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「大学の英語教育と新学習指導要領」
副支部長	
  	
  小栗裕子
	
  新学期も早 6 週目を過ぎましたが、皆さんの授業は
シラバス通りに進んでいるでしょうか。
	
  今年度より高等学校では新学習指導要領が施行さ
れています。2011 年度に小学校の 5、6 年に英語の音
声面を中心とした｢外国語活動｣が週１コマ（年間 35
単位時間）必修化され、昨年は中学校の全学年で一斉
に学習指導要領の改訂が行われています。今まで週 3
コマ 105 時間だった授業時間は 4 コマ 140 時間に増加
され、3 年間の授業時間は全教科のなかでは国語より
多い 420 時間（従来より 105 時間増）となりました。
参考までに、次に授業時間が多いのは国語と数学と理
科の 385 時間です。
	
  中学校では授業時間のみならず、語彙数も 900 語か
ら 1200 語に増えています。さらに、文法事項を言語
活動と効果的に結びつけて指導することも求められ
ています。昨年から使用されている教科書は、どれも
20~30%程度厚くなっていて、盛りだくさんな内容で
す。先日筆者の大学の「英語科教育法」で新課程の教
科書を実際に見た学生たちは、自分たちが使用してい
たテキストと比較しながら、たくさんの感想を述べて
いました。その多くは、厚くなってはいるがイラスト
や写真を取り入れて学習者に苦手意識を持たせない
工夫がしてあること、１つのトピックで 4 技能全ての
コーナーがあり、漫画形式にもなっていて親しみやす
く楽しめそうだということなど肯定的なものでした。
ただし、内容が濃く難しくなった分生徒へのサポート
も必要になり、教師側のさらなるレベルアップも必要
だと感じたり、指導する側は大変だろうという不安を
抱いた学生も数名いました。ここに教師を養成する側
の課題も見えてきました。	
 
	
  それでは、高等学校での新課程はどのように変わっ
たのでしょうか。まず、科目再編と文法指導の見直し
があげられます。そして、語彙数も合計の最大が 1300
語程度で中高の総合計が 2200 語程度だったものが、
高等学校での合計が 1800 語程度となり、中高の総合
計が 3000 語程度と 800 語も増加しています。また、
授業を英語で行うことを基本としていることも注目
される点です。可能な限り英語を使うことにより、授

業の中心が英語による言語活動になるということで
しょうか。
	
  さて、ここからが大学に関係してきます。この新課
程を終了した高校生が、3 年後には確実に大学に入学
してきます。大学の入試も当然高等学校で学習した内
容を基準に出題されるでしょうから、新課程を反映し
た問題作成が要求されるでしょう。授業を英語で行う
ようになれば、読む活動でも訳読より要点や概要をと
らえる活動が多く行われることでしょう。そうなれば、
入試は「英文和訳」以外の方法で読解力を測る問題が
求められます。また、大学での英語科目全般の到達目
標や指導法の見直しも必要になるのではないでしょ
うか。そんなことは既に十分承知していて、新しいカ
リキュラムを検討中だという大学もあることでしょ
う。
	
  今年度は国際大会が関西支部で開催される関係
上、春季大会はありません。皆さまには、この夏京都
大学でお会いできますことを楽しみにしております。
研究発表を予定されている方は、その時の成果をぜひ
JKJ16 号に投稿してください。原稿の締切は 10 月 15
日です。	
 

■今年度のイベント・カレンダー■
	
  下記は、現時点で今年度（平成 25 年度）に予定
されている JACET 関西支部の活動です。是非ご予
定下さい。
日 時 (Date)
2013/7/13

2013/9/25

2013/10/5
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行 事 ・ 概 要 (Event)
第 1 回支部講演会＠同志社大学今出川
キャンパス(予定)
Kansai Chapter 1st lecture meeting,
Doshisha
University,
Imadegawa
Campus ・支部役員会
2013 年度関西支部秋季大会 発表公募
締切
Call for papers for the JACET Kansai
Chapter Autumn Conference
第 2 回支部講演会＠龍谷大学大阪キャ

2013/10/15

2013/11/9

2014/3/8

2014/3/31

副代表:石本哲子(大谷大学)	
 
icimot@gmail.com	
 
◆学習英文法研究会	
 (Pedagogical English Grammar)
代表：吉田幸治（近畿大学）	
 
k̲yoshida@bus.kindai.ac.jp	
 
副代表：山本修（大阪市立大学）	
 
yamamoto@mae.osaka-cu.ac.jp	
 
◆ESP 研究会	
 (English for Specific Purposes)
代表:照井雅子(近畿大学)	
 
terui@kindai.ac.jp	
 
副代表:服部圭子(近畿大学)	
 
khattori@waka.kindai.ac.jp	
 
副代表:上村バッケス尚美(近畿大学)	
 
backes@waka.kindai.ac.jp	
 
◆海外の外国語教育研究会	
 (Foreign Language
Education Abroad)
代表:	
 林	
  桂子(広島女学院大学)	
 
aabch005@kcat.zaq.ne.jp	
 
副代表:	
 山本元子（常磐会学園大学）	
 
yamamoto@sftokiwakai.ac.jp	
 
◆教材開発研究会	
 (Materials Development)
代表：幸重美津子(京都外国語大学)	
 
yuki@balloon.ne.jp	
 
副代表：尾鍋智子(大阪大学)	
 
onabe@msc.osaka-u.ac.jp	
 	
 
◆リスニング研究会	
 (Listening)
代表：原田洋子(関西国際大学(非))	
 
brisk4050@ta2.so-net.ne.jp	
 
副代表:松村優子(近畿大学(非))	
 
yuko-ma@kcc.zaq.ne.jp	
 
◆リーディング研究会	
 (Reading)
代表：表谷純子(関西学院大学)	
 
j.omotedani@gmail.com	
 
副代表:川﨑眞理子（関西学院大学）
mariko.kawasaki@nifty.com	
 
◆ライティング指導研究会	
 (Writing)
代表:山西博之(関西大学)	
 
hiyamani@kansai-u.ac.jp	
 
副代表:嶋林昭治(龍谷大学)	
 
shima777@biz.ryukoku.ac.jp	
 

ンパス(予定)
Kansai Chapter 2nd lecture meeting,
Ryukoku University・支部役員会
『JACET Kansai Journal（JACET 関西支
部紀要）』16 号投稿原稿締切
Call for papers for JACET Kansai Journal
No. 16
2013 年度関西支部秋季大会＠神戸市外
国語大学(予定)
JACET
Kansai
Chapter
Autumn
Conference, Kobe University of Foreign
Studies・関西支部総会
第 3 回支部講演会＠関西学院大学大阪
梅田キャンパス（予定）
Kansai Chapter 3rd lecture meeting,
Kwansei Gakuin University, Osaka
Umeda Campus・支部役員会
JACET Kansai Journal『JACET 関西紀
要』）16 号刊行
Publication of JACET Kansai Journal No.
16

なお、上記イベントは、諸事情により、断りなく
日程・場所・内容等に変更が生じる場合がござい
ます。最新情報は JACET 関西支部のホームページ
（http://www.jacet-kansai.org/）にて随時更新しており
ますので、ご確認下さい。
Check the Kansai Chapter website for details:
http://www.jacet-kansai.org/
■支部研究会のご案内■
JACET 関西支部では 8 つの研究会が活発に活動
しています。以下に、本年度の各研究会名、代表・副
代表者名、代表・副代表者連絡先を紹介します。各研
究会では原則として、常時、新入会員の申込みを受け
付けておりますので、興味・関心のある研究会があり
ましたら、お気軽に各研究会の代表者までご連絡くだ
さい。また、最新の活動情報は JACET 関西支部 HP
にてご確認ください。
JACET Kansai Chapter has the following eight
Special Interest Groups (SIGs) that meet regularly.
Some of the SIGs have been in operation for more than
ten years but according the JACET policy, they are run
as two-year projects, being renewed every two years
with new leaders. For more information, refer to
http://www.jacet-kansai.org/kenkyukai.html.

■ 第 52 回 国 際 大 会 の お 知 ら せ ■
2013 年 8 月 30 日から 9 月 1 日まで京都大学吉
田キャンパスにて、第 52 回国際大会が開催されま
す。大会テーマは「英語教育の連携と相対化」で
す。皆様のご参加をお待ちしております。
大会テーマ：英語教育の連携と相対化
開催日程：8 月 30 日(金)~9 月 1 日(日)
開催場所：京都大学吉田キャンパス
要旨：英語教育に期待される内容は近年大きく
変化し、現在抱えている諸問題を解決するには、

◆文学教育研究会	
 (Literature in Language
Education)
代表：吉村俊子先生(花園大学)	
 
ty3asy@mbox.kyoto-inet.or.jp	
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さまざまな隣接分野、関連分野とのより緊密な
連携が求められている。同時に、これからの英
語教育学会、とりわけ本学会が担うべき役割は
何かを考えるとき、本学会を他の領域や学会と
相対化して捉え直すことが求められている。そ
こで、本大会では「英語教育の連携と相対化」
というテーマを掲げ、英語教育の新しい方向性
についての議論を深める。

要旨などの詳細は、開催が近づきましたら支部
HP に掲載いたしますのでご覧ください。
The 1st lecture meeting of the 2013 academic year
- Speaker: Prof. Kiichi Fukui, Osaka University.
- Date: July 13, 2013
- Venue: Doshisha University, Imadegawa Campus
(http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html)
- Fee: JACET member, free; nonmember, ¥500.
No need to pre-register.
- Main language for presentation: Japanese.
Professor Fukui, together with Professor Emeritus
Masahiko Fuyuki of Kansai University, was recognized
by MEXT for his work in developing and promoting a
system for English for specific purposes education to
promote global competitiveness.
See the following site for details:
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/04/1319413.
htm

The JACET 52nd International Convention
- Theme: Collaboration and Relativization in English
Language Education
- Date: August 30 (Fri) – September 1 (Sun), 2013
- Venue: Kyoto University, Yoshida Campus
- The expectations of English language education have
been changing rapidly over recent years. In order to
resolve the issues involved, closer collaboration is
needed with related disciplines. There is also a need to
reconsider the role of JACET in English language
education based on relativization with respect to other
related disciplines and organizations. The theme of
“Collaboration and Relativization in English Language
Education” expresses this aim to promote discussion of
such issues in order to identify emerging trends in
English language education.

Details available at the JACET Kansai Chapter
website (http://www.jacet-kansai.org).
	
  ■ 	
 2013 年 度 関 西 支 部 秋 季 大 会 の ご 案 内 	
 ■ 	
 
2013 年度	
 JACET	
 関西支部秋季大会は、11 月	
 9 日
(土)に神戸市外国語大学で開催される予定です。募集
開始時期は、7 月下旬を予定しております。	
 発表募
集は、JACET	
 関西	
 HP
(http://www.jacet-kansai.org)	
 にて行いますので、
奮ってご応募ください。	
 
	
 
The 2013 Fall Conference of the JACET Kansai
Chapter will be held on Saturday, November 9.
Members of the JACET Kansai Chapter are invited to
present papers at the conference. Refer to details at the
JACET Kansai Chapter home page
(http://www.jacet-kansai.org).

Visit the 52nd International Convention URL
http://www.jacet.org/2013convention/
■ JACET 関 西 支 部 開 催 講 演 会 の お 知 ら せ ■
JACET 関西支部では、今年度も 3 回の支部講演
会を計画しております。7 月 13 日に開催される第
1 回支部講演会は、下記の通り招聘講師による講演
を予定しています。詳しくは、次号の NL をご覧く
ださい。皆様のご参加をお待ちしております。
日時：2013 年 7 月 13 日（土）15:30〜17:00
場所：同志社大学	
  今出川キャンパス（予定）
講師：福井希一先生（大阪大学）
参加費：JACET 会員は無料、非会員は 500 円
使用言語：日本語

■ 	
 紀 要 編 集 委 員 会 よ り 	
 ■ 	
 
『JACET 関西紀要』第 16 号では、招待論文、
一般投稿論文の他に支部大会や全国大会で発表さ
れた内容に基づく論文を募集します。JACET 関西
支部会員の皆様におかれては、研究・実践の成果
を支部紀要で報告していただけるように、投稿規
定（http://www. jacet-kansai.org/file/toukoukitei.pdf）
をご確認の上、次号紀要にも奮ってご応募くださ
い。

	
  福井希一先生は平成 24 年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰を冬木正彦先生(関西大学名誉教授)
と取り組まれた「国際競争力に資する専門英語教
育システムの開発及び普及啓発」の功績で受賞さ
れました。科学技術賞（理解増進部門）の詳細は
下記ＭＥＸＴのサイトをご参照下さい。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/04/1319413.
htm

The JACET Kansai Journal (JKJ) Editorial
Committee calls for a paper for the next issue, JKJ No.
16. Please check the guidelines for details on the
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submission procedures and requirements available at
the end of JKJ No. 15 or at the following URL:
http://www.jacet-kansai.org/file/toukoukitei_e.pdf.
■ 	
 事 務 局 便 り 	
 ■ 	
 
支部会員向けの各種案内の配送やメーリング・
リストによる情報の配信に使用いたしますので、
会員情報（住所、メールアドレス、所属、電話番
号など）が変わられた方は、必 ず ご連絡ください。
なお、関 西 支 部 で は 名 簿 の 作 成・管 理 は 行 っ て
お り ま せ ん 。ご異動等のご連絡は、本 部 事 務 局
（jacet@zb3.so-net.ne.jp）までお願いいたします。
Please immediately report any changes in your
address, affiliation, e-mail address, telephone numbers and
other
information
to
JACET
headquarters
(jacet@zb3.so-net.ne.jp).
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