
74

http://alce.jp/journal/  ISSN：2188-9600

論文

音声指導のポリティクスを生きる小学校教師
小学校英語教育に関する語りの批判的ナラティブ分析

大石 海 *
（東京大学大学院教育学研究科）

概要

本研究は，「制度としての母語話者志向」が表出している小学校英語教育において，音

声指導のポリティクスという現実を教師がどのように生き，そのポリティクスにどう

対応したりそれをずらしたりしているのかを明らかにするため，2名の小学校教師に

インタビューを行い，音声指導に関する語りを質的に分析・検討するものである。分

析方法としてダレン・ラングドリッジ（Darren Langdridge）の批判的ナラティブ分析

（Critical Narrative Analysis: CNA）を採用した。分析の結果，自身の英語力に不安を抱

えながらも英語の授業を肯定的に受け止めている2名の教師は，「制度としての母語話

者志向」に追従的な立場とそれに懐疑的な立場に立っていることが分かった。児童に

英語を聞かせる場面では差異（「ネイティブの英語を聞かせるべき」「ネイティブ以外

の音声も聞かせるべき」）が見られた一方で，児童に英語を話させることについては共

通した実践（「児童の話す英語には流暢さを求めない」）が見出された。
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1．背景および研究目的

2020年度より，小学校高学年において外国語が教

科となり，これまで高学年で行われていた外国語活

動が中学年に導入されている。この外国語科と外国

語活動は，どちらも原則として英語を扱うこととさ
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れている1。したがって本論文では，便宜上両者を小

学校英語教育として理解する。小学校の現場では，

これまでと同様に，基本的に各担任の教師が英語教

1　「外国語科」に関しては，『学習指導要領』（文部科学
省，2017a，p. 164）に「外国語科においては，英語を履
修することを原則とすること」とあり，また「外国語活
動」についても，「外国語活動においては，言語やその背
景にある文化に対する理解が深まるよう指導するとと
もに，外国語による聞くこと，話すことの言語活動を行
う際は，英語を取り扱うことを原則とすること」とある
（p. 178）。
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育を行っているが，彼女ら /彼らは，教員養成段階で

英語教育の指導法やトレーニングを受けてきておら

ず，その多くが中・高等学校の英語免許状を有して

いないという現状がある2。こうした状況のために，

英語力の問題だけでなく，指導法や評価法に関する

小学校教師の資質の問題点が指摘されたり，教師の

側から英語教育にたいする不安や懸念が表明された

りしている（及川，2017）。教科としての英語学習が

実際に進められている現状において，教師たちは英

語教育にたいして何をどのように語るのか。教師の

ナラティブから，小学校の英語教育を検討する。

1．1．小学校英語教育にたいする教師の意識

小学校英語教育にたいして現場の教師がどのよう

な意識を持ち，何を感じているかについては，これ

まで主に量的調査によって研究されてきた3。たとえ

ば猪井（2014）は，外国語活動に関する小・中連携

の全国規模のアンケート調査を実施し，そのうち，

小学校教師1,802名の自由記述項目（「うまくいった

と感じるとき」と「うまくいかなかったと感じると

き」）の回答を分析し，外国語活動の改善策を検討し

ている。自由記述項目の回答例を9つのカテゴリー

に分類したうえで，特に「うまくいかなかった」と

する回答例の背後にある原因を4つ挙げている。す

なわち，①外国語指導助手（Assistant Language 

Teacher: ALT）への依存，②英語のスキル養成重視，

③教師の英語への苦手意識，④目標や指導法の理解

不足である（猪井，2014，p. 93）。米崎ほか（2016）

は，Googleフォームによるアンケート調査を用い

2　文部科学省が令和元年度に実施した「英語教育実施
状況調査」（文部科学省，2019）によれば，小学校教師
のうち中・高等学校の英語免許状を所有している割合は
6.3%である。

3　ここでは，外国語科として高学年で教科化される以
前，つまり高学年の外国語活動の研究に関しても，広く
小学校英語教育研究と位置付ける。

て，小学校英語の教科化および低学年化にたいして

教師がどのような不安を抱いているのかを明らかに

している。その結果，教員の英語力・指導力，他教

科とのバランス，そして児童の負担・混乱が，英語

教育の教科化と低学年化に共通する不安として表出

した。作井，山内（2017）は，質問紙を用いて小学

校教員の英語教育に関する研修の内容や形式，自身

の英語教授力について調査しているが，教師の英語

教授力に関して言えば，一定の英語力を有し自然発

話に基づく英語の授業ができる教員の数は「必ずし

も多いとはいえない」としている（p. 60）。

これらの量的研究から，小学校教師は総じて自分

の英語力に不安を有していることが分かる。特に，

「指導者自身がうまく発音できない」「見本を見せる

時に，英語がうまく話せ」ない（猪井，2014，pp. 91-

92）や，「自然発話に基づく英語の授業ができる教員

の数」が多くはない（作井，山内，2017，p. 60）な

ど，自身の話す英語のスキルや英語授業における音

声指導に関する教師の不安や課題が浮き彫りにされ

ている。しかしながら，寺沢（2019a）も指摘するよ

うに，現場の教師の声を拾って伝えるような質的研

究はこれまでほとんどなく，質的データをとおして

さらに深く掘り下げて検証する必要がある（作井，

山内，2017，p. 61）。

1．2．英語教育における音声をめぐるポリティクス

現在英語は，世界的に普及し，国際的な政治や，

外交，科学技術，学術的研究，ジャーナリズムなど，

あらゆる分野において主要言語として機能してお

り，国際語としての役割を一手に担っていると，い

われている（行森，2014）。Seidlhofer（2011）が指摘

するように，「要因としての，そして結果としての英

語は現在，これまでにないほどに国際的・異文化間

的コミュニケーションに関する最も広く行きわたっ

た手段となっている」（p. IX）。そしてそうした世界
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的拡散の過程を通じたがゆえに，英語には様々な変

種や特徴が生み出され，今なお多様化を続けてい

る。こうしたなかでここ数十年，「世界英語」(World 

Englishes: WE）や，「国際語としての英語」（English 

as an International Language: EIL），「国際共通語と

しての英語」（English as a Lingua Franca: ELF）など

のパラダイムの勃興もみられている。これらのパラ

ダイムに共通する主張のひとつは，第二・外国語言

語学習としての英語学習においては，標準的な英語

のアクセントを唯一の発音モデルとすべきではない

ということである（Tsang, 2020）。ここでいう標準

的な英語のアクセントとしてしばしば参照されるも

のは，イギリスの容認発音（Received Pronunciation: 

RP）や一般アメリカ英語（General American: GA)で

ある。世界各地で多言語主義・多文化主義が一般的

になるにつれて，上記の標準的な英語のアクセント

が，学習者にとって唯一最適な基準ではもはやあり

えないことが明確になっている（Jenkins, 2006）。し

かしながら，学習者にとっては，教師の英語アクセ

ントや発音が，「未だに」問題となっていると Tsang

（2020）は指摘する。Tsangの行った実験によれば，

参加者（学習者）は，実験で聞いた教師の英語を参加

者自身がネイティブと認識したもの（たとえば RP，

GA，カナダのアクセント）にたいしては，「容易に

理解できる」とか「好ましい」と考え，こうしたア

クセントが学習にとっての良いモデルと認知してい

たのにたいして，それ以外のアクセント（たとえば

インドや中国のアクセント）については注意を向け

ることができない，あるいは困難であると示した

（Tsang, 2020, p. 154）。様々な英語に関するパラダイ

ムや概念がその地位を確立しはじめ，英語学習の教

室にはアクセントに関する多文化性や多様性が顕著

になっている時代を生きているにもかかわらず，英

語学習において音声（アクセントや発音）は未だに

問題でありつづけている。ここには，音声指導をめ

ぐるより大きなポリティクスがある。

1．3．小学校英語における音声指導―制度として

の母語話者志向

英語教育における音声指導のポリティクスが根深

い問題として存在していることを1．2．で見たが，

小学校英語教育においては，扱う英語の音声に関し

てどのように位置づけられているのであろうか。本

節では，小学校学習指導要領解説から小学校英語の

音声指導の布置を見ていく。

小学校の新学習指導要領（外国語）では，英語の音

声については「現代の標準的な発音」を指導するこ

とが言及されている（文部科学省，2017a，p. 158）。

この学習指導要領解説には次のような説明が付記さ

れている。すなわち，

英語は世界中で広く日常的なコミュニケー

ションの手段として使用され，その使われ方

も様々であり，発音や用法などの多様性に富

んだ言語である。その多様性に富んだ現代の

英語の発音の中でも，特定の地域やグループ

の人々の発音に偏ったり，口語的過ぎたりし

ない，いわゆる標準的な発音を指導するもの

とし，多様な人々とのコミュニケーションが

可能となる発音を身に付けさせることを示し

ている。（文部科学省，2017b，p. 84）

引用の一文目では，英語の持つ多様性に触れられ

ていることからも，1．2．で述べた国際英語論的な

パラダイムを認める立場をとっている。そのすぐ後

で，多様性に富んでいる英語のなかでも「いわゆる

標準的な発音」を指導するよう明記している。具体

的にどのような発音を「標準的な」ものであると定

めているのかについての言及が無いため，読み手が

「いわゆる標準的な発音」と考える英語を実際の現

場で指導することになるのであろうが，おそらくこ

こでは，「標準的な発音」とは「ネイティブスピー

カーの話す英語」と示唆したいのではないかと思わ

れる。なぜなら同解説では，「児童がネイティブ・ス
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ピーカーや英語が堪能な地域人材などとのコミュニ

ケーションを通じて，①標準的な英語音声に接し，

正確な発音を習得する（中略）機会が日常的に確保

されることが重要である。」（p. 128）という文言もあ

るからである。

しかしながら，そもそも標準な英語自体が人為的

な選択によるものであり，言語的に中立な「標準英

語」は存在しないため，たとえばネイティブに偏っ

た音声教材のみに触れていれば，自然と彼女ら／彼

らの話す英語が標準であると誤解してしまう恐れが

ある（柴田，2020）。つまり，この解説の説明は，国

際英語論の立場に一定の理解を示しながらも，具体

的な例は示さずに「いわゆる標準的な発音」を指導

することとしつつ，現場の教師や教科書作成会社に

何を「標準的な発音」とするか判断させることで，

「未だに」問題となっている音声指導のポリティク

スの難題を巧妙に避けているといえる。

こうして，「標準的な発音」が何を指すのかとい

う判断に迫られた教科書会社は，結果として，ネイ

ティブスピーカーの話す英語，なかでも特に一般ア

メリカ英語を「標準的な発音」と判断している。実

際，教科書会社のひとつである東京書籍は小学校の

英語教科書作成にあたり，音声英語を一般アメリカ

英語で統一している。教科書の中には，「さまざまな

国からやってきたキャラクター」が登場しているの

だが，「標準的な英語のモデルを示すねらいのため，

それぞれの人物の出身地に応じた特徴的な英語の表

現や音声を取り上げること」はしていない4。現場の

教師にとって，音声教材は英語の授業を行う際に大

変便利なツールである。しかしながら，その教材自

体がネイティブスピーカーの英語を採用することに

よって，小学校英語教育は，「制度としての母語話

者志向」が表出し，音声指導のポリティクスがむき

4　教科書会社への問い合わせにたいする回答（2021年
4月28日～5月17日）より。

出しになっていく場となっているのである。本論文

において「制度としての母語話者志向」が意味する

ことは，学習指導要領や教科書などに見られるよう

に，小学校英語教育（公教育における英語教育）の

現状が母語話者志向である，ということである。す

なわち，公教育を担う教師は，まさにその「制度と

しての母語話者志向」という状況の中を生きている

ということになる。なお，「制度としての」という修

飾語を伴わない「母語話者志向」の場合は，本論文

では個人のそれを表している。

1．4．目的

ここまで見てきた通り，誰の話す英語を，そして

どのような英語を指導すればよいのかという，音声

指導のポリティクスが日本の小学校英語教育を考え

る点で問題になってくることが明らかとなった。現

場の教師たちは，こうした音声指導の問題という大

きなポリティクスのなかで実際に生きている。事

実，これまで行われてきた小学校教師への質問紙調

査などの量的研究によっても，教師の小学校英語教

育に関する意識や不安，音声指導の問題など全体的

な傾向をマクロな視点から明らかにしてきたものが

ある。その一方で，よりミクロな視点，すなわち生

活世界における教師自身の声を質的にとらえ分析し

た研究の少なさも指摘できる。そこで本研究では，

英語の音声指導というマクロなポリティクスで描か

れている現実のなかを教師はどのように生き，その

ポリティクスにどう対応し，あるいはそれをどうず

らしながら経験しているのかを明らかにするため，

英語教育の音声指導に関する教師の語りをよりミク

ロに，そして質的に分析・検討する。広くナラティ

ブ研究においては，「人が人生にどのような意味を

与えているかが問われる」（やまだ，2007，p. 65）。

つまり，語ること（ナラティブ）と生きることは密

接に結びついているものであり，教師のナラティブ
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を検討するということは，その教師の生きている経

験を検討するということである。本論文では，教師

の語りからその生の経験の位相を記述・分析するこ

とを試みる。その際の分析方法として，本研究で

はダレン・ラングドリッジ（Darren Langdridge）の

提唱する批判的ナラティブ分析（Critical Narrative 

Analysis: CNA）を採用する（2．3．で後述）。

2．方法

本研究においては，関東地方と東北地方の公立小

学校に勤務する，30代男性の A教諭と B教諭の2名

を対象とした。インタビュー実施時，この2人はと

もに高学年（それぞれ6年生と5年生）の学級担任

をしており，英語の授業を ALTと一緒にティーム・

ティーチングという形態で行っていた5。ティーム・

ティーチングとは，「複数の指導者がティームを組

んで児童の指導に当たる」（文部科学省，2017c，p. 

108）ことであり，学級担任と ALTというペアが一

般的である。

2．1．インタビュー調査

音声指導を含めた小学校英語教育全般に関する考

えや信念，関心を詳細に調査することを目的とし

て，半構造化インタビュー調査を実施した。インタ

ビューの実施は，対面およびオンラインツールを使

用した。インタビュー時間は，1回当たり1時間～ 2

時間ほどで，複数回実施した。インタビューの実施

に際しては，ICレコーダーによる録音と筆記での記

録を行う旨了承を得た。

A教諭は，インタビュー実施当時関東地方にある

X小学校で6年生の学級を担任しており，3クラス

5　2021年度，A教諭は教務主任に，B教諭は6年生の学
級担任をしている。

あるクラスの英語の授業を全て担当していた。X小

学校の6年生の教師たちは，担任3人が全クラスの

理科と家庭科と外国語科をそれぞれ受け持つという

体制を取っていた。A教諭は中学・高校の英語免許

は有していないが，小学校で外国語が教科となる以

前，つまり外国語活動の時代から，熱心に教材研究

や授業実践を行ってきた。また，自らの趣味に関連

する英語の情報を読んだり聞いたりして理解したい

という思いから，時間を見つけては英語学習に励ん

でいる6。教職歴は12年（当時）である。

B教諭は，インタビュー実施当時教職歴9年目で，

東北地方にある Y小学校で5年生の学級を担任して

おり，自クラスの英語の授業を担当していた。中学・

高校の英語免許は有していない。前年度も高学年の

学級担任をしていたが，その当時の B教諭の教室に

は中学校の英語科教員が英語専科の教員として配属

され授業を行っていた。したがって前年度は，児童

をサポートするポジションから1年間英語専科教員

の授業やその進め方を見ることで，インタビュー実

施時の年度から英語の授業の指導にあたることがで

きるよう準備をする段階であった。余暇の時間を英

語学習に割くことはしていない。

この2名の参加者を研究対象とした理由は，以下

の通りである。すなわち，A教諭も B教諭も3．1．

で詳述するように，自身の英語力には不安を抱いて

いる。しかしながら，両者ともにそうした不安を抱

きながらも日々の英語の授業を行うことに楽しみを

感じており，英語の授業を肯定的に受け入れてい

る。この2名の教諭の語り（やその揺れ）から，英語

力の不安と英語の授業を行うことの楽しさという落

差を彼らがどう置付けているのか，ミクロなレベル

でとらえていく。

6　特に，2020年度は新型コロナ感染症（COVID-19）の
影響で，4月から6月にかけて勤務先の小学校が臨時休
校になっていたこともあり，相対的に時間に余裕のある
この期間に「徹底的に英語を勉強」したという。
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2．2．倫理的配慮

研究の実施にあたっては，所属研究機関の倫理審

査を受けた。また，インタビューを行うにあたり，

A教諭と B教諭に書面にて研究内容の説明をし，イ

ンタビューの録音と記録も含めて同意を得た。さら

に，インタビューの途中であっても中止が可能であ

ることや，研究の途中で協力を中止した場合でも，

協力者が不利益を被ることがないことを説明・保証

した。それに加えて，2名の教諭の勤務先である X

小学校とY小学校の所属長にも書面にて研究目的を

説明し，許諾を得た。

分析の結果・考察については，2名の教諭にフィー

ドバックし，内容の妥当性について確認し，記述内

容に異論がないとの返答を得た。

2．3．批判的ナラティブ分析（Critical Narrative 

Analysis: CNA）

本研究においては，インタビュー調査で得た教

師の語りを現象学的心理学者のラングドリッジ

（2007/2016）が提唱する批判的ナラティブ分析（以

下，CNA）の枠組みで分析・検討する。CNAとは，

能智（2019）が簡潔に説明するように，哲学者ポー

ル・リクールのナラティブ論にもとづきながら，「社

会的な語りの型を個人のナラティブの分析に統合」

しようとするものである。CNAが他のナラティブ

分析と異なる特徴は，その名の通り，クリティカル

な視点を持ち合わせているという部分である。「社

会的研究にともなう政治と，より広い社会文化的文

脈を，熟慮しつつ取り上げる」CNAは，「研究者の

政治的目的や志をカッコ入れして単に無視できると

は見なさず，開かれたしかたで政治的に関与すべく

熱心に取り組む」ことに積極的な立場をとる（ラン

グドリッジ，2007/2016，pp. 229-230）。CNAは，こ

のクリティカルな視点を有しながら，語り手のナラ

ティブが，どのような社会的な条件・力，人々のあ

いだに浸透している言説（マスター・ナラティブや

モデル・ストーリー）によって拘束され得るのかを

分析する。当然のことながら，「対象者のナラティ

ブを捉えようとする研究者の視点に対しても『批判

的』な視線が向けられる」（能智，2019，p. 167）。研

究者自らに対するクリティカルさを自覚しながら，

語られたナラティブに共感的にアプローチすると同

時にそのナラティブを懐疑する必要性を認識するこ

とで，語りの向こう側にあるものに迫ろうとするの

が CNAである（Langdridge, 2004）。

2．3．1．英語教育研究にCNAを応用することの可

能性

小学校教員としての経験もある筆者は，英語教育

を取り巻く批判的アプローチに強い関心がある。語

られたナラティブが，社会・文化に広く流通する支

配的な言説の影響をいかに受けているのか，あるい

は逆に，そうした言説を積極的に利用しながらどの

ように自らのナラティブを形成しているのかを分析

する CNAは，上述のような英語教育に関する言語・

権力・イデオロギー・差別などの諸関係に強い関心

を示す批判的アプローチと親和性があると思われ

る。「これまで当然とされてきた世界観に疑問を呈

し，人種・文化・階級・ジェンダーの差異」が「言

説と権力によって構築されている」ことを明らかに

する批判的アプローチ（久保田，2015，p. 148）の

立場から CNAを分析枠組みとして利用することに

よって，より平等な社会的関係や言語（教育）の新

たな知見を生み出すことができる可能性があると筆

者は考える。

さらに，日本の英語学習・教育では，たとえば「グ

ローバル化により英語を必要とする人は年々増えて

いる」とか，「ことばはネイティブスピーカーから学

ぶのが一番だ」などといった言説や一般通念＝幻想

といわれるものが多く流布している（寺沢，2015；
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久保田，2018）。こうした現状からも，個人のナラ

ティブが社会的条件や言説に強く拘束され得る可能

性を明らかにしようとする CNAを英語教育研究に

用いる意義は大きいと考える。さらにCNAは，その

分析を通じて「語り手自身の可能性を制限している

かもしれない抑圧的なナラティブを動かすための契

機を提供」しうる（能智，2019，p. 167）。それゆえ

分析者（研究者）は，語り手のナラティブから「オ

ルタナティブな見方の獲得を目指す」（ラングドリッ

ジ，2007/2016，p. 190）のである。ここでの「オル

タナティブ」の意味するところは，社会的な条件や

力，人々のあいだに浸透している支配的言説によっ

て拘束され得る語り手のナラティブを異なる見方・

立場へと転換することを試みるということであり，

それにより語り手（や語り手自身の実践）に存在可

能性を拓こうとするものである。後述するように，

A教諭と B教諭のナラティブには，こうしたオルタ

ナティブな観点を見出すことができる。

2．3．2．CNAの手法

ここで，CNAの手法についてラングドリッジ

（2007/2016）に従いながら確認する。CNAには，大

きく6つの段階がある。すなわち，第一段階「研究

主体の幻想を批判する」，第二段階「ナラティブ，ナ

ラティブのトーン，修辞的機能を特定する」，第三段

階「アイデンティティ，およびアイデンティティに

まつわる作業」，第四段階「テーマの優先順位とそれ

らの関係性」，第五段階「ナラティブを揺り動かす」，

そして第六段階「批判的総合」である（p. 187）。こ

こでは特に CNAの特徴であり，「批判的な局面を含

む」第五段階の「ナラティブを揺り動かす」につい

て簡単にみていく。

「ナラティブを揺り動かす」第五段階は，直接的

に語られたテクストの政治的批判にかかわる部分で

ある。この段階において研究者は，想像的な懐疑の

解釈学からテクストを問いただすことで，「研究者

が批判的社会理論に関与することが求められる」（p. 

193）。ラングドリッジは，ナラティブを問い直し揺

り動かすために用いる懐疑の解釈学の視点として，

たとえばジェンダー分析 /フェミニズム，階級分析，

人種・エスニシティ分析，年齢・世代分析，障害・

能力分析などを挙げている。この段階を経て目指す

のは，「ある人の生活世界と当人にとっての意味に

焦点を合わせるのではなく，世界について語る当人

のやり方を可能にするとともに制限もしているナラ

ティブ世界を批判的に分析する」（p. 190）というこ

とである。なお，個別の分析においては，上記の解

釈学の視点のいずれもが適さない場合もあるし，他

の視点が有効な場合もあることをラングドリッジは

付言している。

3．分析結果と考察

本章では，X小学校に勤務する小学校教員である

A教諭と，Y小学校に勤務する B教諭の，音声指

導に関するナラティブの揺れを見出していく。そう

することで，英語教育における音声指導をめぐるポ

リティクスのなかを生きる教師のミクロなナラティ

ブと，その語りを可能にしたり制限したりするナラ

ティブ世界を批判的に検討することができ，教師た

ちのオルタナティブな可能性を見出すことができよ

う。

ここでは，「制度としての母語話者志向」という観

点から，ナラティブを分析する。1．3．で指摘した

通り，小学校英語教育にはこの「制度としての母語

話者志向」が通底しているからである。まず3．1．

でA教諭とB教諭の英語力への不安についてのナラ

ティブを確認する。次に，「制度としての母語話者

志向」に直接言及している2人のナラティブを3．2．

で批判的に分析・解釈する。そして3．3．と3．4．

で，それぞれ「児童に英語を聞かせる指導」と「児

童に英語を話させる指導」のナラティブについての
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分析を試みる。この2つの指導は，実践の場面に即

したものであり，インタビューを進めていく中で，

音声指導に関する教師の語りとして顕著に見出され

たものであった。インタビューデータ内での［　］

は筆者の補足を，……は中略を表す。また，インタ

ビュアーである筆者は，Rと表記する。

3．1．英語力への不安

1．1．で確認したように，これまでの量的研究に

よって教師の英語力への不安や課題が明らかにされ

ている。A教諭も B教諭も，同様の不安を抱いてい

ることを語った。

A： その発音のところに関してそこまで深く考え

たことないけど，単純にまあ読めない俺が英

語を。まあ自信のなさ。その自信の無さが何

の自信の無さかって言うと，えっと，たとえば

俺このあいだ読めなかったんだけど，shrimp

読めなかったの俺。そこが読めないとか，あ

と cucumberも読めなかったのね。eggplant

も分かんなかったのよ。そこら辺が読めない

自信の無さもある。正直本当に。

勤務校が新型コロナウィルスの影響で臨時休校し

ていた期間を利用して「徹底的に英語を勉強した」

A教諭は，それでも自身の英語力の低さを上記のよ

うに語っている。

B： うーん。まあやっぱり，［自分の英語力が］

不足してるっていうところはあるかもしれな

い。……できる限り英語を使おうと思うけれ

ども，やっぱりとっさのときに，うーん，出

なかったりとか，あと，指示を出すときに英

語が出なかったりとか，うん，そういったと

ころかな。うん。あと，こう，授業の中にそ

の，まあ英語を繰り返し使うために，たとえ

ばゲームを取り入れるときに，その英語の，

そのゲームの中身も要は，英語で説明したい

んだけども，うん，なかなかそれが伝わりに

くかったりするところがあるので，まあそこ

は，まず1つ目としてこう，不安なところ。

ここでは紙幅の都合上語りの引用はしないが，B

教諭は上記の不安以外にも，表現力や語彙力に関す

る不安，そして英語の発音にたいする不安を語って

いた。

A教諭と B教諭のナラティブは，これまでに実施

されてきた小学校教員への意識調査や量的研究で明

らかにされてきた「英語力にたいする不安」という

知見と類似するものである。しかしながら，彼らの

語りには，英語にたいする「自信の無さ」への切迫感

はほとんど感じられなかった。むしろ，その「自信

の無さ」を積極的に開示しているような語りのトー

ンであった。CNAにおける語りのトーンとは，「テ

クストの内容からは明白ではないような，語られた

物語についての情報」のことである（ラングドリッ

ジ，2007/2016，p. 191）。テクスト上では，「英語力

にたいする不安」があるが，それが2人にとっては

そこまで深刻なものではないということが，彼らの

「語りのトーン」から導き出せる。つまり，彼らの英

語にたいする「自信の無さ」は先行研究で明らかに

されている「教師の英語力への不安」と重なりつつ

も，同じ（トーン）ではないということである。

彼らは，英語力への不安があるからといって英語

の授業にたいしても不安を抱いているわけではな

い。むしろ，以下の語りで分かるように，英語力への

不安を抱きつつも，両者とも英語の授業を前向きに

とらえている。A教諭は，授業で実践していたゲー

ムを説明する際，楽しげに語っていた。

A： なんかどんどんこう難しくしてヒントを。

……単語とかもいっぱい覚えさせて。ってい

うのを1か月やったの。それが一番今までで

良いゲームだったかもしれない。何よりも。

うん，かな。ゲームの開発に1年間ずっと勤

しんでます（笑）。
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R： はははは。なるほど。

A： ずっとゲームのことばっかり考えてる。どう

いうゲームがいいかなっていう。

B教諭も，「評価がきつい」と言いつつも，「他の

先生は嫌だっていう」英語の授業をネガティブには

とらえていない。

R： 授業自体は，こう，楽しめてる感じがあるん

だ。

B： うん。全然。うん。まあもちろん協力してく

れる ALTがいるからっていうのもあるけれ

ども，うん。そこまでは嫌いじゃないかな。

このように2名の教諭は，自身の英語力に不安を

抱きながらも，その不安にとらわれすぎずに日々の

授業実践を行っていることがわかる。

3．2．制度としての母語話者志向にたいして

1．3．で確認したように，現在の小学校英語教育

は「制度としての母語話者志向」が表出している。

この点については，追従的な語り（A教諭）と懐疑

的な語り（B教諭）が見られた。以下の A教諭の語

りは，「母語話者志向」という話題を筆者が投げかけ

た際のものである。

A： まあ言われてみればそうだなんだけど，じゃ

あなんのために ALTがいるのかっていうと

ころに，終着点は来るかもしれない俺の中で

は。だからなんか ALTを配属して，要はその

ALTってのはさ，きっとさ，分かんないよ？

その目的はね。俺の中で，ネイティブを連れ

てきて，要はその英語を話す・聞くっていう

ところ，特に聞くところ？の手助けになるか

ら「はい，ALTを活用して授業やってくださ

いね」っていわれているような気がするのよ

俺は。……国の取ってる体制としては，ALT

を配属している限り，俺らにネイティブなと

ころが，まあ正解かどうか分かんないにして

も，そういった要はネイティブの発音をたく

さん聞かせる機会を設けるために ALTがい

る，ALTを配置してるんですよって，俺は

思うわけよ。……あくまでも，そこのところ

［母語話者志向］を目指そうとしてるような，

うーんと，教育体制をとっているから。そこ

に倣っちゃう自分がいるよね，っていう話。

ここで A教諭は，ALT＝母語話者と認識しつつ，

「制度としての母語話者志向」にたいする自身の向

き合い方を語っている。つまり，「制度としての母語

話者志向」が教育体制としてあるのならば，それに

従ってしまうというナラティブである。

B： やっぱり周りの先生の様子を見ると，その，

なんだろう。英語がやっぱできなくちゃいけ

ないっていう感覚を持ってる先生方，すごく

多くて。……でも，なんだろう。ネイティブ

までのレベルまでいくとしたら，まあもはや，

たぶんわれわれの職業では無理だと思ってる

から。

B： まあそこまで求めないっていうのは，やっぱ

りその，流暢に話すっていうこと。うん，う

ん。かな。まあ話せたらいいんだけど，うー

ん，一律に小学校段階でそれはなんか求めら

れないし，こっちも指導しきれないかなって

いうところがあるね。うん。

ここでの B教諭の語りは，「制度としての母語話

者志向」である小学校英語教育にたいして懐疑的な

立場を示している。すなわち，B教諭は「制度とし

ての母語話者志向」という現状を認めながらも，小

学校段階で母語話者レベルを追求しようとすること

については懐疑的である。

「制度としての母語話者志向」にたいする2名の教

師の語りには微妙な差異が見出された。A教諭は，

3．3．1．で詳述するように，自身も「母語話者志

向」的なスタンスを有している。そのため，小学校

英語教育の「制度しての母語話者志向」にたいして
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も，それに従おうとする姿勢を語った。一方 B教諭

は，小学校英語教育が「制度としての母語話者志向」

であること認めつつも，その実現に懐疑的な姿勢を

示している。その結果として，後で見るように実際

の授業において，「制度としての母語話者志向」にた

いする実践レベルでの抵抗と見ることができるよう

な取り組みを語っている。では，このような語りを

する2名の教師は，実際の授業において児童に英語

を聞かせたり，話させたりすることについて何をど

う語るのであろうか。以下でその内実を見ていく。

3．3．児童に英語を聞かせる指導

これから見ていくように，2名の教師の語りには，

彼らのナラティブから浮かび上がってくる複数の

テーマが相互に関係し合っていることが分かる。複

数のテーマとは，音声指導のポリティクスや母語話

者信仰，受験のための英語学習，英語への苦手意識

などである。彼らの語りは，彼らと筆者のあいだの

インタビューという相互行為が進んでいく中で，次

第に顕在化されながら立ち現れていくようであっ

た。つまり，最初に語られたものが一貫して語られ

ていくというよりも，それが徐々に変化したり，揺

らいでいたりと，行きつ戻りつしながら，筆者とそ

して彼ら自身に対して語られていった。

3．3．1．母語話者英語が望ましいとする A教諭

A教諭は外国語科の授業において，児童に英語の

音声を聞かせる際には，基本的にデジタル教材の音

声を使用していると語っていた。音声教材の英語＝

ネイティブの英語と位置づける A教諭は，それを児

童に聞かせるべき理由を様々な場面でいくつか語っ

ているが，それらを筆者は次の4つに大別した。す

なわち，（1）自身の英語力の低さ，（2）母語話者志

向，（3）ネイティブスピーカーの英語を聞く機会の

乏しさ，（4）指導・学習の際の合理性である。

（1）の理由である自身の英語力の低さは，3．1．で

見てきたとおりである。

R： その，音声教材を使う理由ってなんかあるん

ですか？

A： えっと，俺の発音がへたくそだから。

自分の英語の発音が「へたくそ」であると認識し

ている A教諭は，自分の話す英語ではなく，音声教

材の英語を聞かせている。さらにインタビューを進

めていくと，自身の英語力の低さとは別に，音声教

材＝ネイティブの英語を児童に聞かせている理由が

見出されてきた。すなわち，（2）母語話者志向であ

る。

A： ［ネイティブの英語は］確実に俺よりは，洗練

された英語なんだから。そこは間違いなくて

100パー。

A： 俺の英語力がどうのこうは関係なく，英語を

学ぶのであれば洗練された英語を聞くに越し

たことはないのかなって俺は思う。

A： 英語を学ぶ上であのー，なんつうの，こう洗

練された英語をやっぱり聞かせたりとか話さ

せたりとかするっていうこと？ここに近づけ

る。

A教諭は音声教材の英語，つまりネイティブの英

語が自分の英語よりも「洗練された英語」であると

語り，英語を学習する上では「洗練された英語」を

聞かせたほうが良いと語っている。ここで A教諭が

語るナラティブは，従来の英語教育で主張されてき

た，標準的な英語の発音を学習のモデルとすべきと

考える立場に近い。このような「言語はネイティブ

スピーカーから学ぶのが一番だ」とする母語話者志

向は，native speaker fallacy（Phillipson, 1992）や，

native-speakerism（Holliday, 2006）などと呼ばれて

いる。ここでの A教諭のナラティブは，まさに「ネ

イティブスピーカー信仰の言語イデオロギー」（久

保田，2018）の働きに強く拘束されているように見

えた。このような母語話者志向的な語りをする A教
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諭は，その背景となったかつての経験も語った。す

なわち，英語話者とのコミュニケーションが取れな

かったという経験である。

A： えっと，俺あのニュージーランド人と3ヶ月

間一緒に過ごした経験があって，あん時とか

やっぱり通じないわけよ。で俺あのシンガ

ポールから1ヶ月間体験入学で小学校の2年

生，前の学校の時に，小学校2年生の女の子

がやってきたの。名前忘れちゃったけど。そ

の子を俺一か月間面倒見た時に俺の英語が小

学校2年生に全然通じなかったのよ。でその

ニュージーランド人にも通じなかったの当

時。そう。であるならば，やっぱりあのそう

いったこう日本語混じりの通じない英語を聞

かせるよりかは，コミュニケーションをしっ

かり取れるような，う－んと，まあなんつう

の，うん，英語，英語の発音ってあるじゃな

い？そのそれこそ英語辞典開いたらさ，何か

記号みたいなの？そこに近い英語をやっぱり

聞かせて，そういった発音を覚えさせたほう

が近道かなと思う。

英語話者に対して自身の英語が通じなかった理由

を，A教諭は自分の英語が「日本語混じりの通じな

い英語」だったからだと見なしている。

このように母語話者志向を有する A教諭は，児童

が「洗練された英語」を聞いて英語学習を行うこと

を望ましいとしながらも，普段の日常生活の中では

ネイティブスピーカーの英語に触れる機会がほとん

ど無いことも実感している。そしてそのことが，音

声教材の英語を聞かせる理由の（3）ネイティブス

ピーカーの英語を聞く機会の乏しさとして語られて

いる。

A： で，じゃあ今その聞く学習において，ネイティ

ブな発音を音声で聞かすっていうところに，

俺はたぶん今後も続けていくと思うわけ。そ

れなんでかっつったら，それぐらいしかネイ

ティブな発音聞かせられるポイントがないか

ら，言われてみれば。

A： それ［音声教材の英語］を聞かせなければ，

ほぼ聞く機会もなくなっちゃうわけで。まあ

ALTぐらいのかな。……だからある程度その

ネイティブ英語の人たちの聞く機会も設けて

あげなきゃいけない。

（2）の理由である「母語話者志向」とも関連する

が，英語学習の上で，母語話者の英語を聞くことが

重要であると考えている A教諭は，児童や A教諭が

生活する現実においては母語話者の英語を聞く機会

がほとんどないということをも認識している。これ

は，A教諭が英語を公教育において教科として指導

しなければならない理由として語った「共通言語と

しての英語」というナラティブとはかなり相違があ

る7。つまり，A教諭は英語が世界の共通言語として

広く利用されているというマクロな視点での英語教

育言説を認めながらも，現実の経験，つまりミクロ

な経験を通して，そうした言説とは異なる現状もま

た認識している。日常生活のなかでネイティブの英

語を直接聞くことがない児童にたいして，それを聞

かせるために音声教材を用いるという A教諭は，マ

クロなレベルでの英語教育言説と現実とのズレを経

験しながら，教育現場というミクロな状況において

自らの英語教育実践を意味づけようとしている。そ

の結果，マクロな視点では数ある言語の中から英語

を学習する意味を導き出し，ミクロな視点からは，

その英語のなかでも特に「ネイティブの英語」を聞

かせることの意味を引き出している。このような，

7　「共通言語としての英語」という認識は，A教諭の以
下のナラティブから見出されたものである。「世界の共
通言語が多分英語になっている？まあ設定されてるの
かなあって言うのはちょっと思ってて。まあ分かんない
けど。で，そこのところの観点から英語が多分推進され
てんのかなって思うんだけど。」「でもまあ共通言語とし
て設定されてるから，まあ英語なんだろうな。」「なんか
国連の会議とか，英語でやってんじゃないのあれ。」
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英語教育をめぐる支配的な言説におおむね従いなが

ら現実に即してその意味を見出すA教諭のナラティ

ブは，以下に示すように，音声教材を使用する最後

の理由（4）指導・学習の際の合理性でも見られる。

A： あの単純な話で，あの，なんつうのかな，こ

う，ネイティブな英語？ の，その音声が目の

前にあるんだったら，それ使わない手はない

よねっていう，単純なそこだけ。だから自分

が下手だからとか，あの下手じゃないからと

か，そこも確かにあるんだけど，まあ，うん，

使えるものは使っちゃうよねっていう。

A： まあ俺なりの，なんつうんだろう，こう，合

理的？な部分で考えた時の対応，教育の仕方

の対応のひとつかなとはちょっと思ってる部

分はあるかな。

A： だからネイティブじゃなきゃいけないとは別

に思わないんだけど，ネイティブを通過した

方が早いよねっていう。ただそんな感覚。

A： えーと今後，［中学校での］リスニングとかの

テストになったときに確実にネイティブ英語

でね，あのテストも出てくるわけで。

A教諭は，「合理的」な教育手段として音声教材の

英語を児童に聞かせるが，それが「合理的」だと考え

るのは，音声教材というリソースが目の前にあり便

利であるから，そしてその音声教材が自分の英語よ

りも「洗練された英語」であるから，さらに，中学

校に進学すると英語のテストが本格的に実施され，

そこでのリスニングテストでは「確実にネイティブ

英語」で出題されるのでその試験対策のため，とい

う合理性である。

ここでは音声教材を使用する（1）～（3）の理由

と関係し合いながら，（4）の指導・学習の際の合理

性という理由が立ち現れている。すなわち，自分の

英語力に課題を感じている A教諭は，利用可能な

音声教材を活用することは合理的であると考えてい

る。さらに A教諭は母語話者志向で，音声教材がネ

イティブの英語であることを積極的に受け止め，そ

の音声を使用することは極めて合理性があると考え

ている。それによって，日常では聞くことのできな

いネイティブの英語を聞かせることができ，それが

中学校へ進学したときのリスニングテストの対策に

もなるため，その点にも合理性を見出している。こ

のように A教諭は，音声教材＝ネイティブの英語を

児童に聞かせるという取り組みを合理的なものであ

ると意味づけることで，自らの実践に正当性を与え

ながら，「制度としての母語話者志向」を強化してい

る。

3．3．2．母語話者英語に頼るが，それに抵抗的な

実践もする B教諭

B教諭も，A教諭と同様，児童に英語を聞かせる

際には，ALTや音声教材を主に使用するという。

B： うーんと，2パターンあって。ひとつは ALT

がいるときは ALT……もう1パターンは，ま

あデジタル教科書。

しかしながら，B教諭は自分の話す英語，つまり

母語話者の英語ではない英語も児童に聞かせている

という。その理由として語ったのは，音声教材や

ALTの英語だと児童がわからないときがあるから

というものであった。

B： どうしても，こう，たとえば，デジタル教科書

だと速かったりとかするから，そこを ALTに

ゆっくり読んで，言ってもらったりとか。う

ん。それでもわかんないときは，まあ僕，自

分が「こう言ってるよ」っていうふうに，ま

あほんとに単語区切って言うような感じか。

滑らかな感じにいくんじゃなくて。

B： ［音声教材は］使えるものは，まあ使ったほう

がいいかな。ただ，その進み具合，子どもたち

の，その，理解を見ながら，どうしてもその

デジタル教材を使うよりは，こっちが，たと

えば，「こういうふうな会話の順番でやって



86

音声指導のポリティクスを生きる小学校教師　大石海

くよ」とか，これってどんなことかなって話

をするときは，まあそのデジタルのほうじゃ

なくて，まあ人間のほうで確認しながら。

ここには，B教諭の「制度としての母語話者志向」

にたいするスタンスの違いを見出すことができる。

すなわち，思考レベルでは B教諭は「制度としての

母語話者志向」を認め，それに従っているように見

える。実際，確かに B教諭は手近にある便利な道具

として音声教材の英語や身近にいる ALTの英語を

児童に聞かせている。しかし，そうした音声教材の

英語や ALTのゆっくり話す英語でも，児童にとって

はわかりづらいことがあると感じている。そういう

場合には，「日本人が話す英語」として自分の英語を

児童に聞かせるということを実践している。音声教

材や ALTの英語のように「流暢すぎる」と，児童に

とって理解できないものとなってしまうと感じてい

る B教諭は次のようにも語った。

B： 流暢な英語がなんとなくわかるぐらいになれ

ばいいかなと思うので。なんかあまりにもこ

う，流暢すぎると，まあどうしても英語に慣

れ親しんでない子だと，もうその時点でなに

言ってっかわかんないって感じになっちゃう

から，うん。一概にじゃあ常に毎時間，授業

が，その，流暢な英語を聞かせるのがいいかっ

ていうと，うーん，そうは思ってないかな。

うん。

B教諭は音声教材を，すぐに使える便利な道具と

して認識し，児童に音声教材や ALT等のネイティブ

な英語を聞かせながらも，それだけではない英語を

聞いたほうが良いと感じている。実際のクラスの児

童の実態や授業での子どもの反応を肌で感じている

学級担任として，B教諭は英語を聞かせる指導にお

いて音声教材や ALTに頼るのみではない指導のあ

り方を実践しているといえよう。ここでの B教諭の

語りには，「制度としての母語話者志向」や native-

speakerismに従いつつも，それに抵抗を示すような

実践をも見出すことができる。

児童に英語を聞かせる指導については，A教諭と

B教諭のあいだににも微妙な差異が見られた。この

ことは，3．2．でみた「制度としての母語話者志向」

に対する両者のとらえ方の違いに関係しているとも

いえるかもしれない。つまり，相対的に「母語話者

志向」のスタンスをとる A教諭は，児童に英語を聞

かせる指導の際にもその立場に立って，音声教材＝

ネイティブの英語を児童に聞かせるという取り組み

を合理的なものであると意味づけている。一方の B

教諭は，「制度としての母語話者志向」をある程度認

め（ある種の諦念とも見える），受け入れてもいる

ようにもみえる。しかし実践レベルでは，その「制

度としての母語話者志向」に抗する取り組み（つま

り，母語話者英語ではない自身の英語を児童に聞か

せる）を実践している。児童の様子や反応を確かめ

ながら，母語話者の音声一辺倒にならないような授

業実践を行っている B教諭の語りからは，実践レベ

ルでの「制度としての母語話者志向」への抵抗が現

われている。しかしながら，注意すべき点は，B教

諭も基本的には音声教材と ALTの英語を使用して

いるということである。この点では，「制度としての

母語話者志向」を強化してしまう側面も内包してい

るのである8。

3．4．児童に英語を話させる指導

3．4．1．流暢な発音を児童に求めない A教諭

A教諭は，児童が英語を話す際には，英語を聞か

せる指導の場合とは対照的に，英語母語話者が話す

8　ここでは，「語りの向こう側にあるもの」として，音声
指導のポリティクスという社会的な力が織りなしてい
る文脈において2人の教諭が経験していることを，「制
度としての母語話者志向」への「抵抗」・「従属」と研究者
である筆者が見出し，解釈した。それが語り手の存在可
能性を拓くことにつながるからである。
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ような流暢さや発音を児童に求めることはしていな

いと語る。

R： ……例えば，今やってるWhere do you want 

to go?っていうのは，そのセリフを子どもた

ちが，「あ，この子はできるようになったな」

とか「この子はまだだな」っていうときのそ

の判断基準って，こう，どこを意識してます

か？たとえばスピードとか，発音とか，あと

は何ていうのかな，流暢さとか。

A： もう，明確に，言えるか言えないか。ただそ

れだけ。

R： じゃあ，その発音が，よく言えればいいとか，

まあそういうのはあんま…

A： ああ全然全然。そんなん一切ない。全く。も

うゼロ！はっきり言って。気にしたこと1回

もない，そんなの。

R： へえ。その，流暢さとかも含めて？

A： ああ，全く全く。もう言えたか，言えなかっ

たか。日本語っぽくでもいいから。

英語母語話者の話す「洗練された英語」を聞かせ

るべきであると語っていた A教諭は，児童が英語を

話す場面においてはその「洗練された英語」という

基準は取っていない。これは明らかに，児童に聞か

せる場面で見られた母語話者至上主義とはその強度

が違う。「洗練された英語」という基準を取らない

理由として語ったのは，児童の英語学習にたいする

「意欲」である。つまり児童の話す英語にたいしてま

で「洗練された英語」という基準を持ち出すことに

より，学習者である児童の英語にたいする意欲が低

下してしまうのではないかという懸念を抱いている

のだ。

A： でも，それにいきなり話せって言われても，子

ども達は無理。俺も，大人の俺でも無理なん

だから，子供達はそんなハードル上げちゃっ

たもんには，上げちゃった日にはさ，全然通

じないじゃんってなっちゃって。っていうふ

うに，まあ意欲面だよね。そこのところで俺

は全然そこは，あの，評価しない一切。

A教諭は，児童に英語を話させる指導の場面にお

いては，英語学習にたいする児童の意欲面を第一に

考える立場に立つことで，「制度としての母語話者

志向」に抗していることがわかる。

3．4．2．流暢な発音を児童に求めない B教諭

A教諭と同様，B教諭も児童に英語を話させる場

面においては，児童の話す英語に流暢さを求めてい

ないし，そこへの「限界」もあることを語った。

B： その，きれいな発音かどうかっていうところ

は，あの，あまり気にしてない，うん。その

表現を正しく使えてるかどうかっていうとこ

ろかな。

R： じゃあ子どもたちに，その，求めるレベルっ

ていうか，こう，流暢に英語を話したほうが

いいっていうか，話したほうがより良いみた

いなところは，あんまりBの中ではない感じ。

B： うん。そこまでは，うーん，求めてはいない

かな。求めてないし，結構限界かなっていう

とこある。

R： うんうん。その限界っていうのは，その，今

のこの時数でとか，内容でっていうことかな。

B： うん。時数でとか，まあ時数もそうだし，あ

の，まあ周りの環境っていうのかな。まあ結

局日本，基本的に，たとえば，6時間1日授

業やってても，英語使うのは授業の45分間し

かないし。うん，時間的なところもそう。あ

と，聞かせるこちら側の英語も，やっぱりネ

イティブなものではないから。ってなると，

流暢なところまではちょっと難しいのかなっ

ていう。ただ，こう，なにか英語を聞いたと

きに，習ったことのある表現だったら，ああ，

「好きなのね」とか，ああ，「なんかできるの

ね」ぐらいがわかれば，うん，取りあえずオッ
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ケーと思ってます，はい。

B教諭は，児童が英語を使うのは週2回の外国語

の授業だけで，年間でも70時間にしかならないこと

や，聞かせるこちらの英語も「ネイティブなもの」

ではないという限界から，児童に流暢に話させるこ

とに困難さを感じている。むしろ以下の語りでは，

流暢さを目標とするような英語の授業ではないあり

方，つまり言語を学ぶことの楽しさを児童に感じて

ほしいということを小学校の英語教育に期待してい

ることが分かる。

B： まあ期待してることは，……「なんか英語使っ

て話すのって面白いかも」，なんか英語，「日

本語以外の国の言葉わかるってなんか楽しい

かも」っていう気持ちが，まずあってほしい

なっていうとこ。

A教諭と B教諭のナラティブから，児童に英語を

話させる場面においては，共通しているものが見ら

れる。つまり，両者とも小学校英語教育にある「制

度としての母語話者志向」にたいして，ある種の抵

抗を示していることがわかる。彼らの語りからは，

実際の現場における「オルタナティブな可能性」を

見出すことができる。すなわち，A教諭は，一方で，

児童に英語を聞かせる場面についてのナラティブで

顕著な，小学校の英語教育に存在している「母語話

者至上主義」に，実践者としてとらわれがらも，他

方で，児童の英語の発音をとやかく指導しないと語

る。それによって，「制度としての母語話者志向」か

ら逃れ，教室の児童たちをそこから守ろうとしてい

る姿である。「制度としての母語話者志向」に懐疑的

であり，英語を聞かせる指導においては ALTや音声

教材の英語の使用によって母語話者志向を強化する

方向だけではなく，自分自身の英語も聞かせること

によってそれにたいして実践レベルで抵抗もしてい

る B教諭は，英語を児童に話させる場面でも，「制度

としての母語話者志向」に抗っている。そして，こ

とばを学ぶことの楽しさや面白さを前面に出そうと

する姿勢を示している。

4．考察

4．1．教師による「制度としての母語話者志向」の

強化と抵抗

A教諭と B教諭は，ともに自身の英語力に不安を

抱いていることが両者の語りから明らかになった。

その一方で，小学校英語教育の「制度としての母語

話者志向」に対するスタンスは微妙に異なっている

ことも明らかとなった。A教諭は「制度としての母

語話者志向」に追従的（あるいはそうせざるを得な

い）なナラティブを語り，B教諭は，それを追認し

つつも懐疑的なスタンスを語った。この違いが，実

際の指導の場面においても異なる実践を引き起こし

ているようである。

児童に英語を聞かせる場面で，A教諭は，音声教

材の英語を聞かせることが望ましいと考えている。

その理由として語ったナラティブには，英語への苦

手意識や A教諭自身が持つ母語話者志向，受験対策

のための英語学習，指導・学習の合理性などのテー

マが複雑に絡み合いながら表出していた。A教諭の

ナラティブには，2．3．1．で述べたような，文化や

社会に広く浸透しているような価値を伴うマスター

ナラティブや英語教育に関する支配的な言説と共通

しているような部分がある。それらをベースとし

て，自らの実践やその語りを意味づけようとしてい

る。たとえば，（1）自身の英語力の低さは，これま

での小学校教員への意識調査などの先行研究でも明

らかにされ，教師コミュニティではある種のコンセ

ンサスともなっている英語指導への不安感と類似し

ている。さらに，（2）母語話者志向もまた，従来の

英語教育研究の分野で主張されてきた言説と一致し

ているように見える。さらに，（3）現状においてネ

イティブスピーカーの英語を聞く機会の乏しさとい
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う現実から，音声教材の積極的な使用によってその

現実を補う理由として語っている。そして，（4）そ

れらを全てひっくるめて「合理的」なものであると

自ら意味づけることにより，自らの実践の正当性と

「制度としての母語話者志向」を強化している。ここ

では概して，A教諭の教育者としてのアイデンティ

ティが立ち現れている。つまり，教育者として児童

に英語を教えなくてはならないというスタンスであ

り，それが聞く場面における母語話者志向へとつな

がっているのである。

B教諭は，A教諭と同じように，自身の英語力の低

さや不安を有している。「制度としての母語話者志

向」を追認しながらも，必要に応じて自分自身の英

語も児童に聞かせることによって，B教諭は「制度

としての母語話者志向」への抵抗も示している。こ

こで注意すべき点は，「制度としての母語話者志向」

に懐疑的な B教諭であっても，授業で主に使用する

英語の音声は音声教材と ALTの英語であるという

ことである。すぐに使用できる道具としての音声教

材等はやはり便利なものであり，それらのみを使用

するとなれば，結局のところ母語話者志向を強化し

てしまう恐れが十分にあるということである。小学

校の実際の現場では，「制度としての母語話者志向」

という構図が厳然としてある。そうした状況におい

てまさに「制度としての母語話者志向」に拘束され

そうになりながらも，B教諭は自分の英語を聞かせ

ることをオルタナティブな可能性として提示してい

る。

児童に英語を話させる場面では，両者ともに「制

度としての母語話者志向」に抗しているような語り

が見出された。

B教諭は，ここでも母語話者志向への懐疑的なス

タンスを保つことで，ある種の抵抗を表明している

ようである。一方 A教諭については，英語を話させ

る指導においては，上記でみられた「母語話志向」

的なトーンが弱まり，むしろそうした母語話者中心

主義への抵抗を示すような語りが現れた。ここに筆

者は，A教諭の語りのゆれうごいている部分や「オ

ルタナティブな可能性」を見出した。すなわち，児

童が英語を話す際に，A教諭は児童にたいして「洗

練された英語」を求めようとはしない。その視点を

取り払うことで，児童の英語学習への意欲低下を防

ごうとし，話す場面においては児童を「制度として

の母語話者志向」から守ろうとしている。ここで A

教諭には，教育者としてのアイデンティティと同時

に，自らも英語を学ぶ学習者としてのアイデンティ

ティも現れている。英語学習者としての視点を持つ

ことで，A教諭は一般的に教師が不安になるような

態度とは異なる楽観的な態度を示すことができ，児

童に聞かせる英語については「母語話者志向」であ

りつつも，そこだけに拘束され得ないスタンスを

保っている。そうしたスタンスを保つゆえに，「母語

話者志向」や「共通言語としての英語」という言説

に従う一方で，小学校英語の現場というむき出しの

音声ポリティクスを生きながらも，それをうまくい

なしながらオルタナティブな可能性を探って教育実

践を行っている。

4．2．教師のナラティブに見られる問題とオルタナ

ティブな可能性

A教諭のナラティブから見出される「制度として

の母語話者志向」的なスタンスや，さらには，それ

に懐疑的でありつつも音声教材や ALTを音声指導

の主たる道具として使用している B教諭には，ある

問題も含んでいる。つまり，A教諭のこうしたスタ

ンスや B教諭の行動が，結果として教室内で，英語

母語話者の優位性やそれに伴う非母語話者教師の過

小評価，「共通言語としての英語」言説の強化につ

ながる恐れが出てきてしまうのである。Pennycook

（2007）によれば，「英語＝国際語」という言説は，

様々な場所・文脈で何度も繰り返されることによっ
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て，その正当性が高まってきたという。それゆえに，

たとえば A教諭が支持する「国際語としての英語」9

という言説は神話とみなすことができる。「英語を

めぐる進行中の神話生成（myth-making）の効果と

は，英語に関する特定のイメージを生み出すだけで

なく，（神話生成の）絶え間ない繰り返しを通じて，

ひっきりなしに英語と呼ばれるひとつの物事を呼び

起こす」のである（Pennycook, 2007, p. 100）。これ

に従えば，英語をめぐるその他の支配的な言説も，

神話のように繰り返し言及されることでその正当性

を高めてきたと考えられる。つまり，英語に関する

様々な言説やイデオロギーは英語教育研究やその教

育現場を通じて繰り返し言及（構築）されることに

よって「神話」となり，その正当性が強まってきた。

A教諭の取る母語話者志向という立場や，それに懐

疑的でありつつ，児童に母語話者英語である音声教

材を主たる教材として使用せざるを得ないB教諭の

行動も，英語のこうした正当性を引き継ぐことにつ

ながり，それらを「真理の体制」として構成してい

く。実際，英語母語話者の優位性などは，教科書や

教育機関における実践を通して広められているとい

う指摘もある（久保田，2015，p. 163）。学校現場の

教師たち（や児童）が「制度としての母語話者志向」

を追認し内面化することで，英語にはある種の「正

しい英語」（つまり母語話者の英語）と「正しくない

英語」（つまり非母語話者の英語）があるという言説

を強化しかねない。そうすると，たとえば様々な英

語にたいして「ネイティブっぽい英語ではない」と

いう否定的な態度や判断を下す危険性が出てしま

う。教育の場において，「地域コミュニティや世界

に存在する言語の多様性や国際化とは裏腹に，限ら

9　B教諭も，英語が世界の共通語であるという認識を
示すナラティブを語っている。「やっぱ英語っていう，ま
あ世界の共通語じゃないけども，そこにこう，入ってく
るものだから，まあ英語を勉強するのかなって思って
る。」

れた地域や人種の英語だけがモデルとなって」（久保

田，2015，p. 14）しまえば，言語のもつ可能性や多

様性を制限することになる。そしてこの状態が続い

ていくことによって，英語（教育）をめぐる不公正

な人間関係や理不尽な社会構造や慣行を真理とし続

けてしまう危険性がある。

こうした危険性をはらんでしまう教師たちの「合

理的な対応」は，寺沢（2019b）の指摘する言語教育

研究における複層的な合理性，あるいは合成の誤謬

という視点から考えることもできる。寺沢がいう合

成の誤謬とは，「ミクロな合理性が集まるとマクロ

的には非合理的になること」（寺沢，2019b，p. 113）

である。これを本研究に当てはめるならば次のよう

になる。すなわち，A教諭のナラティブに見られる

ように，英語教育実践について自らの考えを顕在化

させつつ，A教諭は音声教材という限られたリソー

スを活用しようと合理的な判断を語る。また B教諭

も，音声教材や ALTの英語を音声指導の主たる教材

として使用する。その結果それは「制度としての母

語話者志向」を強化するものとなる。リソースとな

る音声教材を作成する教科書会社は，1．2．で見た

文部科学省の「現代の標準的な発音」という言葉の

意味を判断する際，教科書会社固有の合理性をもっ

て標準的な英語のアクセント（一般アメリカ英語）

を標準的な音声として選択する。そして文部科学省

も，実は組織固有の合理的な判断として，学習指導

要領においては国際英語論の立場に一定の理解を示

しながらも「いわゆる標準的な発音」と穏当な記述

としたと考えることができる。こうして見ると，ミ

クロな次元でそれぞれが英語教育に関する合理的と

される判断をしたとしても，マクロ的に見れば，英

語（教育）をめぐる不公正な人間関係や理不尽な社

会構造や慣行を真理としてしまいかねないのであ

る。

このように，ミクロなレベルの A教諭と B教諭の

ナラティブは，彼らがミクロな合理性として語った
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教育実践が，結果としては英語教育における言語的

偏見を助長する危険性もあることが分かる。では，

小学校の現場で自らの英語教育実践を意味づけ，文

字通り奮闘している彼ら教師にたいして，研究者

（筆者）は上記の危険性を指摘すべきなのだろうか。

彼らに言語学習にたいする批判的な気づきを促すべ

きなのか，それを促すことは可能なのか，それに

よって小学校の英語教育は，より平等な社会的関係

や言語（教育）の新たな知見を生み出すことができ

るのだろうか。実は，こうした問いにたいしても A

教諭とB教諭のナラティブが有効であることがわか

る。つまり，A教諭に関しては，児童に英語を話さ

せる指導の場面で見られたように，教育者というア

イデンティティだけではなく，学習者としてのアイ

デンティティをも伴うことで，語り手を制限するよ

うなナラティブを乗り越え，「制度としての母語話

者志向」への批判・抵抗を示すようなオルタナティ

ブな可能性を見出すことができた。B教諭の語りか

らは，「制度としての母語話者志向」に対する懐疑的

な姿勢を授業の実際の場面という実践レベルで保つ

ことで「制度としての母語話者志向」に拘束されそ

うになりながらも（音声教材の使用），それをうま

くずらすような実践（英語母語話者ではない自分自

身の英語も聞かせる）をしたり，母語話者のレベル

を目標とするのではなく，外国語を学ぶ楽しさや面

白さを小学校英語教育に期待したりするような，オ

ルタナティブな可能性が提示された。このように，

現場の教師たちの語りというミクロなレベルでは，

思考レベルでは社会に支配的な規範的ナラティブを

語りつつも，小学校英語教育にある音声指導のポリ

ティクスに実践レベルにおいて抵抗を示すような，

その大きなポリティクスから抜け出し得ることがで

きるようなナラティブを見出すことができるのであ

る。本論文で採用したCNAでは，ナラティブからオ

ルタナティブな見方や観点を提示することで異なる

パースペクティブへの転換をもたらすことが目指さ

れる。そこからさらに進んで，オルタナティブな可

能性としての社会の変革を追究することも必要であ

ると考える。本論文では，音声指導のポリティクス

を生きる現場の教師のナラティブが，小学校英語教

育に存在している「制度としての母語話者志向」と

いうある種の社会的言説への抵抗として立ち現れて

いる。「制度としての母語話者志向」への抵抗という

語りによって語り手の存在可能性を拓くこと，それ

を肯定的に見出していくことが，オルタナティブな

可能性の追究に繋がっていくと考えられる10。すな

わち，ミクロなレベルでの教師の判断や対応や抵抗

によって，言語教育をめぐる理不尽な社会構造や慣

行を打破し，ありうべき社会を目指し得る可能性が

ここにはある。

5．今後の課題

本研究は，自身の英語力に不安を抱えながらも

日々の英語の授業を肯定的に受け止めている2名の

教師にインタビューを行った質的研究である。彼ら

のナラティブからは，「制度としての母語話者志向」

を強化し得る語りや，それを乗り越えようとするオ

ルタナティブな可能性を見出すことができた。しか

しながら，当然のことながら小学校教師の中には自

身の英語力に自信があったり，あるいは中・高の英

語免許を所持している教員もいる。また，小学校英

語教育の母語話者志向に対してより高い問題意識を

持っている教師の存在も考えられる。今後は，そう

した教師を含む研究参加者を対象にした，より広範

な質的研究を実施する必要がある。さらに，今回の

研究参加者2名への今後の継続的なインタビュー調

10　CNAでは，「ナラティブにとって将来の可能性を開
き示す」こと，ナラティブから「解放の可能性を提供」
することを意識する（ラングドリッジ，2007/2016，p. 

210）。したがって，語り手の存在可能性を拓くとは，そ
れを肯定的に見出していくということである。
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査の実施も，本研究で得られた知見をさらに豊かに

するために必要であると考えられる。
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of phonetic instruction:
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Abstract

To clarify how teachers live with the reality of the politics of phonetic instruction and how 

they cope with and shift in repsonse the politics of phonetic teaching in elementary school 

English education, where the “native speaker orientation as an institution” has emerged, 

this study interviews two elementary school teachers and qualitatively analyzes their nar-

ratives about phonetic teaching. Langdridge’s Critical Narrative Analysis (CNA) was the 

method used. The results of the analyses showed that the teachers were concerned about 

their own English proficiency, but had positive feelings about their English classes. They 

were both supportive and skeptical of the idea of “native speaker orientation as an institu-

tion.” While there were differences in the situations in which the children were exposed 

to English (“they should be exposed to native English” and “they should be exposed to 

non-native English”), a common practice was found of letting the children speak English 

(“we do not require fluency in the English they speak”).

Keywords: native speaker orientation as an institution, qulitative study, teachers’ narratives
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