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ELT-CLIL-EMIのタイプ分け
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高専におけるCLILの活用案

CLIL

英語での授業

工学系教員による
専門科目

（Type 1: 強形CLIL）

語学系教員による
科学技術英語

（Type 2: 弱形CLIL）

日本語での授業

工学系教員による
科学技術英語

(Type 3: 母語型CLIL)

工学系教員による
専門科目

(Type 4: 母語CLIL?)
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母語使用の効用＝学習の最大化
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‘Bi/multilinguals’ learning is maximized when they are 
allowed and enabled to draw from across all their 
existing language skills (in two+ languages), rather than 
being constrained and inhibited from doing so by 
monolingual instructional assumptions and practices. 

二・多言語使用者の学習が最大化されるのは、（２言
語以上の）既存の全言語スキルを活用することが許さ
れ、可能となる時で、単一言語による指導の想定や実
践により制限され、禁止される時ではない。

(Hornberger 2005: 607)



母語使用の機能
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(1)教育的機能 時間節約、足場かけ、理解促進、母語で獲得
したスキーマ（既存知識）へのアクセス、学習
ストラテジーとしての活用、教師と生徒の言語
不足補助、二言語リテラシーの発達、現実世
界のスキル、テストでの使用など

(2)意思疎通機能 スムーズなやり取り、授業運営、しつけなど
(3) メタ言語機能 言語的説明、母語と外国語の対照、気づきの

促進、言語形式への注目など
(4)心情的機能 ラポール（教師と生徒の心的一体感）、学習者

のアイデンティティー、積極的参加など
(5)認知的機能 深い思考、振り返り、学習の定着など

(Canagarajah 2011a, Cook 2010, Duff 1989, Garía & Kleifgen 2010, Kerr 2014, Hall & Cook 
2012, Lasagabaster 2013, Lewis, Jons & Baker 2012a, Macaro 2006, Moore & Nikula 2016, 
Nikula 2007)



translanguagingの定義
Translanguaging in CLIL classrooms concerns proactive 
and reactive learning activities and interactions in which 
students actively and purposefully use their own 
language and target language in order to maximize their 
learning in content-specific knowledge and academic 
language proficiency.

CLILにおけるtranslanguagingとは、事前および即興での
学習活動とやり取りであり、生徒は積極的かつ目的を
持って母語と目標言語を使い、科目固有の知識とアカ
デミックな言語能力の習得を最大化する。



translanguagingの活用モデル
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(Based on Flexible Multiple Model, García 2009: 342)

英語でのインプット
（読む・聞く）

母語でのインプット
（読む・聞く）

英語でのアウトプット
（話す・書く）

母語でのアウトプット
（話す・書く）

① ①

②

②③

③

④ ④

Type 1 & 2

Type 4

Type 3
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受容活動（英語） 産出活動（日本語）

語彙 英語で新知識の鍵となる用語を与
える

日本語の用語に置き換える

読む 英語で新知識に関する文章を読む 日本語でメモを取る、要約する

聞く 英語で新知識に関する映像を見る 日本語でメモを取る、要約する

読む・聞く 英語で文献やネットから情報を集
める

日本語でディスカッションする

読む・聞く 英語で文献やネットから情報を集
める

日本語で小論を書く

読む・聞く 英語で文献やネットから情報を集
める

日本語で口頭発表をする

② translanguagingの指導例（英→日）



③ translanguagingの指導例（日→英）
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受容活動（日本語） 産出活動（英語）

語彙 日本語で鍵となる用語を与える 英語の用語に置き換える

書く 日本語で文献やネットから情報を集め
る

英語でエッセイを書く

書く 日本語でアウトラインを作る 英語でエッセイを書く

話す 日本語で新知識に関する文章を読む 英語でディスカッションする

話す 日本語で文献やネットから情報を集め
る

英語で口頭発表をする

話す 日本語でアウトラインを作る 英語で口頭発表をする

話す 日本語でディスカッションする 英語で意見をまとめ、発表
する
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(Lin 2012, 2015, 2017)
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