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科 目 名 科目区分 開講年次 必･選 開講期 単位数 担当教員名 担当形態 

英語学概論 
専門 

（英語教育 

の専門） 

1 中・高(英) 必修 後期 2 田 近  裕 子 単独 

英語科目名 Introduction to English Linguistics  

 

＜授業概要＞ 

テキスト理解と質疑応答を主として授業は進めるが、同時に受講生各自による調査ないしは研究を通して言語に関する知

識と理解を深める。そのため、個人あるいはグループでそれぞれの関心のあるテーマを見つけて言語分析プロジェクトを

企画し、学生が主体的に言語分析にあたり、最後にクラスで発表し、レポートにまとめる。 

 

＜到達目標＞ 

英語という言語の成り立ちについて、音、語、句・節、文、そして、より大きなディスコースの単位までを概観し、言と

は何か、英語の特徴は何かについて考察する力がつく。言語には言語形式（form）と意味（semantics）、あるいは言語機

能(function)があり、それらが作用し合うこと、さらには、言語にまつわる諸々の事象、例えば、言語習得、脳科学、コン

ピュータ処理、識字、世界共通語としての英語の役割や成り立ち、さまざまな分野における言語および英語の使用状況や

その在り方についても知識を身につけることができる。 

 

＜ディプロマポリシー＞ 

1. 基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につけてい 

る。 

2. コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

3. 児童・生徒理解、自己理解、他者理解できる心理学的なスキルを修得している。 

4. 専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけている。 

5. 「アクティブ・ラーニング」「ICTの活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」などの指導力

を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教育専攻のものにあって

は「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 

 

＜学生へのフィードバック＞ 

毎回の授業で、前回の授業に対する学生からのコメントについて、口頭で補足およびコメントする。 

学生の発表の際、口頭または書面によりフィードバックする。 

 

＜授業／AL の進め方＞ 

講義のみでなく、質疑応答を含め学生とのコミュニケーションを図りながら授業を進める。グループ・ディスカッション

やクラス・ディスカッションを通して、思考の深まりや知識・関心の広がりをめざし、主体的に調査やプロジェクトが企

画できるようにする。 

 

＜利用する ICT 機器＞ 

パワーポイント（講義）、インターネット（情報収集） 

 

＜成績評価＞ 

    【評価方法】 

 授業参加度（２５％）、クラス発表（２５％）、通常および最終課題提出（２５％）、中間および定期試験（２５％） 

 

    【評価基準】 

 授業参加では、常に出席し授業中の質問等への答えができるか、また、自由な発言においてクラスへの貢 

献ができるかが問われる。 

クラス発表では、授業中に学んだことを基にした独自の研究がなされているか、またその内容はクラス発 

表として充分調査した適切なものかどうかが問われる。 

課題は、発表内容を適切に文書としてまとめられているかどうか、また、書式などが整っているかどうかが問われる。 

 定期試験では、授業中に学んだことが身についているかどうか、また、それを基にして考える力がついた 

かどうかの確認を行う。 

また、全授業を通して５回以上欠席した場合は、評価の対象外となります。 

 

＜教科書＞ 

『ベーシック新しい英語学概論』 平賀正子著(2016), ひつじ書房. 

 

＜参考書＞ 

An Introduction to Language by Victoria Fromkin, Robert Rodman, and Nina Hyams (2014), Cengage Learning. 

 

＜受講学生へ＞ 

授業において主体的な関わりを必要とする科目であるため、強い勉強意欲を持って出席する事。 

 

免許法施行規則に

定める科目区分 

教科及び教科の指導法に関する科目（中学校及び高等学校 英語） 

教科に関する専門的事項／英語学 



【授 業 計 画】 

 

第 1 回 
授業内容 

Introduction: 講義内容全般についてと、この授業のねらい、全体の計画および学生に課する活動などについ

て説明し、単に授業を聞くのではなく、主体的に授業参加することなどを含め本教科に関する導入を行う。 
 

 事前事後学修 当日の Introduction の復習（３時間）。次週の What is language の予習（１時間） 

   第 2 回 
授業内容 

What is language?: 言語とは何か、言語の成り立ち、人間にとって言語とはどのような意味を持つのかを考

察する。世界各地で使用されている国際共通語としての英語、World Englishes の実態についても考察する。  
 

 事前事後学修 当日の What is language の復習（３時間）。次週の Morphology の予習（１時間） 

   第 3 回 
授業内容 

Morphology: 形態素とは何かを論ずる。形態素がどのように文やディスコースに関わるのかを調査する。形

態素や語彙の観点から、イギリス英語、オーストラリア英語および他地域で用いられる英語について学ぶ。  

 事前事後学修 当日の Morphology の復習（2 時間）。次週の Syntax の予習（２時間） 

   第 4 回 
授業内容 

Syntax: 言語のルール性がもっとも顕著に現れるのが統語である。この観点から、英語のルールとは何かにつ

いて考察する。なお、英米の英語の観点から、イギリス、カナダ、その他の地域の英語についても学ぶ。 
 

 事前事後学修 当日の Syntax の復習（2 時間）。次週の The meaning of language の予習（２時間） 

   第 5 回 
授業内容 

The meaning of language: syntax に次いで言語に関して最も重要とされる言語の要素が意味(semantics)で

ある。語彙や文の持つ意味と、言語使用における意味とには大きな違いがあることなどについて考察する。 
 

 事前事後学修 当日の The meaning of language の復習（2 時間）。次週の Phonetics の予習（２時間） 

   
第 6 回 

授業内容 
Phonetics: 音声学と言われる領域に関する知見を得る。英語の根幹となる音について、母音および子音の音

素および音がどのように形成されているのかを具体的に分析し、その他の英語の音の特性についても学ぶ。 
 

 事前事後学修 当日の Phonetics の復習（2 時間）。次週の Phonology の予習（２時間） 

   第 7 回 
授業内容 

Phonology: 言語を形成する音には、その成り立ちにルールがあり、人間言語はそのルールをどのように用い

ているかを理解する。いずれの言語もその言語特有の音の使用におけるルールがあることを理解する。  

 事前事後学修 当日の Phonology の復習（2 時間）。言語分析プロジェクトの準備（２時間） 

   第 8 回 
授業内容 

Reviewing: これまでの授業内容について復習し、自分なりの言語分析プロジェクトを考案する。そのプラン

についてグループやクラス内で共有し、お互いの考えに触れる。学期の最後に行う発表の準備に取りかかる。 
 

 事前事後学修 言語分析プロジェクトの調査（2 時間）。次週の Language in society の予習（２時間） 

   第 9 回 
授業内容 

Language in society: 言語には、社会的側面があり、人間の共同体を可能にしているのが言語である。したが

って、言語の持つ社会性とは何かについて考える。英語の歴史的変遷について、音声を中心に考察する。 
 

 事前事後学修 L. in society 復習（1 時間）。次週 L. change 予習（1 時間）。プロジェクト準備(2 時間)。 

   第 10 回 
授業内容 

Language change: 言語は、音韻や文法に関して一定のルールに従って運用されるが、現実には時代と共に変

容を遂げる。言語が時代と共に変化するとき、人間社会の何がどのように関わるかについて考察する。 
 

 事前事後学修 L. change 復習(1 時間)。次週 L. acquisition 予習（1 時間）。プロジェクト準備(2 時間)。 

   第 11 回 
授業内容 

Language acquisition: 言語と人がどう関わるかについて、言語習得の観点から考察する。言語は一つの体系

であり、それを人が身に着ける過程ではどのような要因が関わるのか、またそれはどのような過程を経るのか

を考える。 
 

 事前事後学修 L. acquisition 復習（1 時間）。次週の予習（1 時間）。プロジェクト準備・調査(2 時間)。 

   第 12 回 
授業内容 

Language processing and human brain: 人間が言語を操る時、脳の特定の部位が関わるとされており、人間

の言語処理過程が脳の働きとの関わりで説明されることなど、最新の言語と脳に関わる知見を得る。 
 

 事前事後学修 当日の復習（1 時間）。次週の予習（1 時間）。プロジェクト準備・調査(2 時間)。 

   第 13 回 
授業内容 

Computer processing of language: 近年、進歩の目覚ましい言語研究領域として、コンピュータを用いた言

語分析がある。特に昨今の人間と高度化したコンピュータとの関係などについても考察する。 
 

 事前事後学修 当日の復習（1 時間）。次週の予習（1 時間）。プロジェクト準備・調査 (2 時間)。 

   第 14 回 
授業内容 

Writing: 人間言語の中で、書くという活動はとりわけ認知的に高度なもので、まだ人類史上から考えると日

の浅い言語活動である。この抽象度の高い識字という営みを、広く言語一般の視点から考察する。 
 

 事前事後学修 当日の復習（2 時間）。プロジェクト準備・調査 (2 時間)。 

   
第 15 回 

授業内容 
Reviewing and summary: 各学生のプロジェクトを発表し、他の学生からのフィードバックを得る。さらに、

発表内容をレポートにまとめて提出する。それぞれの学生が学んだことについて述べ、まとめとする。 
 

 事前事後学修 当日の復習（1 時間）。全１５回の授業で学んだ事に関して、定期試験の準備（３時間） 

   

 定期試験 

 

 


