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三種類の語り口（Teacher Talk, Foreigner Talk,  
Motherese）と教室内英語（English in the Classroom）

吉　田　　　孝＊

序

第 2言語獲得論（Second Language Acquisition=SLA）で研究の対象とされている 3種類の使用領域
（register）で用いられる語り口（talk）をそれぞれ吟味し，それらが我が国の英語教育の教室における
英語教師（含，英語を母語とする英語指導助手（AET，ALT））の語り口，聞き手，対話者とのやりと
り（interaction）の仕方にどのような示唆を与えることが可能かを考察する。昨今，「英語の授業は英語
を用いることを原則とする」ことが文科省の「指導要領」で明記され，その適否をめぐっていわゆる「現
場」における教師が授業を進める際のことば使い・語り口に対する関心が高まっている。なお，「使用
領域（register）」は言理学（glossematics）の用語で，次のように定義されている :（使用分野ごとの）
独特な語彙・統語形式とやりとりの仕方を持つ語り口（The language with its own specific phonological, 

lexico-syntactic and interactional properties.）
本稿で取り上げる語り口は，1）教師言語（Teacher Talk）2）外国人の語り口（Foreigner Talk）3）母

親語（Motherese）である。Teacher Talkでは，英語教科に限らずすべての教科に共通して観察される
教師の言葉使いの特徴をとりあげ，Foreigner Talkでは，英語を母語とする者（native speaker）が非母
語話者（non-native speaker）に話しかけ，やりとりをする場合の特徴に焦点をあて，Mothereseでは，
母親が子供とやりとりする際の話し方の特徴を対象としている。これら 3種のTalkの基本語法（baseline）
は，Teacher Talk（Teacher-Student）の場合は Student のレベルに，Foreigner Talk（Native speaker-

Non-native speaker）の場合は Non-native speakerに，Motherese（Mother-Child）の場合は Childに，
それぞれ前者の想定によって置かれる。3種の Talkに共通する大きな特徴は程度の差こそあれ，足場
かけ（scaffolding），および，修正・訂正型（リキャスト）付与（recasting）が主である。

＊福島大学名誉教授

全体的には和文による論文であるが，文中の専門用語は，その日本語による訳語がまだ定まっていない
こと，及びこの論文の読者には日本語話者のみならず，多くの非日本語話者が含まれていることに配慮し，
主な用語には日本語と英語を併記した。

【キーワード】　第二言語としての英語（English as a Second Language=ESL）/外国語としての英語（English 

as a Foreign Language=EFL）/使用領域（register）/やりとり（interaction）/足場かけ（scaffolding）/修正・訂正
型（リキャスト）付与（recasting）/中間言語（interlanguage）
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0.　はじめに

「英語の授業は全て英語で」という文科省の提案と指導を背景として，英語教育の現場で昨今話題に
されることの多い，いわゆる教室英語（classroom English）は，教師言語（Teacher Talk）と重なる特徴
を有するものの，Ellis（2003），Lightbown and Spada（2013）と異なり，本稿は教師言語の下位範疇
（subcategory）に属する使用額域（register）に入るものとの前提で議論を進める。
教室英語の機能は英語そのものを教えるというより，授業運営（classroom management）を主たる機

能としている。次のような英語による発話がその典型例である : Be quiet !/Look at the blackboard./Open 

your book at page 10./Listen to me./Do you understand ?/Is it clear ?等々指示，確認（confirmation, clarifi-

cation checks）など，授業を進め運営する上で必要な命令文や疑問文がほとんどの発話行為（speech 

act）であることに注意されたい。加えて，教師言語で典型とされるいわゆる 3極パターン，問いかけ
（Initiation）→応答（Response）→評価（Feedback）（=I-R-F）は教室英語では生起しないことにも留意
すべきである。もちろん生徒が上例のような英語疑問文や命令文に触れることによって，英語を身に着
けることは考えられるが，それはあくまで結果であって教室英語の主たる目的とするところではない。
教師言語と教室英語のこのような違いを認識しない結果，例えば「複雑な英文法や英語の構文，語法等
の説明をする必要がある場合も全て英語で行うのか」などという懸念が現場教師からしばしば表明され
ている。本論がそのような不要な心配を解消するのに役立てば幸いである。

1.　教師言語（Teacher Talk）

教師言語が英語の場合を想定して，従来の研究によって明らかにされた形式上の調整（formal adjust-

ment）に伴う特性を項目別に列挙し，そのような教師言語が日本の英語教育に示唆する点に言及する。
1）　発音（pronunciation）: 正確な標準英語（standard English）を規範として，その発音の形に調整

され近似していること。我が国で標準とされている発音は，従来から一般アメリカ英語（General 

American Pronunciation）及び，標準イギリス英語（Standard British English Pronunciation）であり，
英和辞典では両方の発音記号が併記されている。しかし，最近のいわゆる英語国際化の時代を背
景として，日本の教室現場では，これら 2種類の地域方言（regional dialect）に加えて，カナダ
英語，オーストラリア英語，ニュージランド英語，スコットランド英語，シンガポール英語，香
港英語をそれぞれ母語とする多くの ALT（言語指導助手），AET（英語指導助手）が採用され教
壇に立っている。どの国の地域アクセント（regional accent）の英語を標準として優先させるか
が現場で問題提起されることがある。学習者の中間言語（interlanguage）をモデルである教師の
英語にかぎりなく近似（approximate）させ，調整の場合は，あくまで本稿で示している教師言
語としての調整に沿うべきであり，例えは，モデルがアメリカ英語，イギリス英語でなければな
らない，といった恣意的な判断はしないというのが本論の立場である。この問題に関して，「日
本英語とは ─ 目標と結果 ─」（吉田 2014b）を参照されたい。

2）　語彙（lexis）: 初級レベルの学習者を対象とする場合には，教師言語としては，意味的上位語
（general word）の使用が推められる。例えば，〈辞書〉が話題に登場した場合は，〈dictionary〉
よりもその上位語である本〈book〉を，〈麒麟〉の場合は〈giraffe〉よりも〈animal〉を，〈水仙〉
の場合は〈daffodil〉よりも〈flower〉とする調整が望ましい。

3）　文法（grammar）: 文の長さの平均値（Mean Length of Utterance=MLU）が短く，同時に文法的
に複雑性が低く調整された文を使用する。例えば，〈This is the book which I bought yesterday.〉
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を調整し，〈This is the book. I bought it yesterday.〉に，〈If I had had money the day before yester-

day, I could have bought it.〉を，〈I did not have money the day before yesterday. So, I could not buy 

it.〉に。この場合，非文法的な調整（ungrammatical adjustment）は行わないことに留意すべきで
ある。

4）　教師・表示質問（tutorial, display question）: 聞き手が情報を求める質問ではなくて，英語そのも
のを教えるのを目的とする質問。 語用論上の調整である。相手が studentであること知ってい
ても，be動詞の疑問文の作り方を確認するために，あえて〈Are you a student ?〉と教師が発話
するのは，いわば質問のための質問である。同様に英語教育で無意味な質問であると問題視され
る〈Is this a pen ?〉も，実は，〈be〉動詞，日本語の，〈これ，それ，あれ〉と対比される直示的
（deictic）な〈this〉の使い分け，疑問文の語順を教えるのに不可欠な教師言語の例である。同様に，
生徒が鉛筆を持っていることを承知しながらの〈Do you have a pencil ?〉も do疑問文を教えるの
に欠かせない教師・指示質問である。

5）　やりとり（interactional adjustment）: 教師による繰り返し（repetition），せりふ付け（prompt ing），
説明（explanation），足場かけ（scaffolding），修正・訂正型（リキャスト）付与（recasting）といっ
た調整が教師言語では特徴的である。これらは教室英語と考えられなくもないが，その目的はあ
くまで，英語そのものを教えることにあるので，教師言語の範疇に入る。その点，下記 6に共通
する機能である。

6）　i. 理解確認度チェック文（comprehension check），ii. 定着度チェック文（confirmation check），
iii. 明快度チェック文（request for clarification）。これらいずれも語用論に属する型式上の調整は，
教師言語においては，その頻度は i>ii>iiiであるという研究が報告されている。

7）　沈黙・ポーズ（adjustment of pause）: 授業中に教師が意識的，無意識的に行っている沈黙・ポー
ズの調整がある。音声としては現れないが，明らかに一定の目的を担った発話行為（speech act）
で教師言語の下位範疇である教室英語の特殊な形態（the silent language）として救うのが妥当で
あると考える。

 　先行研究としては「授業分析─教室内活動におけるポーズとアウトプットの関係─
（Classroom Process Research with Special Emphasis on Pause and Output）」藤田・吉田（1996）が
ある。この研究ではポーズ（間）を，「教師による問いかけ（initiation）と，生徒の応答（response）
との間に，発話（output）を調整するために教師が設ける発話行為である」と定義し，英語授業
の経験のあるベテラン英語教師と，経験の浅い教育実習生のポーズのカテゴリー，その長さ，頻
度等を，彼らの 50分授業の録画ビデオをもとに分析，測定した。極めて興味深い結果が得られ
たのでいわば無音の教師言語（Silent Teacher Talk）が語ってくれた結果を教生との比較で，長
さと頻度に関し次に記しておく。

 　記，ベテラン教師と教育実習生（教生）のそれぞれの授業におけるポーズの長さと頻度 : ベテ
ラン教師の場合は，1.0から3.9秒の長さのポーズが彼らが用いたポーズの60%を占めるのに対し，
教生の場合は，8.0秒以上のポーズが 80%を占めていることが分かった。ベテラン教師の授業で
最も頻度の高いポーズの長さは 1.0-1.9秒である。教師言語と授業経験長短の相関を実証的に示
した研究結果で，示唆することが多い。

今後の課題としては，教師による調整レベルの判断である。その場合，下記に述べる外国人の語り口
（Foreigner Talk）や母親語（motherese）の場合のようにその多くが 1対 1の場合とは異なり，教室で
は 1対多であるので，調整の起点（baseline）をどこ（誰）に置くかの判断が難しいことは容易に想像
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出来る。

2.　外国人の語り口（Foreigner Talk）

型式上の調整（formal adjustment）は次の 5点で観察される。
1）　稚児ことば（baby talk）の使用 : native speakerの成人のことばが属する使用領域（register）の

縮小・簡略版に調整された外国語の語り口。
2）　統語文法の簡略化，場合によっては非文法的な簡略化（非文型）も観察される。例えば，三単現

の sの意識的な省略など。これは教師言語では起こらない。
3）　やりとりの調整（interactional adjustment），統語上の調整（grammatical adjustment）: Long and 

Sato（1983）によれば，外国人の語り口に起こるこれら調整型の頻度は，簡略化型や非文型も含
めて次の通りである。（＞の左辺が頻度大）

interactional adjustments＞interactional adjustments and grammatical simplification＞interactional 

adjustments, grammatical simplification and ungrammatical simplification

4）　調子落とし調整（talking down）（Long and Sato （Ibid.））: 前置詞，冠詞，接続詞といった機能語
の省略，特殊語彙（例，savvy）の使用による調整などがあり，次のような場合に観察されると
いう。

 　non-native speakerの低い英語力（English proficiency），native speakerの立場上（social status）
の高さ，突然の対話（spontaneous conversation），外国人の語り口の長期に及ぶ経験（long expe-

rience in Foreigner Talk）（native speakerが母国に帰国した折に，“Your English is strange.”と言わ
れたというエピソードを耳にしたことがある。）

5）　型式上の調整以外に，外国人の語り口には i．対話の促進　ii. native speakerと nonnative speaker

の間の情意的絆（affective bond）の確立　iii.暗黙の外国語の教授（implicit language teaching）が
報告されている。起こり得るその頻度は Hatch（1978）によると i＞ii＞iiiである。

これら外国人の語り口の特徴は，ALT，AETの教師言語や教室英語にもしばしば観察されるもので，
興味深い。

3.　母親語（Motherese）

型式上の調整（formal adjustment）としては次の 4点が顕著である。
1）　発音（pronunciation）及び文法（grammar）: 基本的には教師言語（Teacher Talk）の 1）に準じる。
2）　機能（functions）

i） 母親と対話する際の助け（aid to communication）
ii） ことばの教育（language teaching）ことばのミニ教育（language lesson in miniature）（Clark and 

Clark （1977））: 教師・表示質問（tutorial question）母親がその子に「みくちやん，あなたの名
前はなんていうの ?」／写像レッスン（mapping lesson）子「ワンワン」，母「あれワンワン 

ね」／足場かけ（scaffolding），せりふ付け（prompting）“There is a.........”

iii） 社会化（仲間入り）助長（socialization）
　Sachs（1977）の観察によると，母親語の機能間の頻度の大小は次の通りである。i＞iii＞ii　母親
語の機能では，社会化、周囲の人たちへの子供の仲間入りのための言葉の教育が重要であり，この
機能は教師言語では見られない。

3）　基本語法（baseline）: 母親が想定し内在化している彼女の子供の年齢の典型的な語り口（an in-
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ternalized model of a ‘typical’ child of a given age）これは，1対 1ではあるが教師言語の〈baseline〉
の調整の仕方に類似している。

 　1），2），3）に共通する語り口に見られる特性は言語教育というより，やりとり（interactional）
に関するものであり，とりわけ 1）と 2）は英語の教師言語に示唆するところが多い。

4.　まとめ

教師言語（Teacher Talk，以下 TTと略），外国人の語り口（Foreigner Talk，以下 FTと略），母親語
（Motherese，以下MTと略）と，「我が国の英語教師の英語の授業の際の語り口」との関連性を整理し
たい。その場合，〈Second Language Acquisition〉と総称された場合の用語である〈acquisition＝獲得〉を，
修得（acquisition）と，習得（learning）の 2種類に区別して用いることを提案する。重なる部分はある
ものの，修得と習得は基本的には異なる概念である。「修得」は典型的には English as a Second Lan-

guageなど，母語習得の状況に近い環境での英語の獲得であり，一方「習得」は English as a Foreign 

Languageなど，主として学校教育での英語の教室での学習による獲得を意味する。「ESLと EFLの違
いを認識せよ」（吉田（2014a））を参照されたい。共通する機能，特徴を認めつつも，本論でとりあげ
ている TTは習得，FTは習得と修得の組み合わせ，MTは修得とするのが妥当であり，両語のこのよ
うな使い分けがそれぞれの Talkが英語教育に持つ示唆を議論しやすくすると思われる。

TTはその「習得」の概念が示す通り，英語教育現場への示唆は，極めて直接的である。発音は世界
で話されている標準的な地域方言に調整されたものを，語彙，初級者レベルを対象とする場合は意味的
上位語を，統語・文法はMLUが短く，複雑度が低い構文を，非文は避ける。語用論的には，教師・表
示質問の積極的な使用を，授業中のやりとりに関しては，理解度確認チェック，定着度チェック，明快
度チェックが大切である。教師が英語の授業中に意図的，不意図的に設けるポーズも習得に深く関わっ
ているので無視出来ない。調整の際の起点（baseline）については，FT，MTの場合と異なり，1対多
の TTでは，調整の際の起点（baseline）設定が困難である。教師の talkごとの直感もしくは，試験の
結果等をもとに判断せざるを得ない。

FTが英語教室に与え得る示唆には，微妙な問題がある。そもそも，FTでは前述した習得と修得両
方の型式上の調整，その組み合わせが結びついている。FTは日本の英語教育では native speakerであ
る AETと ALTが語り手である。彼らの英語教育の経験は教員資格・免許取得の有無とともに様々であ
り，それが修得と習得の調整の違いとして現れることが予測される。このような特徴を前提として FT

が TEFLに与える示唆は，型式上の調整として，幼児ことばのレベルへの簡略化，場合によっては非
文法化などの調子おとし調整が意図的に行われる。外国人の語り口として注目したいのは，対話者との
情意的絆を求めるための型式上の調整が認められることである。それは英語の 2次的音声（pitch, junc-

ture, intonationという非断片音声）として音声化される。我が国の教室内英語教育で忘れられがちな非
断片音声の指導の重要性が示唆される。

MTの型式上の調整で特筆すべき特徴は，やりとり上の調整（interactional adjustment）である。教師・
表示質問の多用，写像レッスン，足場かけ，せりふ付けが多く用いられる。これらの調整は TTの場合
と異なり，母親による暗黙の言語教育も意図されている。これらMTの特徴を，TTにおける授業運営
をその主な機能とする教室英語と組み合わせて用いることが示唆される。▲
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Three Types of Talk （Teacher Talk, Foreigner Talk, Motherese） and 

their Pedagogical Implications for TEFL in Japan

YOSHIDA Takashi

Based on two kinds of distinction between ‘acquisition’ and ‘learning’ on one hand and ‘ESL’ and ‘EFL’ 

on the other, the paper deals with three types of talk : Teacher Talk, Foreigner Talk, and Motherese.　It ex-

amines these talks in terms of formal adjustments observed in such linguistic aspects as phonology, lexico-

syntactics, and pragmatics that involve interactional speech acts like scaffolding, recasting, tutorial and display 

question, mapping lesson, prompting and the use of pauses by teachers.　Throughout the paper, it attempts 

to find the implications these talks might have for and be applicable to EFL teachers’ talk in their classrooms.　
One of the questions that has remained for the future research is the problem of ‘baseline setting’, specifically 

for TT in the EFL classrooms.


