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ビジュアル表現を媒体とした言語学習の探索
Zineを使う英語の授業を例として

鈴木 栄 *
（東京女子大学）

概要

学習者のモチベーションを上げるために外国語学習に動画や音楽などを導入する試み

は多いが学習者自身が作成した絵やコラージュを外国語の授業において学びを促進す

るために使う例は少ない。作成した絵画表現を媒介として外国語を書く，あるいは発

話することを促すために短いストーリーを絵の中に表現する方法として，Zineを使う

試みについて，いくつかの例をあげ，外国語学習に活用する可能性について議論する。
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1．はじめに

外国語学習にビジュアル表現を取り入れる試みは

これまでも報告されている。学習者が描いた絵を使

い発表をすることで発話が増えることをイギリスの

大学を訪問した際に知った。芸術を専攻する学生が

多いロンドン芸術大学では，Zineを学生が作成し，

描いた内容について英語で発表し講評し合う語学の

授業をおこなっている。本稿では，留学していた学

生のレポート，実際に授業をおこなっているロンド

ン芸術大学教員からの情報，学生への聞き取り取り

から Zineを使う英語の授業にについてまとめた。
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2．Zineの歴史

Zineとは，magzineから生まれた言葉で，テクス

トとイメージを含む自己制作の，特定の聴衆を啓発

するためにデザインされたテクストにメッセージが

含まれた冊子である。1930年代にアメリカで生まれ

たサブカルチャー的な SF同人誌が Zineのルーツで

ある。1950年代にはカウンターカルチャーと結び付

き，若者の自己表現ツールとしてのムーブメントが

起こった。1980年代にはパンクカルチャー，スケー

トボードカルチャーなど，さまざまなユースカル

チャーと結び付き広がりを見せ，さらに1990年半ば

から2000年代になると Zineから，ブログ，SNSへ

と拡がっている。

Zineは政治的，個人的な信念に関連したもので，

手書きやタイプで書かれ，コピー機やカーボン紙の

ような複製技術を使って，安価に少量生産されてい
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た。この形は，1950年代以降のアメリカの SFファ

ンにまで遡ることができる。イギリスでは1950年代

にサッカークラブがこれを頻繁に使った。Zineがイ

ギリスで本格的に流行したのは1970年代に入って

からで，その背景には3つの要因があった。それは，

不安定な政治状況，パンクの台頭，新技術の出現で

ある。パンクの DIY（Do It Yourself）的な考え方と

反体制的な考え方に伴い，このような出版物が数多

く登場した。スポーツチーム，音楽愛好家，コレク

ター，フェミニスト，ファッション愛好家，独立活

動家など，このフォーマットを通して声を見つけた

個人やグループの例は少なくない。この形式の良い

点は「誰にでもできる」ということである。

Zineはアーティスト，デザイナー，イラストレー

ターが自分の作品，主張やアイデアを宣伝するため

の人気のある方法でもあり，検閲を受けることなく

自分自身を表現できるようになっている。サイズに

関わらず，製本された作品は，アーティストが物語

を語り，アイデアを説明し，イメージを並置し，情

報を提示することができ，自己完結した空間を作り

出す。雑誌『i-D』は1980年に Zineとしてスタート

した。Zine作成のポイントとしては，テーマは自由

であり，作成者は個人あるいはグループでもよく，

形に決まりはなく，印刷・製本方法も自由であり，

自分で売ることができること（平山，2015）が挙げ

られいる。

3．言語学習における Zine（先行研究の
まとめ）

ロンドン芸術大における授業では，Zineをプレゼ

ンテーションに繋がる媒体として使っているが，ラ

イティングの授業でもその使用の効果が報告されて

いる。Zineを英語のライティングの授業で使った例

の文献を以下にまとめた。

3．1．Zineを使った授業研究：ジャンル・ライティ

ング1

Cohen（2004）は，Zineプロジェクトとして英語

のライティングの授業で Zineを使った研究により，

その効果を4点にまとめている。Zineは，学習者に

様々なジャンルの文章を書くことで，個人的に興味

のある一つのトピックを探求する機会をもたらすこ

と，Zineの構造化された形式は，教師がライティ

ングスキルを意味のある文脈で教えることを可能に

し，教師は，授業の時間をより効率的にライティン

グのために使うことができること，Zineを作ること

で，学習者が何を書きたいのかを見つけるのに役立

つこと，そして，自分の心情に近いテーマについて

書いたものは，読んで面白いということである。学

習者は，書かされるという意識を持たずに，自ら進

んで自分に関心のあることがらについて書くことが

できるであろう。Cohenは，Zineプロジェクトは，生

徒が自分の声を書くことができることは教師にとっ

ても意味のあることであると書いている。

3．2．Zineを使った授業研究：ジャンル・ライティ

ング2

Setyaningsih et al.（2018）は，英語のライティン

グ力と創造力を上げるための Zineを使った授業研

究をインドネシアの大学でおこなった。5つのジャ

ンル（説明・分析的説明・主張・ニュース記事・批

評）を教える（参考：Hyland, 2007）授業をおこない，

最終プロジェクトとしてZine作成を課した。データ

として25の Zineを収集した。言語的特徴と一般構

造を分析し，学生がジャンルをどの程度理解してい

るかを観察した。表1がその一例である。

それぞれのジャンルは，言語の特徴を持つ。例と

しては，現在形を使う，過去形を使う，主語は人間

ではない，原因を説明するために行動動詞を使う，
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技術用語を使うなどがある。

この Zineを使ったライティングの授業では以下

のことがわかったと書かれている（筆者による要約

および日本語訳）。

① 学生は，ジャンルの社会的機能を踏まえた文

章を書くことができるようになった。

② 学生は，ジャンルの言語的特徴（現在形の使

用／受動態の使用／原因を説明するための動

作動詞の使用）を理解することができるよう

になった。

③ 学生は，ことなるジャンルにどう対応すれば

よいかについての知識を広げることができる

ようになった。

④ 学生たちが Zineにまとめた文章には，学生た

ちの力量と創造性が反映されている。

今後の研究としては，学習者のアウトカムである

ライティングの結果を見るだけでなく，ライティン

グをどのように教えるのか，その過程を調べるとよ

いとまとめている。

4．言語学習における Zine（ロンドン芸
術大学の例）

4．1．Zineを使った授業研究：プレゼンテーション

UAL（University of the Arts London）のランゲー

ジセンターでは，午前中に一般英語またはアカデ

ミック英語を学び，午後にはアート，デザイン，

ファッション関連のコースを受講する「イングリッ

シュ・プラス」クラスを開講している。アカデミッ

ク英語を履修する学生は，毎月の評価の一環とし

て，デザインに基づいたプロジェクトを完成させる

ことが求められ，口頭発表，筆記課題，そして作品の

展示が行われる。本稿で紹介する例は，アカデミッ

ク・イングリッシュ・プラスのコースを受講してい

る学生のグループが，コースの一環として完成させ

た Zine作成プロジェクトの例である。このグループ

は，日本，中国，タイ，イタリアからの学生で構成

されており，日本からの学生数名が留学し UALに

通っていた。筆者は，大学の留学担当としてUALを

訪問し，授業および学生の様子について語学担当の

教員に聞き取りをおこなった。以下は，聞き取りか

ら Zineプロジェクトについて目的，始まり，進め

方，作成から口頭発表までの流れ，授業で Zineを使

う効果について筆者がまとめたものである。

Zineを使うプロジェクトの目的は，さまざまな

問題解決の方法として，学生の声（student voice）

に耳を傾ける必要があるという見解が出発点であっ

た。大学としては初めての試みであったが，The 

Academic Enhancement Model（アカデミック推進

モデル）として公募したところ，120人以上の学生が

応募し，結果的には UALの4つの学部が参加を表明

し，実施にいたった。このプロジェクトでは，4つの

事項（コンセプト）を念頭に入れて進められた。As-

表1．社会的な機能 *

タイトル ジャンル 社会的機能

牛乳がチーズに変わるまで 説明 牛乳がチーズに変わるまでの過程を説明する

韓国ドラマの順位 分析的解説 読み手に韓国ドラマの順位付けの必要性を強調する

木を植えることが世界を救う 応援・主張 世界を救うために木を植えることを読み手に促す

コラボ 批評 バンドの活動と歌について批評をする

* 出典（日本語訳は筆者）：Setyaningsih, N., Suryaningtyas, V., & Larassati, A. (2018). The Zine project: Improving stu-

dents’ skill and creativity in writing in English. In The Tenth Conference on Applied Linguistics and The Second English 

Language Teaching and Technology Conference in collaboration with The First International Conference on Language, Litera-

ture, Culture, and Education - CONAPLIN and ICOLLITE (p. 301). https://doi.org/g2nf 
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4．3．Zine作成から口頭発表まで

「あなたが今考えていること」というテーマは，学

生が，創造性をできるだけ拡げ，制約が無いように

意図的に作ったものである。Zine自体は評価され

ず，作品の正式な口頭発表が評価の根拠となる。何

人かの学生は，写真を使ったり，自分で描いた絵を

加えたりして，完全に視覚的なイメージで表現する

ことを選択した。また，雑誌から絵やテキストを切

り抜いたり，自分の言葉を加えたりして，言葉を使

用した学生もいた。セッションの最後に，学生たち

が自分の Zineを仲間に発表することで，どの程度，

個人情報を公開するかを決めることができ，それを

伝えるためにどのような語彙が必要かを決めるのに

役立った。発表の際のルールとして，聴いている学

生は必ず質問をしなければならないことを伝えた。

学生たちは，自分の作品を説明することで発表の際

の不安が減ることを期待した。図2が担当教員から

2：中国人の学生

sessment（評価），Well-being（幸福度），Community

（連携），Tutorial（個別指導）である。学生は，基本

的には自主学習を進めるが，教員やアドバイザーか

らのアドバイスを受けることができる。個々のテー

マに沿って調査をおこない，自身の創造性を使い，

最終デザインを決定する。グループワークもおこな

い，お互いのプロジェクトについて意見交換もでき

る。最終的には，発表会（The UAL Wide Teaching 

and Learning Conference）で発表会が行われ，発表

後に残された学生の作品は，学生や教員にとっての

よいリソースになるということであった。

4．2．Zineプロジェクトの進め方

Zineを授業で作り，それをもとに口頭発表をする

プロジェクトは，以下のように進める（図1）。

① 学生は，Zineを作る簡単な説明を受け，他の

学生たちが作ったサンプルを見る。

② 印刷された媒体（雑誌，リーフレット，紙），

はさみ，紙，接着剤，色ペンが支給される。

③ 制限時間が設定され，学生は，「その時の気持

ち」をテーマにした Zineを作成する作業を始

める。

④ セッションの最後には，学生は自分たちの作

品をグループ内で発表し，作成過程を説明す

る。教員は，Zineは評価せずに，発表の言語

能力（speaking）を評価する。

図1．Zineの作り方（UAL英語プログラム副ディレクター
提供）

1：日本人の学生

3：イタリア人の学生

図2．Zine（学生の作品）
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送られた学生の作品例である。

4．4．担当教員による学生のコラージュの解釈

学生の作品1（日本人学生）は，自分の生活の中

にある溢れるテクノロジーによってストレスを感じ

飽和状態になっていることを表現した。学生の作品

2（中国人学生）は，励ましの表現「夢を大きくもと

う」「幸せになろう」などを書いている。学生の作品

3（イタリア人学生）は，ヨーロッパとアメリカで

の政治的に離れていると感じる気持ちを表現してい

る。「沈みつつある船」はトランプ大統領下のアメリ

カとヨーロッパのメタファーである。

4．5．言語の授業で Zineを使う効果

Zineを作成し，それについて英語で発表する授業

では，いくつかの点が観察されたようである。第一

に，学生の発表における英語の流暢さが増した。担

当教員の感想では，「口頭発表は，英国の芸術系コー

スの評価の一部であるが，留学生にとっては非常に

難しいものである。この活動では，最初に流暢さの

練習をし，その後に正確さの練習を追加する」とし

て効果があったとしている。第二に，こうした，プロ

ジェクトベースの学習では，学生は情報を収集し，

意見をまとめ，それを仲間に提示することを学ぶこ

とができる。目標言語（英語）は，学生のコミュニ

ケーション要件の直接の結果として，タスクを通し

て出てくることから英語力の伸びに繋がると思われ

る。第三に，パーソナライジェーション冊子（自分

自身の内面を表現する）を作る活動は，学生が「安

全な」文脈の中で自分の感情や意見を記述し，議論

することを可能にする。感情的なフィルターが低く

なり，個別指導での和やかな話し合いの道が開かれ

るようである。

こうした活動は，さまざまな方法に応用すること

ができると考えられる。学生は，振り返り学習日誌

の一つとしてプロジェクトについて書いたり，他の

Zineの「批評」を書いたりすることができ，さらに

Zine作りのスキルを磨き，自分の専攻や興味に関連

した，より具体的なトピックに関する Zineを作るこ

とができるであろう。

5．教職の授業での試行

筆者が担当する教職の授業で，英語教師を目指す

学生たちに，英語の授業で Zineを使うことについ

て説明をし，実際に Zineを作成するワークショッ

プをおこなった。Zineとは何か，どのように授業

で使われているか，国内外での事例を紹介してから

Zineを作成した。図3は，学生作品の例である。「My 

Future」というタイトルで作られた Zineである。学

生たちは作成した Zineを使い口頭発表をおこなっ

た。

5．1．学生の感想

遠隔授業のため，グループで見せ合うことができ

なかったが，学生にそれぞれ作った Zineをもとに発

表をしてもらった。その後，Zineを英語の授業でど

のように使えるのか話合いをした。以下が，学生か

ら出た感想である。筆者が重要であると感じた部分

図3．Zine（学生の作品。テーマ：My Future）
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には下線を引いた。

感想1：テーマがある場合でも，特定のテーマを決

めない場合でも，自由に自分の書きたいもの

を書くことが出来る。また，文章をほとんど

含まなくても，画像を使ったり，コラージュ

したりしてするので，ストーリーを伝えるこ

とが出来る。そのため，Zineは自分の伝えた

いストーリーやアイデアを小さい雑誌のスタ

イルにして書くので，生徒側は困難なく楽し

く作ることが出来て，一人一人の個性を表わ

すことが出来ると考えた。テーマをある程度

決めて，教科書の内容に沿った Zineを作る場

合なら，内容の整理をすることにもなり，修

学旅行など学校行事の Zineを作る場合なら，

自由に思い出を表現することになる。生徒た

ちが作った Zineをクラス内で共有すると，ほ

かの人がどんな Zineを作ったのかを見るこ

とが出来て，面白いと思う。

感想2：英語を学ぶ上で必要なのが，想像力だと

思います。想像する上で大切なのは，Picture

だと思いますが，映像のようなものだと時間

もかかり，大変だと思うので，その分写真で

表すのは良いことだと思います。またクリエ

イティブなことをするときは，色々考える傾

向があると思います。思考力や，知的好奇心

を養うためにも効果的だと思います。

感想3：パーソナルな話題だけでなく，身の回りの

問題や社会問題などをテーマにして調べたこ

とを書いたりすることもできると思った。自

分で調べながら英語の表現を使って書き，ほ

かの人が書いた表現も読みながら学ぶという

シェアができるのが良いところだと思った。

クラスの個性をみんなで理解して受け入れる

ことにも，Zineは活用できそうである。

感想4：Writingだけでなく Readingの活動も組み

込んだ包括的な授業展開が期待できる。授業

の例としては，中学1年生が終了する春休み

に日記のような形で課題を出す。中学1年生

は2学期と3学期に過去形を学んでいるので

自分が春休みにしたことや周りで起こったこ

とを英語で述べることが出来る。自分のこと

を表現するために，自ら知らない単語を調べ

たりと，積極的に学ぶ機会になることを期待

する。

学生の感想に書かれていたように，Zineの活用

は，writingの活動だけではなく，読むという活動も

入れた4技能対応の授業展開も可能であろう。Zine

には，図2のように，作者のストーリーを盛り込む

ことができ，さらに，ストーリーを発表としておこ

なうことも可能である。Listeningの活動は，聴衆と

して聴く活動になろう。授業内だけでなく，授業外

活動として，日記制作なども提案できる。

6．まとめ

言語教育の中でビジュアルなものを使うことに関

する理論的背景としては，社会文化論（sociocultural 

theory）に基づいたものがある。Kalaja et al.（2008）

は，論文の中で，社会文化論（Lantolf, 2000）を引用

している。その中で，人間の活動は文化を介在して

成立し，社会的な，および認知的活動は記号や物質

的な道具によって介在される，という立場が主張さ

れている。言語は，考えを深め，他と交流をする際に

もっとも強力な道具であるが，それ以外の artifacts

（作り出されたもの），つまり mediational means（媒

介手段）がある，としている。ここで言うところの媒

介手段とは，学習の過程において使われるものであ
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り，思考，問題解決法，シンボル，絵やメタファー

などが挙げられており，人間が行動をまとめ進める

ときに使われている。この媒介手段を第二言語習得

過程にある学習者たちが自らの行動を作り実践する

ためにどのような媒介手段を使用しているのかにつ

いての研究が進められている。Kalaja et al.（2008）

は，第二言語学習者の学習過程を探るためにどのよ

うな媒介手段を使用しているかを知るために絵を使

い，そこに表現されたものをビジュアル・ナラティ

ブとした。結果として，学習者は，人（教師など），

本，さまざまなメディア（テレビ，音楽，DVD，ス

マートフォンなど）を英語学習に使用していること

がわかった。ロンドン芸術大学における Zineプロ

ジェクトでおこなっている絵やコラージュなどの自

作品を媒介として英語のスピーチをおこなうという

事例では，学生の作品が，学生が口頭発表をする際

の話を促す mediational means（媒介手段）であるこ

とがわかる。

モチベーション（動機付け）研究の視点からは，

学習者のモチベ―ションを上げる要因として２点が

上げられる。1点目は，「自由選択によるモチベー

ション向上」であり，2点目は，「エージェンシー

（agency）発達によるモチベーション向上」である。

自由に選択できるという感覚が内発的動機づけを維

持していくのに重要である（上淵，2004，p. 71）こ

とから，自分で選択して描いた絵・コラージュを使

い言語活動を進める方法は，学習者のモチベーショ

ン維持および向上に貢献すると考えられる。また，

エージェンシー（agency）とは，自発的な行動であ

る（上淵，2004）が，義務としてなされる行動は外発

的な動機づけであり，主体性に欠ける場合が多い。

自発的な行動を通してエージェンシーを感じるよう

になると言われている。自己作品である絵・コラー

ジュを使うことで，このエージェンシーが生まれる

と想定される。それは，教師が与えた教材のみに頼

ることではなかなか生まれないものである。学習者

が自らの学習に自主作品（Zine等）を自ら選択して

使用することで，エージェインシーが芽生えること

が期待できる。

本稿で紹介した Zineを使う外国語の授業では，学

習者のアウトカム（speaking / writing）にその効果

が見ることができた。媒介としての自己作成による

Zineを通して学習者は，自分を表現する手段（方法）

を手に入れることができるであろう。

Zineに限らず学習者が描いた絵やコラージュな

どを外国語の授業で使うことに関しては，今後の研

究が望まれる。例えば，Zineを授業で使うことで学

習者の意識やモチベーションはどのように変化する

のか，バックグラウンドの異なる海外の学生と日本

の学生の作る Zineの比較から見えてくるものは何

か，ビジュアル表現と言葉の表現はどのような関係

にあるか，などの授業研究が増えてくることで，ビ

ジュアル表現を媒体とした言語学習の可能性が広が

ることを期待したい。
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Exploring language learning through the medium of visual 
representations:

Using Zines in English class

SUZUKI, Sakae*
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There are attempts to use videos and music into foreign language classes to motivate 

learners. However, examples of using pictures and collages created by learners them-

selves to promote learning in foreign language classes are scant. In this article, some 

examples of using learners’ own drawings and collages as zines to promote learning in for-

eign language classes are introduced. Learners use zines as a way to express their short 

story. I shall discuss the possibility of using zines for foreign language learning.

Keywords: Zine, foreign language learning, learner’s story, motivation
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