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1.ビリーフとは？ 

 1.1外国語教育におけるビリーフ 

 Belief = Crença = 確信 

 広義の意味では。。。 

 ある外国語学習（及び教育）に関わる先入観
や概念。(Horwitz, 1987) 

 ことばやその学習に対して人が抱いている考
え方や信念のようなもの。(国際交流基金, 
2006, p. 13) 

 例えば、教授法、教材、文法、語彙、4技能、
教師・学生の役割、自律学習など。 
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 応用言語学（外国語教育・学習）
におけるビリーフ 

 

1) 学習者のビリーフ 

2) 外国語教師のビリーフ 

3) 校長、コーディネータのビリーフ 
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1.2 ビリーフの形成(Formação 
de Crenças) 
 Barcelos (2000)は、学習者（教師）

自身のビリーフを考察する際、学
習者（教師）の今までの経験と社
会的コンテキストが大切であると
強調。 

 Conceição(2004)は、学習者（及び

教師）の過去の経験が現在の行動
に影響を及ぼしていると言及。 
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（図１）ビリーフ-経験‐行動の関係 
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（図２）教師のビリーフと決定/行動の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Scrivener, 1994, p. 11) 
 

 教師のビリーフや価値観は、教師の態度/意
図、決定/行動の土台となっている。（学習
者にも同じことが言える。） 
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教師の決定
と行動 

教師の態度と意図 

教師のビリーフスと価値観 



ビリーフは、各人のアイデン
ティティ同様に、静的で固定
されたものではなく、内的
（考察、自己批判、内省する
ことにより）及び外的要因
（社会的コンテキスト）によ
り常に流動的に変化しながら
形成されていく。 
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2.ビリーフ研究が生まれた背景 

1980年代 － ブラジル国外 

1990年代 － ブラジル 

外国語教授法、教授観の
変遷と深い関わりがある。 

(Barcelos, 2004) 
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第二次世界大戦後（1950年代） 

 2.1 オーディオ・リンガル法 (Método 
audiolingual) 

 教師主導型 

 パターン・プラクティス（口頭練習）
（反復、模範、暗記） 

 言語形式 (forma linguística)を優先させ
る指導法  

 言語形式（文法や文型）を積み上げて
習得 
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オーディオ・リンガル法への批判 

 「言語的な正確さにこだわり過ぎると、
学習者の意欲を低下させてしまう場合
があるので、それよりもむしろ意思の
疎通のできることが大切だ」(高見澤, 
1996, p.168) 

 「個々の学習者の違いに応じたもので
あるべきだ」(佐々木[編], 2007, p.130) 
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1960年代後半から。。。 

 2.2 コミュニカティブ・アプローチ 
(Abordagem comunicativa) 

 メッセージの伝達（意味）重視 

 コミュニケーション能力 (Hymes, 1972) 

 学習者中心の外国語教育 

 ロールプレイ、協働学習（学習者同士
のインターアクションを重視した教室
活動） 
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2.3 教師のビリーフ研究の発端 

 1970年代から。。。 

 「従来の知識伝達型の学習観では、学習者は、
教師の指示に従い教えられた内容を機械的に
暗記する受身の存在とされていた。しかし、
近年の言語学習観は、学習者を受け身の存在
ではなく主体的に学ぶ存在であるととらえ、
日本語教師の役割に変化をもたらした。」
(佐々木[編], 2007, p.23) 

 学習者をコントロールする役割 

 = > ファシリテータ 
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 外国語教授法の変遷に伴い、1970

年代から、外国語教師の情意的
（学習者への配慮、動機づけ）、
認知的な面（専門知識の構築）、
ビリーフ、態度、決定、行動につ
いて考察され始めた。 

 「いい先生」とは。。。 

 「嫌な先生」とは。。。 
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3.外国語教育における教師のビリーフ 

 自分のビリーフを認識しておくことは
大切。 

 自分が「いい」と思っていることをま
ずはっきりと把握して、なぜ「いいと
思っているのか」という原因も認識し
た上で(McKAY, 2003, p. 2)、それが目の

前にいる学習者にとって、本当に「い
い」ことなのか常に考えなければなら
ない。(川口; 横溝, 2005, p. 8) 
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4.日本語学習に関するビリーフ・ 
チェック・リスト 

 Beliefs About Language Learning 
Inventory  - BALLI (Inventário de Crenças 
sobre Aprendizagem de Línguas) 

 Horwitz (1987)が考案。 
もともと、ESL (Inglês como L2)の学生
のビリーフを考察するために作成され
た。34個の質問項目から成る。 

 日本語教育でも教師にも学生にも応用
可能。 
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 外国語の学習観、教授観に関して、学
習者と教師のビリーフを考察するのは
大切。 

 ＝＞ 

 両者のビリーフに大きな違いがあると、
どちらにとってもフラストレーション
となる。健全な外国語コース、学習・
教育の発展の妨げとなる恐れもある。 
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日本語の学習観に関するビリーフの
チェックリスト(BALLIの日本語教育
への適応版)* 

 （リスト１） 

 ５．強く同意する、４．同意する、３．
同意も反対もしない、２．反対する、
１．強く反対する 

1) (1)外国語を学習するのは大人より子ど
もの方が簡単である。 

2) (7)すばらしい発音で日本語を話すこと
は重要なことである。 
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3) (8)日本語を話すためには、日本の文化
を知る必要がある。 

4) (17)外国語学習の一番重要な部分は、
語彙を身に付けることである。 

5) (18)たくさんくり返し、たくさん練習
することは重要である。 

6) (19)外国語学習は男より女のほうが優
れている。 
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7) (23)外国語学習の一番重要なところは、
文法を勉強することである。 

8) (26)カセットやテープで練習することは
重要である。 

9) (28)外国語学習で一番大切なのは、自分

の母語からその外国語に翻訳する方法を
身に付けることである。 

10)  (30)2カ国語以上の言語を話す人は頭の
良い人である。 
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 学習者向けに作られたものであるが、教
師自身もやってみて、自分の学習者の回
答と比べてみてください。 

 ＝＞ 

 違いや共通点を確認してみる。 

 「違うことがいけないことではありませ
ん。教師として学習者と自分の間に言語
や学習に関する考え方の違いがあるとい
うことを自覚することが重要」(国際交流
基金, 2006, p. 15) 

21 



日本語の教授観に関するビリーフ・
チェック・リスト 
 （リスト２） 
 1) (1)授業中、学習者の誤りはすぐ直さなけ
ればならない。 

 2) (2)教師はいつも学習者が正しい発音で話
すように注意しなければならない。 

 3) (3)学習者の意欲を持続させることがこと
ばの学習を成功させることにつながる。 

 4) (4)教師は授業でくわしい文法説明をする
必要がある。 

 5) (5)外国語を教えるとき、その外国語が話
されている国の文化も教えることが必要だ。 
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 6) (6)外国語を学ぶことで、自分の国の文
化をふり返ることができる。 

 7) (7)学習者には正確さを求めなければな
らない。 

 8) (8)外国語学習の中で一番大切なのは文
法の学習だ。 

 9) (12)教科書に書いてあることは全て教
えなければならない。 
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 10) (15)授業ではできるだけたくさんの知
識を与えなければならない。 

 11) (16)外国語学習は楽しくなくてはなら
ない。 

 12) (17)教師は学習者が達成感を持ったか
どうかをいつも確認しなければならない。 

 13) (18)外国語学習では、たくさん読ませ
たり書かせたりすることが必要だ。 
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 (1)(2)(4)(7)(8)(12)(15)(18) 

 ことばのしくみやその正確さを大切だ
と考え、たくさんの知識を与えること
を重要だと考える傾向が強い教師。 

 VERSUS 

 (3)(5)(6)(9)(10)(13)(14)(16)(17) 

 ことばの持つ文化的な要素を大切だと
考えたり、ことばの学習そのものを楽
しんだりそこに満足感を持ってもらう
ことを重要だと考えている教師。 

 (国際交流基金, 2006, p. 18) 
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（リスト２） 

(4) 教師は授業でく
わしい文法説明をす
る必要がある。 

海外10カ国ノンネイティブ日本語
教師（ベトナム、インドネシア、
インド、中国、タイ、韓国、ロシ
ア、米国、オーストラリア、ブラ
ジル）へのアンケート 
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国際交流基金 （2006）  『第1巻 日本語教師の役割/コースデザイン』（東京：ひつじ書房）（日本語教授法シリー
ズ）, p. 19. 
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5.日本語教師適正チェック 

 「日本語教師に必要な基本的資質」 

1. 言葉についての興味 

2. 外国語学習についての興味 

3. 日本語で表現することについての興味 

4. 人と一緒に何かをすることが好き 

5. 忍耐力 
(国際日本語普及協会日本語教師適正チェック作成グループ, 2000, 

p. 8-11) 
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6.日本語教師の資質 

1) 専門性 
a) 基礎的・基本的知識や技術を身に付けること 

b) 生徒を理解すること（=>人間性？） 

c) よい授業を創造すること 

2) 人間性 
a) 生徒を思うこと 

b) 情緒を安定し、豊かな感性を持つこと 

3) 自己教育力 
a) 自らを高めようとすること 

(波多野, 1988) 
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専門性とは。。。 

1) 日本語に関する知識・能力 

 日本語の構造に関する体系的、具体的な知
識 

音声 

文字・表記 

語彙・意味 

文法・文体 

2) 日本語の教授に関する知識・能力 
（川口: 横溝, 2005, p, 22-23, 一部抜粋・変更) 
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学習者が日本語教師に求めているもの 

縫部 (2001)は、日本語学習者が

日本語教師に求めているものに
ついて調査をした結果、学習者
が日本語教師に望んでいるもの
は、4つに大別でき、その順序
は次のとおりだと述べている。 
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学習者が日本語教師に求めているもの 

1. 学習者への心配り (preocupação para 
com os aprendizes); 

2. 教職意識（教師としての自覚や職業
意識）(consciência da profissão, ou 
seja, autoconsciência como professor); 

3. 教授法の知識と能力 (conhecimento e 
competência da didática); 

4. 日本語の専門知識 (conhecimento 
específico da língua japonesa). 

(縫部, 2001) 

32 



外国語教師の人間性 

「第二言語としての日本語教師
は、日本語の専門家以上の存在
であり、その『以上』というこ
との中身は、教師である前に一
人の教育者であり、教育者であ
る前に一人の人間であるという
ことである。」(縫部, 2001) 
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7.「教師トレーニング」から「教
師の成長」へ 

1)  1960年代 

 教師トレーニング （教員養成）
(Teacher Training) 

2) 70年代 

 教師教育 (Teacher Education) 

3) 80年代 

 教師の成長 (Teacher Development) 
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7.1「教師トレーニング」とは 

 「一人の日本語教師」として(as a 
teacher [como professor])の専門的訓
練である（縫部, 2010, p. 9）。 

 「教師として備えるべきだと考え
られている諸技術を、指導者が訓
練によって教え込みマスターさせ
ようとする」方法（岡崎; 岡崎, 1997, p. 8）。 
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教師トレーニング 

 （批判）教師トレーニングによって叩
き込まれた「一つの教え方」を忠実に
実行するだけでは、対応出来ない場合
が出てきた。(川口; 横溝, 2005, P. 28) 

 

 （図３） 

 

理論   実践 
 一方通行   (Abrahão, 2006, p.8) 

 ただ知識を吸収するだけ。 
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7.2 教師教育 

 1970年代の「教師教育」では、、
「一人の教育者」として(as a 
educator [como educador])授業力、

生徒理解、教室経営、指導技術
などが重視された。（縫部, 2010, p. 
9) 
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7.3「教師の成長」とは 

 1980年代に入ると、さらに「一
人の人間」として(as a person 
[como pessoa])の成長が求めら
れ、教師の成長 (Teacher 
Development)と呼ばれる新しい

教師の育成のあり方が探求され
てくる（縫部, 2010, p. 9）。=> 
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「＜なぜ、つまりどのような原
則や理念に基づいて＞教えるか
ということを、自分なりに考え
ていく姿勢を養い、それらを実
践し、その結果を観察し改善し
ていくような成長を作り出して
いくという考え方」(岡崎; 岡崎, 
1997, p. 9-10) 
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より良き授業を目指すには。。。 

1) 教育現場の実際に応じて捉え直し
(Reconsiderar)、内省する(Refletir; 

2) それを実践し(Executar uma ação); 
3) 結果を観察、考察(Considerar); 
（図４） 

Reconsiderar 
Refletir 

 
 
Considerar    Executar uma ação 

 

（図作成：向井） 
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 自己内省教師,メタ教師
(Professor Reflexivo) 

 Schon (1983) は以下の2種類の内省を挙げ
ている。 

1) Reflection-in-action (reflexão em ação);授
業中の内省. 

2) Reflection-on-action (reflexão sob ação); 
授業前、授業後の内省. 

内省とは、自分自身が行っていること（授
業の準備、教案作成、教室活動、授業力、
指導技術、評価など）をメタ認知的に省み
る（振り返る）ことである。 
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批判的自己内省教師 (Professor 
crítico-reflexivo) 

 内省は、批判的、合理的に現在自
分自身が行っていることを再考す
る(revisar)といった意識的な行為
(um ato consciente)である (Liberali , 
[2000; 2004]) 。 

 つまり、教師の成長には、批判的
自己内省教師 (Professor crítico-
reflexivo)であることが欠かせない。 
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教師の成長に必要なこと 

1) 学習する能力を伸ばす (Desenvolver a habilidade 
para aprender); 

  学習者を「育てる(criar, formar)」ことと「自
分自身の成長(formar-se)」を混同してはいけ
ない ( Nóvoa, 1995);  

2) キャリアの中で自分自身を成長させる能力を伸
ばす (Habilidade para se desenvolver ao longo da 
carreira); 

3) 教師として教育への理解を促進させる 
(Promover a compreensão sobre o ensino); 

4) 教師として内省(refletir) する能力. 

(Abrahão, 2006, p. 8) 
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カウンセリング・マインド 

 また、上記の4つの能力に加え、「カウ

ンセリング・マインド」を身に付ける
能力も必要である。 

 カウンセリング・マインドとは、他者
への配慮と人間関係形成のための援助
のことである(縫部, 2010, p. 9)。 

 カウンセリング・マインドを備えた教
師は、humanistic teacher [prof. 
humanista]とかholistic teacher [prof. 
holístico]などと呼ばれている(縫部, 2010, p. 13)。 
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8.1「自己研修型教師」 (Self-directed 
Teacher)とは... 

「他の人が作成したシラバスや
教授法をうのみにし、そのまま
適用していくような受身的な存
在ではなく、自分自身で自分の
学習者に合った教材や教室活動
を創造していく能動的な存在で
ある。」(岡崎; 岡崎, 1997, p. 15) 
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8.2「自己研修型教師」の育成 

1) 自分の授業の具体的事例に基づく評
価・改善のため活動＊ 

 ビデオ・音声テープに記録して授業観察を
行う 

 他教師に授業観察とコメントをしてもらう 

 教案作成及び授業後の反省 

 チェックリストによる自己評価 

 学習者からの評価を得る（アンケート、評
価票、直接聞くなど） 
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2) 自分の授業を直接検討はしないが、間
接的に授業に役立てる活動 

 他の教師の授業を見学する 

 教材（自分のもの・他教師のもの）を検討 

 同僚等との相談・意見交換をする 

 学習者の希望やニーズを調査する 

 父母の希望を聞く 

 学習者によるコース評価 
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3) その他全般的な向上を目指した活動 

 研究会・勉強会への参加 

 文献等を読む 

 外国語学習（学習者の立場を経験する、学習
者とのコミュニケーションに必要な媒介語を
習得する） 

 自分の国についての知識を深める 

 健康管理／体力増進 

 目標言語教育関係以外の人との交流 
(谷口; 石井; 田中, 1994, p. 1-2) 

 PCとインターネットのスキル＝＞自律学習 
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9. おわりに 

 ビリーフとは、広義に解釈すれば、外国語教
育・学習に関して学習者、教師、校長／コー
ディネータが抱いている先入観、価値観、概
念を意味する。その形成には、学習者や教師
の過去の（学習、教授）経験や社会的コンテ
キストが密接に絡んでいて、その形成された
ビリーフが、学習者と教師の現在の態度や決
定/行動（学習／教授方法など）の土台と

なっていることを考察した。つまり、教師の
とるすべての決定や行動は、自身のビリーフ
に基づいている。 
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外国語（日本語）教師の資質として、専門性、人
間性、自己教育力のどの能力も欠けてはならない。 
 

1) 人間性に関わるカウンセリング・マイン
ドを備えた教師; 

2) 内省することを通し、自分自身のことや
自分が行っていることをメタ認知的に、
また批判的に省みる（振り返る）ことを
常に心掛ける批判的自己内省教師
(professor crítico-reflexivo); 

3) 学習者を「育てる(criar, formar)」ことの
みならず、「自分自身の成長(formar-
se)」も念頭に置いた「自己研修型教師」。 
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