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語学研究所レポートについて
TORAIZ 語学研究所では「理論ｘ実践＝最速の英語学習」を
理念としています。個人的な経験則だけに基づいて英語を教え
るだけでなく、第二言語習得論も取り入れた学習方法が広まっ
ていることは素晴らしいことです。しかし現実的には、理論だ
けに偏ってしまうと個別最適化が難しいため、理論に基づくこ
とはもちろん、学習者の個性や生活スタイル、そして目標に合
わせて学習していく必要があります。
そのため、理論と実践を融合させ正しい英語学習の知識を広めるために、TORAIZ 語学
研究所が毎月発行しているのがこのレポートです。
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研究の扉
第二言語学論の進化と限界：効果的な英語習得に必要なこと①
語学研究所 所長 西牧健太
I. はじめに
第二言語習得論は 1970 年代頃から活発に研究が進められ
はじめ、約半世紀が過ぎました。言語は生得的なのかどうか
という議論もあり、まだ明確にわかっていないことも確かに
多いです。言語というのは人間の認知能力と複雑に絡み合っ
ており、今後も全てが解明されるには時間がかかるでしょ
う。しかし、一般の学習者に必要なのは、完璧な言語習得の理論ではなく、実用的な理論
です。
「日本人がビジネスで使える英語を話す」というレベルまで英語力を上げるために
必要なことがわかれば十分でしょう。そしてまだ研究の余地は残ってはいるものの、一般
の学習者が効果的に学習するために必要な研究は十分にされていると考えられます。しか
し、それではなぜ日本人は未だに英語が話せないのでしょうか？そこには「科学」にだけ
頼り切って学習することの限界が見えています。もちろん、科学的に証明された方法で学
習することは大前提ですが、それだけで英語を習得することは難しいということが、今の
日本の現実からわかるでしょう。そこで今回の研究の扉では、第二言語習得論の歴史と限
界についてまとめた後、これからの新しい英語学習の方法を提案していきます。
II．第二言語習得論の歴史
まず第二言語習得の歴史ですが、近代での最初に第二言語習得の研究が始まったのは第
二次世界大戦の時期と言われています。大戦の中では、スパイ活動なども重要になってく
るため、その中で効果的な外国語習得の方法が模索されました（白井 2006）
。その中には
現在では理論的に古くなっている構造主義言語学や行動主義心理学が使われていました。
その後、言語学界では最も有名であろうノーム・チョムスキーが 1950 年代に生成文法の
理論を打ち立てます。チョムスキーの主張では、言語は生得的であり、生まれながらに普
遍文法という言語学習装置を持ち備えているということでした。この理論は大きな支持を
得て、今でも研究が進められていますが、それと同時に、様々なアプローチも研究され始
めました。そして 1970 年代、日本の英語教育にも大きな影響を与えるインプット仮説を
はじめとした様々な理論が提唱され始めました（渡部 2018: 2）
。そこで本章では、第二言
語習得論を広めるきっかけとなったインプット仮説をはじめに、その後インプット仮説を
更に進める形で提唱されたインタラクション仮説とアウトプット仮説についてまとめてい
きます。
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II- ①

インプット仮説

まずインプット仮説は 1970～80 年代にかけて Stephen
Krashen により提唱されました。インプット仮説の名前
の通り、この仮説の中心にあるのは「Comprehensible
Input」があれば自然と言語が身につくという主張でした
（Krashen 1981）
。そしてそれだけではなく、いくつか大
切な概念がありますのでいくつか紹介します。
渡部（2018）によると、Krashen のインプット仮説は次の５つの仮説から成り立ってい
ます：①習得-学習仮説（The Acquisition－Learning Hypothesis）
、②自然な習得順序仮説
（The Natural Order Hypothesis）
、③モニター仮説（The monitor Hypothesis）、④インプ
ット仮説（The Input Hypothesis）
、⑤感情フィルター仮説（The Affective Filter
Hypothesis）
。
まず①習得-学習仮説は「ことばを学ぶ過程には、言語が使われている状況の中で自然に
身につく習得（acquisition）と、明示的知識を得る学習（learning）の 2 種類がある」（渡
部 2018: 10）という。この仮説によれば、私たち日本人の学習は講義などを中心に行われ
ているため、明示的な学習といえるでしょう。私たちの学習が「明示的学習
（Learning）
」であるという考えは重要な点であるが、後に改めて言及します。
次に②自然な習得順序仮説ですが、その名の通り、「言葉の規則の習得には自然な習得
順序（natural order）があり、予測可能である」という主張です（渡部 2018：10-11）
。例
えば、クラッシェンの主張によると、所有を表す「‘s」は習得が難しく、複数形の「-s」
の方が早く習得されるといいます（白井 2006）
。しかし、これは日本人の感覚からすると
全く合わないことでしょう。
「トムの本」といいたい場合には、「の」を「’s」に変えて
Tom’s book とすればほとんどの場合正しいため、日本人にはとても習得しやすい項目で
す。そのため、自然な習得順序仮説は批判があり、一概に当てはまるとはいえない仮説で
しょう。
そして③モニター仮説（The monitor Hypothesis）は「意識的な学習（learning）によっ
て獲得された知識は、第二言語を話すときに自分の発話が文法的に正しい表現かを監視
し、修正を加え言い換えたりするモニター（monitor）の役割としてしか作用しない」と
いう仮説です（渡部 2018: 11）
。この仮説によれば、私たち日本人が講義形式の英語の授
業を聞いても、それは「意識的な学習」となるため、それを自然に使うことは一切できな
いということです。意識的に学習したことはあくまで自分の発話が間違っていないかをチ
ェックするためだけに使われる、というのは興味深い仮説ですが、少々極端な主張でしょ
う。もちろん、講義を聞いて知識として頭に入れるだけでは使えないのは理解できます
が、授業で学んだことは言語習得には一切結びつかないというのは疑問を感じます。これ
に関しても批判は多く、練習を繰り返すことによって自然と使えるようになるという主張
も多いです。
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次に④インプット仮説（The Input Hypothesis）は、クラッシェンの理論の中でも中心
的な部分になりますが、その仮説によると「現在の習得レベル（i）よりも少し超えたレベ
ル（i+1）の理解できる言語資料（comprehensible input）が与えられると、次のレベルに
進み、習得が効果的に行われる」ということです（渡部 2018: 11）
。この仮説に関して
は、一般的な学習者の感覚とも合致している部分が多いと思います。理解できないような
難しすぎる英語をいくらインプットしても、なかなか上達しないのは考えられます。そし
て英語だけでなくスポーツやその他の学問でも同様で、簡単すぎたり難しすぎたりするタ
スクをこなしても効果的な学習はできないでしょう。しかしこれも完全には一般化するこ
とはできず、現在の英語レベルよりも低いものを選んで学習することもあります。例えば
多読という学習方法がありますが、門田(2018: 37)によると、多読の際には現在の英語レ
ベルよりも低い「i-5」や「i-10」のような比較的簡単な教材を使用することが効果的で
す。そのため、インプットのレベルは学習方法によっても変わってくることが予想され、
一概に i+1 のレベルがよいともいえないでしょう。
最後に⑤感情フィルター仮説（The Affective Filter Hypothesis）によると、緊張やスト
レスが高い学習環境では不安の感情（感情フィルター）が高くなり、うまくインプットが
習得に繋がらないという（Krashen 1983）
。これも学習者にはわかりやすい仮説かと思い
ますが、やはり緊張している状態では学習に集中することができず、学習の効果が下がっ
てしまうというのは考えられるでしょう。
ここまで、クラッシェンが提唱した５つの仮説を解説
してきました。一般的な感覚からすると、インプットが
大切なのは理解できるが、インプットだけで話せるよう
になるというのは、違和感があると思います。そして研
究者もインプット仮説が重要な示唆をしていることは認
めながらも、やはりインプットが言語習得の全てではないと考え始めました。また、i+1
の定義も曖昧で、実験に基づいた仮説でなかったことからも、研究者の批判を集めること
になります（渡部 2018: 10）
。このように、言語習得論に大きな影響を与えたクラッシェ
ンのインプット仮説ですが、インプットの重要性が否定されることはないが、それだけで
は不十分だという流れで研究が進められていくことになります。そしてこの後に、インタ
ラクション仮説とアウトプット仮説が提唱されることになりますが、それに関しては次の
章でお話しします。
-11 月号へ続く
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今月の 1 冊
今回ご紹介するのは中田達也氏による「英単語学習の科学」です。
TORAIZ では、中学・高校でしっかり学習されている方には、あま
り単語学習を強くお勧めしていることはありませんが、やはり単語
学習が必要な方もいらっしゃいます。単語の学習に関してはネット
や書籍でもたくさん方法が出てきますし、説得力があるものも多い
のですが、
「本当にそうなのか？」と疑問が残るものが多いです。そ
して、科学的な実験に基づいて効率的な学習法、そして逆に意味の
ない学習法を紹介しているのが本書です。
例えば、単語の学習方法として「文脈から推測して暗記」をオススメされることがありま
すが、これは効果的な学習でしょうか？実は、実験に基づいたデータによると「文脈から推
測しても、効率的には覚えられない」という結果が出ています。私も個人的には文脈からの
推測は効果がないと思っていましたが、実験により証明されていることには驚きました。
そして逆に、昔ながらの学習方法である単語カードは、あまり実用的ではないと思われが
ちですが、実験の結果によると実はとても効果的ということです。それに加えて、単語を覚
えるのに効果的なだけではなく、実際のコミュニケーションにも活かせるという示唆もあ
ります。
このように、ネットや一般書籍でもなぜか科学的な実験によると効果がない学習方法が
勧められて、逆に効果が高い学習方法が敬遠されるという不思議な状況が怒ってしまって
います。ここからは私の推測になりますが、恐らく文脈を使った暗記が人気な理由は、スピ
ーキングを意識して単語を覚えていくような上級者は多少文脈を意識して学習しており、
その上級者の学習方法を真似たりすることで、初級者も文脈から推測して暗記する方法を
実践してしまっているのかと思います。そして恐らく、上級者も単語帳や単語カードを使っ
て勉強してはいるものの、古くからある学習方法よりも新しい学習方法の方が注目される
ため、実は効果が薄い学習方法が広まってしまっているのかと思います。本書はこのような
一般的に広まってしまった間違った認識を、科学的な実験に基づいて正すという素晴らし
い内容です。英語学習において単語学習からは逃れられませんので、ぜひ皆さまにもご一読
いただければ嬉しいです。
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フェロー（顧問）インタビュー
今回は NHK 通訳の新崎隆子氏に、
「機械翻訳などの AI が進化すると英語は必要なくなる
のか？」について伺いました。
新崎氏：
AI 時代もものすごく進んできていまして、例えば買い物の
必要性を満たすためだけであれば、各国言語で使える通訳・翻
訳デバイスが出てきているので、これは社会にとってはとて
もいいことだと思います。ですが、それですべてのコミュニケ
ーションが事足りるかというと全くそんなことはありませ
ん。確かにバーバルの部分の「情報の交換」は AI でできると
思います。しかしメラビアンの法則というのがあって、ある説では人間のコミュニケーショ
ンの 90％くらいを司るのはノンバーバルだと言われているんですね。もちろん、ノンバー
バルで具体的な情報は交換できませんが、私はそこでコミュニケーションが行われている
というのは相手に対する判断、相手がどういう人なのか、私に対して好意を持っているの
か、そういう情報というのは、表情だとか声のトーンだとか、全部ノンバーバルで行われて
いると思うんですね。なので、情報の交換は AI でできると思います。言ったことを全て訳
してくれるんですから。ですが、例えば日本語のコミュニケーションの中では、言葉にしな
いものってあるんですね。いくら AI が発達してきても言葉が発されていないものを訳すこ
とはできないですよね。AI は非常にいいものだとは思いますけど、十分ではないです。
ついでに言うと Google 本社がアメリカにあるんですけど、Google 本社は社内の会議を
するのに AI ではやっていません。人間の通訳者を未だに雇っているそうです。Google 本社
ですらコミュニケーションには人間の通訳者がまだ必要だと思っているというのが、AI 時
代にもコミュニケーションが必要という何よりの証拠ではないかと思うんです
そして英語の勉強もコミュニケーションとして扱ったらいいと思います。ただ単に文法
で SVO を作るだとか、そういうのは本当にごく一部なので、そうではなくて、そこにいる
人を知る、その人に気持ちを伝えるという、それがまさに英語を勉強する目的だと私は思い
ます。コミュニケーションとしての環境を作るために、例え片言でも自分がその言葉を発す
ることによって相手に何かの変化が起こる、そしてまた向こうが何かを言ってくる、そうや
ってお互いにボールを投げ合いながら、コミュニケーションが作られていくという、そうい
う魅力をぜひ伝えてあげたいですね。今はとにかく試験で 100 点取らなきゃいけないとか、
そういう英語のコミュニケーションのごく一部の、知的な脳という、そこの機能だけを問う
ているみたいなところがあって、それだけやっていると段々嫌になって英語をやりたくな
くなる。やはり全部やってみる。そうすると、いかに相手の言葉が使えるというのは自分に
とっても素敵なことで、楽しいことであるというのが分かると思います。
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新崎隆子氏 プロフィール
神戸大学文学部卒業。青山学院大学大学院国際政治
経済学研究科博士課程修了（国際コミュニケーション）
。
公立高校の英語教員を務めたのち、国際会議や NHK
放送で通訳者として活躍。東京外国語大学や青山学院
大学でも教鞭を執る。『通訳席から世界が見える』(自
著)、『英語スピーキング・クリニック』(共著)、『最強
の英語リスニング実践ドリル』(共著)など著書多数。

英語学習 Q&A
Q：単語を覚えなくても話せると聞きましたが、本当でしょうか？
語学研究所所長 西牧：
「単語を覚えなくても英語は話せる」ということは確かによく聞きますし、単語の勉強を
せずに話せるのならば学習者にとっても朗報でしょう。私自身もいろいろなスクールや教
材を見てきましたが、確かに単語は要らないと言っているスクールは多いようです。そして
TORAIZ でも実は単語に重きを置いて学習をしているわけではありません。それでは、
「単
語を覚えなくても話せるようになる」というのが真実かというと、真実でもあり嘘でもあ
る、ということになります。なぜ真実でもあり嘘でもあるという中途半端な答えになるので
しょうか？今回は少し深掘りしてみたいと思います。
まず、単語の必要性に関してお話ししましょう。まず大前提として、単語の学習は最低限
必要です。極端な例ですが、I や You などの基礎単語を知らなければ絶対に英語を話すこと
はできません。そのため、単語の必要性というのは、
「どのくらいの数の単語を覚えるべき
なのか」と考えることができます。それでは実際にどのくらいの数を覚えるべきなのでしょ
うか。世の中で使われる全ての単語を覚えるのがベストであることは間違いないですが、そ
れは不可能なので、最低限必要な数を考えてみます。
一つ参考になるのが Oxford Advanced Learner‘s Dictionary （OALD）という辞書です。
この辞書の大きな特徴として、学習者が理解しやすいように簡単な単語を使って 18 万語以
上を定義しているということがあります。18 万語というと実際のコミュニケーションには
必要ないほどの膨大な数の単語で、とても難しい単語ももちろん載っていますが、それを簡
単な英語で説明できるということは、簡単な単語さえ知っていれば言い換えて説明ができ
るということです。ということは、その簡単な単語さえ覚えておけば、実際のコミュニケー
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ションでは言い換えを使って話せてしまうということになります。それでは OALD ではい
くつの単語を使って説明しているのでしょうか？それは実はたったの 3000 語です。そのた
め OALD を参考にすると、3000 語もあれば話すために必要な英語は十分ということにな
ります。
ここで最初の質問に話を戻しますと、「単語を覚えなくて
も話せるようになる」のが真実でもあり嘘でもあるというの
は、この 3000 語を覚えているかどうかによります。3000 語
レベルの単語を覚えているのであれば、既に知っている単語
を使って話せるようになりますし、逆に 3000 語に達してい
ないのなら、単語を覚えていく必要があります。このように
学習者のレベルによって変わってしまうため、英語学習者全員に対して、単語を覚えるべき
かどうか、を決めることはできないのです。
それでは TORAIZ ではなぜ単語に重きを置いていないかというと、高校まで英語を学習
してきて、大学受験くらいまで勉強している人は十分な単語を知っているからです。日本の
英語教育は批判が多いですが、単語や文法に関しては自信を持っていいです。例えば英検 2
級が高校卒業程度の英語力と定義されていますが、英検 2 級で必要なのは 5000 語程度で
す。ということは、高校までしっかり学習してきた人ならが 5000 語程度は学んでいるとい
うことになります。もちろん時間が経って忘れてしまっている単語も多いと思いますが、そ
れでも 3000 語程度は覚えていると考えられます。大学進学率が 50％以上あることを考え
ると、英語を話せるようになるには、日本人の多くは新しく単語を覚える必要はないと言う
ことができるでしょう。
しかし、これはもちろん、大学受験までしっかり勉強していた場合です。大学受験はした
が英語が苦手だったという人はそもそも 5000 語も覚えられていない可能性は高いですし、
大学受験をしていなかったり、高校も行っていなかったりする場合には 3000 語も覚えてい
る可能性は低いです。義務教育の中学校では 1200 語程度しか学びませんので、中学までで
学習が止まっている人は確実に新しい単語を覚える必要があります。
ここまでの話をまとめますと、英語を話すためには 3000 語を一つの基準として単語を覚
えるかどうかを決定しましょう。足りていない人は新しく単語を覚える必要がありますし、
既に覚えている場合は新しく覚える必要はないでしょう。単語力が 3000 あるかどうかは、
Weblio の無料単語テストなどでも測れますので、ぜひ自分に新しい単語が必要なのかどう
か試してみてください。そして今回は「話すため」には 3000 語でいいと書きましたが、
「理
解するため」には 5000～6000 語が必要ともいわれています。またの機会でこちらに関して
はお話ししますので、楽しみにしていてください。
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英語の履歴書
（トヨタ自動車株式会社常勤監査役

加藤

治彦氏）

ここでは、トヨタ自動車株式会社常勤監査役 加藤 治彦氏のインタビューを掲載します。
今月号より、全 4 回にわたってお届けします。
－－学生時代から社会人に至るまで英語学習の軌跡をお聞かせください。
加藤：最初に英語学習を始めたのは中学校で、ただ単に科目の中の一つというイメージで
した。その後、高校生でアマチュア無線を始め、直接英語を使うという経験をしました。
アマチュア無線で海外の愛好家と通信する。初めは非常にカタコトだったけれど、続ける
うちにだんだんと慣れも出てきて、ある程度は意思の疎通ができるようになったんです。
それが、勉強以外の形で英語というものの世界に接した最初のときです。
もちろん勉強としての英語も大切なので、高校から大学受験までは受験戦争を生き抜く
ため一生懸命に勉強しました。高校のときは、ペーパーテストの世界ではそれなりに英語
が得意だったし、あの当時、アメリカンフィールドサービス（AFS）という高校生の留学
機会があったのですが、その試験にも応募しました。だけど、これは高校から 1 人しか選
ばれないという非常に激しい競争率だったので駄目だったのですが、いずれにしても英語
に対する思いは高校のときが一番強かったです。
ところが、非常に残念なことに、大学に入ってからは英語を捨ててしまいました。当
時、昭和 40 年代はまだまだグローバル化が進んでいなくて、英語で仕事をするという感
覚も全くなかった時代。外交官や商社など、特別な分野の方たちは英語を使うという意識
をして学んでおられたと思いますが、私自身は英語で仕事をするという考えが全くなく
て、ジェネラルな仕事に携わっていきたかったので、むしろ英語は必要ない、かえって邪
魔だというイメージで大学時代を過ごしてしまいました。大学の 4 年間きちんと英語を学
習しなかったのは、私の人生三大後悔のうちの一つです。
その後、公務員試験を受けて 27 人の同期とともに当時の大蔵省に入省しました。そこ
では、4～5 人に留学の機会が与えられ、海外での経験をしてみたいなという気持ちから私
もテストを受けることに。ただ、私の英語は高校でストップしているし、まして英会話的
な慣れもないから、全く箸にも棒にもかからず結果的に留学はかないませんでした。だけ
ど、そのときは英語を用いた仕事が主流ではなかったので、別にいいやと国内仕事に忙し
くしていました。
それから、昭和 58 年、30 歳のときには銀行局銀行課に異動になります。そこでは外国
銀行の担当で、日本で支店を出して活動する外国銀行をスーパーバイズするという仕事を
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行っていました。当時の日本はバブル前で、ものすごい経済力を持っていてアメリカの企
業を買収していたので、どんどん外国人が進出してきていたのですね。それで、私のとこ
ろにも、免許の取得や事業拡大の相談、業務の報告など、仕事柄たくさんの外国人が訪れ
ることになります。当然、通訳も一緒なので全く支障はないのですが、毎日、毎日、話を
聞いていると、少しずつ英語が耳に入ってくるんです。それで、通訳される前にある程度
のことは分かるようになってきました。
それから、この時期はパーティーがすごく多かったです。本店から頭取が来るとか、支
店開設何周年とか、とにかくパーティーに招待されていました。そういうとき通訳はいな
いのですが、参加するうちに少しずつ慣れていって雑談する程度のことは、あの当時、何
となくできていたような気がします。もう 30 年以上前の話です。昭和 60 年からは、ドメ
スティックな国内の主税局の仕事になったので、結局はそれっきりずっと英語に携わる機
会はなくなってしまいました。
―11 月号へ続く。
加藤治彦氏 プロフィール
1975 年 3 月 東京大学法学部卒業
1975 年 4 月 大蔵省入省
2007 年 7 月 財務省主税局長
2009 年 7 月 国税庁長官
2010 年 7 月 国税庁長官退官
2011 年 1 月 株式会社証券保管振替機構専務取締役
2011 年 6 月 同社代表取締役社長
2013 年 6 月 トヨタ自動車株式会社取締役
2014 年 3 月 キヤノン株式会社取締役
2015 年 7 月 株式会社証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長
2019 年 3 月 株式会社証券保管振替機構代表執行役社長退任
2019 年 6 月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役（現在に至る）
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活動レポート（英語を話す 3 つのポイントセミナー）
今回は TORAIZ の受講生様を中心に、
「日本人が英語を
話すために必要な 3 つのポイントとは？」というセミナー
を開催しました。このセミナーでは①アウトプットとイン
プットのバランス、②スピーキング・リスニング力向上の
メカニズム、③科学的学習方法の実践という３つのポイン
トを話しました。合計 50 名以上の皆様にご参加いただき、ご好評頂きました。
まずアウトプットとインプットのバランスについてですが、第二言語習得論でもアウトプッ
トは重要視されています。正確には、インプットとアウトプットのバランスを９：１程度にする
必要があるというのですが、日本人は意識していないとアウトプットが減ってしまいます。そし
てアウトプットが減ってしまうと起こってしまうリスクについてもお話ししました。
そしてスピーキングとリスニングのメカニズムに関しては、とても大切なことですので、じっ
くりお話しをしました。英語の学習をしている人は多いですが、メカニズムまで勉強して学習し
ている人は多くありません。メカニズムについて知る重要性は、筋トレなどで例えると分かりや
すいでしょう。筋トレをするにも、何も考えずに行うと、あまり効果が出ないそうです。例えば
超回復というのがあるそうなのですが、筋トレをした後に何日か休息を取ることで筋肉が成長
し、休みを入れないと逆に筋肉を消耗してしまうそうです。これではいくら筋トレをしても効果
が出ず、本末転倒ですね。筋トレしている方は、最低限これくらいの知識は持って取り組んでい
ると思います。筋トレでは筋肉が付くメカニズムを知らないといけないのと同じで、英語の学習
も英語を話すメカニズムを知らないと効果的な学習はできません。今回はメカニズムについて
詳しく書けませんが、学習者にはぜひ意識してほしいと思っています。
そして最後に学習方法の実践を行い Q&A セッションがありましたが、Q&A セッションでも
たくさんの興味深い質問が出ました。一つだけ取り上げますと「日本人だけで会話の練習をして
いるのですが、アウトプットの効果はあるのか？」ということです。アウトプットの効果として
第二言語習得論で主張されている効果がいくつかありますが、日本人同士のコミュニケーショ
ンでもある程度は効果があると考えられます。自分がどんな表現が使える・使えないのかがわか
り、自分の英語が相手に通じるのかを試すことも日本人同士でできますし、アウトプットの練習
にはなると思います。しかし、日本人同士だと間違いに気が付けなかったり、正しいフィードバ
ックがもらえなかったりするので、やはり最も適したアウトプットの相手はネイティブや英語
の上級者となるでしょう。しかし、ネイティブとのレッスンを中心に、日本人とも話すというの
は効果的な学習ともいえるでしょう。
今回は英語習得のメカニズムを中心にセミナーを行いましたが、それ以外にも英語学習者が
知りたいこと、そして自分で工夫して試していることも多くあることに気づきました。今後も正
しい学習法を広めるとともに、英語学習者の質問に答えられるようなセミナーを開いていきた
いと思います。
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編集後記：所長より一言
英語の指導に加え、私自身も最近は TOEFL 満点を目指して集中して学習を開始しまし
た。そこで改めて気が付いたのは、英語学習のための教科書やアプリなどは、以前よりも確
実に進化し続けているということです。以前と比べてば、英語学習の環境は確実に改善され
ていると言えるでしょう。私自身の英語習得についての知識が増えただけでなく、明らかに
学習ツールが進化したことからの恩恵は大きいです。
例えば辞書ひとつとっても、昔は紙辞書しか選択肢にありませんでした。しかし現在で
は、もはや電子辞書ですら遅れているという時代になってきています。私はオンライン辞書
が便利なのでよく使いますが、オンライン辞書も数多くあり、しかも単語帳機能が付いて学
習もしやすく、用例の検索も簡単にできるので、学習の効率は大きく向上しました。
しかし、語学研究所の理念とも重なりますが、やはりいくら効率的な学習方法や道具があ
ったとしても、それをうまく個別最適化しないと英語は上達しません。ツールが増えれば増
えるほど、それぞれの特徴を最大限に生かして使用するのは難しくなっていくともいえる
でしょう。学習方法やツールが増え、情報もあふれてきたからこそ、それぞれの学習者に最
適な学習方法を選ぶことも、今後は重要となっていくでしょう。

TORAIZ 語学研究所所長 西牧 健太
プロフィール
TOEIC® L&R990 点（満点）
、TOEIC® S&W400 点（満点）
、英
検１級、英語学修士と日本語学修士を取得。コンサルタントとし
て受講生の学習をサポートした経験の後、現在は語学研究所に
て、より効率の良い学習方法を提案するため研究を続ける。
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