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島内 俊彦

専門分野・研究分野

シーズ・地域連携テーマ例

第二言語取得論に基づく、
効果的な英語学習法・教育法の研究

■

︱

人が言葉を覚えるプロセスを言語取得といいます。母語は第一言語であ
り、母語以外は第二言語と呼ばれます。英語学習をより大きな枠組みに基づ

■
■

ルクセンブルクに関する講演

受賞
■

き学習者の視点から捉えると、第二言語取得と再定義ができます。多くの移

2017.12 総務省北陸総合通信局・北陸情報通信協議会，
第４回「G空間×ICT北陸まちづくりトライアルコンクー
ル」（北陸総合通信局長賞受賞）

民を受け入れている米国では、新たな市民に対する言語教育に関し、かなり
以前から体系的な研究が蓄積されております。現在、この理論的枠組みにも

論文

とづいて、日本の学習者にとって効果的な英語学習法・教育法に関する研究

■

を行っています。
■

研究内容
■

英語学習支援のための教材開発・研究、
多言語社会の研究
１．
英語学習支援のための教材開発・研究
ひとが母語以外の言葉を覚えていくには、言語構造の違いなどから母語の

■

学習手法を応用できない場合が考えられます。それに加えて日本のように外
国語が必須とは言えない生活環境の中にいる学習者にとり、外国語学習には

■

大きな困難がつきまといます。学校教育での工夫が行われていても、時間数
の制約を踏まえると、学校以外での学習が重要であるのは論を待ちません。
自分の力に適した教材を学習者が自ら探すことで、学習意欲が高まると考え
られます。機械学習手法を用いた英文難易度推定を通じた学習者の主体的

■

教材選択の支援や ICT 技術を活用した教材開発が、現在の研究の柱の 1 つと
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英語学習手法に関するアドバイス

Google Appsを利用した簡易オンライン学習サイトの構築

なっています。
２．
多言語社会の研究

■

2008 年度以降、ルクセンブルクとの交流事業に関与する中で、母語のルク
センブルク語に加え、ドイツ語、フランス語が公用語となっている同国の多
言語主義に刺激を受けました。現在、自らもロマンス諸語（仏、西、伊）および

■

ドイツ語の学習を続け、その言語学習課程で自ら体験したいくつものつまず
きを英語教育に反映させています。学習者に対する教育支援の質を向上させ
るよう、実践面ならびに研究面での取り組みを進めています。
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