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内容と言語を統合する学び
「言語を学ぶ」＝「言語で学ぶ」

CLIL・CBIなど

日本語を学ぶ 日本語で学ぶ

言語 内容
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内容と言語を統合する学び

• 1970年代の英語とフランス語を公用語とするカナダのモントリ
オールにおけるイマージョン教育

• 1980年代のアメリカで外国語教授法としての「内容中心指導
法」CBI（Content-Based Instruction）として体系化

⇓

学校という社会的文化的な学習文脈で

ことばを運用する経験を通してこそ身につく

JSLの子どもの教育・支援現場でも取り入れられてきた

（齋藤2019）

これまでも

取り入れら
れてきてい
るね



内容と言語を統合する学び

• ９０年代半ばヨーロッパでCEFRの普及と共に内容言語統合型学
習(CLIL:Content and Language Integrated Learning）が急速
に広がった。

• CLILの根底に流れる教育観

EUの市民教育としての複言語・複文化主義

（plurilingualism and pluriculturalism）

↓

言語を通して平和な社会の実現に必要な

汎用的能力の育成

（知識活用力、批判的思考力、実践的言語力、問題解決力、革新
創造力、対人交渉力、協調協働力、社会貢献力、国際感覚力）



CLIL (内容言語統合型学習）とは？

• Content and Language Integrated Learning (CLIL) とは、

学習者が特定の教科やテーマを学ぶことにより，内容の理解と

目標言語の運用能力，学習スキルの向上を同時に進める教育的アプローチ
(Colye, Hood & Marsh, 2010, Puffera et al,2014：3）

→計画的に内容・方法・教材を選択、設計する（渡部他2011）

→非常に柔軟で多様なやり方が可能

→使い勝手のよいフレームワークを用いて

いるため、応用、実践しやすい。



CLILはスマホのよう

• CLIL自体に特別な学習理論や学習メソッドがあるわけ
ではなく、これまでに効果的とされている学習方法や
教授方法を取り入れた柔軟性の高い統合的アプローチ

• CBI,クリティカルアプローチ、アクティブラーニング、
ピアラーニング、TBLT、PPP、専門言語教育、反転授業、
学習スキル教育、シティズンシップ教育など…
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これまでの
やり方も組
み合わせ
て使えるね。



CLILの基本的な教育理念
⇒４つのC

☞車の四輪のようなイメージ

• Content 内容

• Communication 言語知識・言語使用

• Cognition 思考

• Community / Culture

協学・異文化理解 / 文化

CLIL

内容

言語

思考

協学４Csは授業や
教材を設計
するうえでも
便利だよ



４つのC 
①内容（Content）

• 新しく得られる知識やスキルに関するテーマやトピック。

学習者の知的好
奇心を刺激する
ような内容に！

わかる
（宣言的
知識）

できる
（手続き的

知識）
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内容：Content



４つのC
②言語（Communication）

• 「３つの言語」

①language of learning（言語知識の学習：テーマに関する

重要語彙，表現、必須文法項目等）

②language for learning（言語スキルの学習：資料の読

み方、説明・質問・議論の方法、レポートの書き方等）

③language through learning（学習を通した言語使用：

①②を組み合わせて習得を促進させる方法，

情報のインプット→グループワーク→発表→ディスカッション等）



当事者としての
行動・発信

協学によるクリティカル
な気づきや考え

事象の現状や
仕組みを知る

基本的情報・概念・重
要語彙・表現を覚える

ブルームの思考(認知)のピラミッド(Bloom’s Taxonomy)
を意識して授業準備，実施，評価を行う

４つのC 
③思考（Cognition）

創造

評価

分析

応用

理解

記憶

HOTS
（高次元思考）

LOTS
（低次元思考）

10



４つのC
④協学・異文化理解/文化
（Community/Culture）

•言語使用だけではなく，異なる意見を共有し共に
学ぶという教育観に根ざすもの。

•狭義（教室）→広義（地球）

•協働学習・異文化理解・国際理解を取り込むもの。



CLILが目指すもの
地球市民の一員

学習言語コミュニ

ティの一員

母文化コミュニティ

の一員

クラスの一員

グループの一員

語れる「内容」、
論理性と柔軟性を
兼ね備えた「思考力」、
それを効果的に
伝える「言語力」、
多様な他者と課題を解
決していく
「協働力」のある
地球市民の育成
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CLILの取り入れ方

• コース全体をCLILで計画、設計する「強CLIL」コース、

授業の一部に取り入れる「弱CLIL」

• 言語知識の学習をメイン「ソフトCLIL」、

内容面をメインにもってくる「ハードCLIL」

コースの中の回数や、授業内でCLILを扱う比率などそれぞれ
の学習機関やコースに合わせることが可能

弱・

ソフト

CLIL

強・

ハード

CLIL



支援があっても

できない領域

最近接発達領（ZPD）

支援があればできる

（発達の潜在的可性）

自力でできる

領域

足場かけ
（スキャフォールディング：

Scaffolding）

SFの例

• 学習者の既有知識やスキル・興
味などを活性化する

• 情報を学習者が取り入れやすい
形で提示する

• 少し上の難しいことでも取り組
ませる工夫を行う

• L1やITリテラシーを有効活用す
る（ルビつけ・翻訳ソフトな
ど・動画の活用）
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中学校の数学の例

Ａ地点からＢ地点を経てＣ地点まで、９２ｋｍの道のりを自動車で行
くのに、Ａ，Ｂ間を時速40km、Ｂ，Ｃ間を時速50ｋｍで進むと、２時
間かかりました。Ａ，Ｂ間、Ｂ，Ｃ間の道のりを、それぞれ求めなさ
い。

↓

ＡからＢを通ってＣまで自動車で行きます。

ＡからＣまで９２kmです。

ＡからＢを時速40km, ＢからＣを時速50ｋmで行くと２時間でした。

ＡからＢと、ＢからＣはそれぞれ何kmですか。

数学（内容＋思考） ☜言語のスキャフォールディング必要

一文が長い
連体修飾節が長い

語彙が難しい



トランスランゲージング(translanguaging)

学習者が持っている言語資源を活用

言語が混在して使われることも肯定的に捉え、柔軟に教育的に使
用する

内容を学ぶ際には学習目標言語だけにこだわらなくていい

Cf.自分のL１でマララさんのスピーチを読む



内容と言語を統合する学びと教材

• 「内容＋言語」の教育では、真正性の高い素材を使用したインプットを与えることが
重視

• 音声、紙媒体、映像、実物、写真、絵など様々な媒体を活用し、豊富なインプットを
与えることで、言語的にも内容的にも理解を深める

• 内容は学年や年齢が高くなるほど認知的に難しく、抽象的になるが、学習者の目標言
語レベルが低い場合、扱う内容の認知レベルとの間にギャップが生まれる。そのため
認知レベルと目標言語レベルのバランスをどのように取るのかが課題。

• そのギャップを埋めるために、教材やテキストは、学習者に応じて補助教材を足した
り、リライトして用いることが多く、学習者が持っている母語、背景知識、絵画的能
力、ICTなどのスキルも状況に応じて相互補完的に活用される。

⇒授業の流れの作成、教材の作成においても４つのＣを軸に活動が考えられる。



授業の流れを４つCの枠組みで考える

内容 言語 思考 協学

時間
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内容と言語を統合する学びと教材

• いわゆる「教材」は多くない。

Ex.『小学校外国語教育のCLIL実践』（笹島・山野2019）

『日本語×世界の課題を学ぶ

日本語でPEACE』（奥野他2021）

• 教材は学習者と教師に対するスキャフォールディングのひとつ。縛ら
れる必要はない。

• 目の前の学習者に合わせて柔軟に用いる。

小学校
英語教育
実践活動集

日本語教育
中高生以上・
日本語中級以上



CLIL授業の例

笹島・山野2019 p.22より



『世界の動物たち』
・図工、音楽、理科、社会、道徳と関連したCLIL授業

（笹島・山野2019）

・対象学年 ５，６年生



理論編 教材 教師用ガイドブック（近刊）

※詳しくは「凡人社」のサイトをご覧ください



実践のコンセプト「PEACE」

縫部（2009）が「関わり」に焦点をあてた日本語教育を進めるうえで提唱した概念

P ： Poverty 貧困からの脱却

E ： Education 教育

A ： Assistance in need 自立のための援助

C ： Cooperation & Communication 協働と対話

E ： Environment 環境

「PEACE」をテーマにして読解・視聴・発表活動・ディスカッションなどの
言語活動・協働活動を行うことで、

地球上・自国内で起こっていることを自分の問題（当事者）として捉える。

今後生活する社会や世界でのよりよい生き方を模索する。

社会のしくみや知識を問い直す姿勢、何が必要かを考える姿勢、自分に何
ができるのか考え社会とかかわる姿勢、発信する力をもってほしい。



「PEACE プログラム」

実践しながら、初中級から上級に至るまでのプログラムを構築中。

242022年3月5日 フッターを追加

P E A C E

主な対象 中上級・上級 初中級・中級 上級・初年次教育

テーマ 貧困問題 食・環境 多文化共生・教育



『日本語でPEACE』：P巻（Poverty）

気づく

知る

調べる・共有
する

知る・共有す
る・考える

調べる・共有
する・考え
る・評価する

自分とつなげ
て考える・

ふり返る・
自己成長に
気づく

自分とつなげ
て考える・

リアルに学ぶ



導入部
『地球がもし100人の村だったら』

•動機付けとして：『地球がもし100人の村だったら』

予測シートに書き込み

→読み聞かせ→照合し合う

•予測が最もはずれた項目：「100人中●人が大学の教育を受ける」

→自分達が恵まれた状況にいるということを自覚

１人



教師のFBによる日本語学習者の言語面での気づき

（３）一番驚いた情報は何ですか。

学習者：「１００人に1人だけ大学にいきます。」

⇒予測は２０人～５０人。
たった1人ということに衝撃を受けている。

このことを表現するには・・・？
教師FB：「〜しか〜ないを使って言えますか？」

↓
学習者「あっ、、、１００人に1人しか大学にいけません」

ポジティブ？

驚き・残念

表現したいことが伝わるような言語面のSF



活動を順を
追って提示



予測シート／
ディクテー
ションシート

クリルンによる
サポート



語彙リスト
やさしい日本語

https://www.bonjinsha.com/wp/clil_p

活動シートはダウ
ウンロード可能

別冊ポート
フォリオつき



言語サポート例
「だけ／しか」

活動のねらい・
実践ポイント



実践者の
つぶやき

実際の例

オンライ
ン授業
での例

実践者の
つぶやき



学習者の
声



⇒教科の先生にもCLILの考えを知ってもらいたい。

内容（教科）×言語（日本語）×思考・協学・異文化理解

⇒教科の先生、専門家との協働

⇒その場合のことばの教師の役割

使用できるツールを駆使して学習者が内容を深めていきながら言

語能力を伸ばせるよう、スキャフォールディングを行いながら調

整をするプロとしての役割。

⇒子どもの日本語教育では当然の「内容×言語の教育」の意義を成人の日本語教育にも

もっと取り入れていきたい。

日本語指導が必要な子どもへのCLILの可能性と
成人の日本語教育に内容×言語への足場かけを
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どうもありがとうございました


