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ことばと世の中に興味をも
つこと：外国語の上達法
外国語が話せるということは特別なことで
はありません。脳に損傷がなく、小学生の頃
までに年齢相応に母国語を習得できた人なら
ば誰でも外国語をマスターできます。
この記事のタイトルを見て、「生きているの
だから当然興味はある」と感じながらも、「そ
れで外国語ができるようになれば、苦労はし
ていない」と疑問を抱かれた人もいることで
しょう。そう思った人は日頃の生活が受け身
的になっていないかどうか顧みてください。
また、入学試験で英語を重視していない大学
の学生は覇気がないと言われます。どうして
生きることと外国語がそれほど密接な関係に
あるのでしょうか。
人間のことばだからです。「アメリカで生ま
れれば、子供だって英語を話している」とは
よく聞く表現ですが、アメリカで暮らすだけ
で英語が習得できるわけではありません。9 歳
あたりと言われている言語習得の臨界期の問
題でしょうか。そんなことではありません。
私たちは忘れていますが、幼児のことばへの
興味というのは外界への興味と同様にもの凄
いものです。幼児にとっては遊びに過ぎない
ことですが、何度も口真似をし、音を繰り返
しているうちに、すべての刺激は脳の神経細
胞にインプットされていきます。そのような
過程で語彙が蓄積されて、論理形式が形成さ
れていくのです。
外国語の習得も過程は同じです。ただ、外国
語の場合にはさまざまな制約が付きまとった
り、母国語の概念に頼るところがあります。
しかし、語彙を増やすことが不可欠であると
いうことは確かです。現在のように機器や教
材が揃っておらず、脳や言語教育の研究が進
んでいなかった時代にも、外国語の達人と呼
ばれた人はたくさんいました。素直な心で自
分の将来設計に合わせて学習すれば特別な道
具は要りません。｡

そうは言っても、便利な教材や授業は外国
語習得の近道です。例えば、私の「リスニン
グ」の授業では、脳の言語処理においては周
辺領域にあたる音声形式の「調音・聴覚シス
テム」だけを取り上げて集中的に訓練します。
また、「通訳入門」の授業で短期記憶保持力（リ
テンション）を高める練習をしますが、それ
は英文を復唱するだけです。しかし、復唱す
ることによって、言語理解皮質であるウェル
ニッケ領域と言語産出皮質であるブローカ領
域をつぐ神経繊維の回路を幼児のように活性
化させようというわけです。
語彙は生きている限り、増えています。「コ
ソボ問題」でユーゴの大統領の名前も知らな
ければ、CNN や BBC のトップニュースもさ
っぱりわからないでしょう。日本の新聞と英
字新聞を意識して読む必要があります。世の
中への興味が自ずと外国語の力を伸ばします。
文学部・助教授 三浦 弘（通訳入門）
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CD-ROM 教材はあなたの家庭教師

（

を出すこともできる。学生のその時その時の
必要に応じてコンピュータと CD-ROM が対
応してくれるのである。会話の教材も数多く
ある。その多くは上述のように自分の発音を
チェックすることがきる。英語会話や LL の授
業は週に１回しかない。これでは量的に全く
不十分である。これを補う手軽な方法がこれ
らの CD-ROM の活用である。心理的なプレ
ッシャーを感じないで練習できることも CDROM の特長である。
CD-ROM は英語が一番多いが LL 研究室
ではその他の外国語も精力的に収集している。
外国語教員が外国へ行った際に集めたものも
ある。
各種の外国語テストの CD-ROM もある。
TOEFL, TOEIC その他のテストがあるが、本
の形にくらべて、効率が良くかつ記憶がよく
なる。
また、専修大学の外国語教員が学生のため
に作成した CD-ROM 教材もある。作成には
膨大な時間がかかるためまだ数は少ないが、
授業の補助教材として使われている。例とし
ては『経済時事英語』
『続経済時事英語』
『Best
Songs』等があるが、いずれもテストが入って
いて自動的に採点してくれる。
CD-ROM はいつでも君たちの相手をしてく
れる。大いに活用しよう。
経済学部・教授 岩淵 孝 （英語）

L L 研究室にて ）

外国語の学習は、目と耳を同時に使い、イン
ターアクテイブ（相互に働きかける）な学習
が効果が大きいといわれている。また、一人
一人の学習速度は同じではないから、学生一
人一人のニーズにあった学習も必要である。
このような学習を実現する一つの形式が『マ
ルチメデイア』の CD-ROM 教材である。
CD-ROM は音楽用 CD と同じ材料であるが、
文字、音声や音楽、静止画、ビデオがプログ
ラム言語で編集されている。文字どおりマル
チメデイアの教材であり、学習者に反応を求
め、反応すると必ず何か答えてくれる教材で
ある。このような教材はコンピュータでなけ
れば不可能である。学習者の反応としては発
音を求めてくる場合もある。発音するとその
声が録音されてネイテイブスピーカーの発音
と比較され自分の発音の問題点を指摘してく
れる。学習者に必ず反応を求め、反応すると
必ず応えてくれることを『インターアクテイ
ブ』という。
LL には Macintosh コンピュータ 21 台を
備えた LLD 教室があり、授業がないときは
自習室として使われている。教材ライブラリ
ーでは CD-ROM 教材を多数収集してきた。
CD-ROM は個人学習を目的にしているので飽
きないように工夫されている。例えば、テレ
ビドラマを CD-ROM 化した教材に『ジェシ
カ お ば さ ん の 事 件 簿 （ 大 阪 の 殺 人 事 件 ）』
(Murder She Wrote) がある。マウスをクリ
ックするだけで、英文文字を見ることもでき
るし、日本語訳を見ることもできる。単語の
注もついている。もちろん、映像と音声だけ
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ＬＬ教室テープライブラリーには様々なＣ
Ｄ―ＲＯＭ教材が揃っています。 これらを外
国語学習にうまく取り入れて、楽しく勉強し
てみませんか。
ここに紹介するのは一部です。 一度ＬＬ教
室テープライブラリーを覗いてみませんか。

中国語
楽しく学ぶ中国語の発音
Talk Now はじめての中国語

スペイン語
En clave de Sol
Talk Now はじめてのスペイン語
ESPAÑOL Iintaractivo＊
ESPAÑOL en marcha＊
Learn to Speak Spanish

英語
ｼﾞｪｼｶおばさんの事件簿ｼﾘｰｽﾞ①「化石の花屋」
刑事ｺﾛﾝﾎﾞｼﾘｰｽﾞ①｢5 時 30 分の目撃者｣
Click and Try らくらく英語教室
ﾊﾞｰﾁｬﾙ･ｼｱﾀｰｼﾘｰｽﾞ①天国に行けないパパ
ﾊﾞｰﾁｬﾙ･ｼｱﾀｰｼﾘｰｽﾞ②愛しすぎて
ﾊﾞｰﾁｬﾙ･ｼｱﾀｰｼﾘｰｽﾞ③ボーイズライフ

ロシア語
Talk Now はじめてのロシア語

English Now 初級編 Ver．6.0Ｊ
English Now 中級編 Ver．6.1Ｊ
English Now 上級編 Ver．6.2Ｊ

日本語
Talk Now はじめての日本語
Japan made easy

ドイツ語
Talk Now はじめてのドイツ語
Learn to Speak German
German Now

CD-ROM を使って
外国語学習にやくだ
てよう。

フランス語
Discovering French Interactive

D 教室には Macintosh
が２１台備えられてい
ます。自習でも使用が
できますが、授業を D
教室で受けている学生
もしくは講習会を受け
た学生にかぎります。
LL 講習会に参加しまし
ょう。
５月２９日（土）に予
定しています。詳細は
LL 事務室へ。

Je vous al compris I
Elle 2000 recettes
Louis 15 & Versailles
Le maître des Conte
Talk Now はじめてのフランス語
Contact＊
Learn to speak French

Talk Now
まだ、ほか
にもたくさ
んあります
Macintosh

＊ Windows用。 神田分室での使用となります。
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第二弾！

ださい。
（ 神田分室長・柴田 隆）

ＬＬ教室めぐり
法学部２年次以上と、二部各学部学生が学
ぶ神田キャンパスにも、神田分室として、LL
教室があります。通常授業のための LL 教室（５
４席）と自習のために使える自習室（１２席）
のふたつです。
教室では生田と同様、世界の代表的な録画
方式に対応したビデオ、レーザーディスクな
どの視聴設備が整っています。
自習室では、全ての席にオーディオテープ、
８ｍｍビデオテープの視聴設備が備えられ、
うち３席では、これ以外に VHS ビデオデッ
キと、クローズドキャプションデコーダーが
使えるようになっています。
こ の クローズドキャプションデコーダー
とは、「LL だより」第１号「映画は最高の教
材!!」で、佐藤弘明先生が紹介している、英語
字幕を表示するための装置です。スイッチを
操作することで、自由に字幕を出したり、消
したりできるのです。米国で作られたビデオ
のほとんど全てに、この字幕情報が含まれて
いるので、生きた英語を学習するためには最
適でしょう。
また生田とは方式が違いますが、Windows
のパソコン一式があり、語学学習用の CDROM
などを使って、インターアクティブな学習も
可能です。ただ、こちらの方は残念ながらネ
ットワークにはつながれていません。

神田 LL 自習室 （１２席）

編集後記
第 2 号をお届けします。 第１ページでは三
浦先生から外国語上達のヒントをいただきま
した。大いに参考になることでしょう。 また
CD-ROM 教材を特集しています。CD-ROM
教材は自習に適しています。 楽しく外国語を
学ぶことが出来るでしょう。
これからも外国語学習に役立つ情報を取り
上げていこうと考えています。皆さんからの
ご意見、ご感想をお待ちしております。
（大森 洋子）

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

神田分室の自習室の特徴として、その利用時
間が長いことがあります。二部の学生の需要
にも応えるため、 朝９時から夕方２

０時４５分

まで 利用することができます。
詳しい利用時間・方法、閉室日などについて
は神田教務課窓口でおたずねください。
神田分室では、自習室利用のための説明会を、

５月１２日（水） 、１４日（金） の昼休
みに行う予定ですので、掲示等に注意してく
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