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英語Ｉにおけるメッセージ（伝違内容）

を重視した

インターラクティブな授業の実践
一動機付けから目己表現へ一
森

慎二１

英語でコミュニケーションする能力を酒養するために基本的に考慮すべきこととは何かを探ると共に

、

生徒が意欲的に取り組み表現力をつけていくためのインターラクティブな指導のあり方を 、高等学校では
総合的な英語学習の科目である英語Ｉにおいて 、メッセージ（伝達内容）を重視することを柱とし探 って
みた

。

して 、理解可能な言語入力（ｉｎｐｕｔ）こそが第２言語

はじめに

教育プログラムの決定的に重要な要素であるとし
文法の学習は付属的なものとしている

オーラル ・コミュニケーション関連科目が高等学

、

。

校に導入されコミュニケーション能力を養うことに
２

目が向けられるようになったが 、多くの生徒が履修

動儀付け

英語が

する高等学校の英語Ｉ ・皿にその指導法が十分活か

「嫌い」

あるいは 「苦手 」と思 っている生

されているとは言えない現状である 。大学入試問題

徒は多く 、そうした生徒たちを授業に引きつける方

レベルの内容をコミュニカティプに扱うことは非常

法としてまず授業の雰囲気作りの問題が考えられる

に難しいことは確かだが 、学習者の学習意欲を維持

それには 、教師 ・生徒双方の人間性や姿勢 ・態度が

しつつ実用にかなう英語力を身につけるには聞き

根幹となることは勿論である

・

成抜きには考えられない 。そこで 、以下の２点即ち

＠メッセージ

（伝達内容）を重視することを柱とし

。

クラシェンの情意フィルター

話すことを基本としたコミュニケーション能力の育

Ｆｉ１ｔｅｒ

ｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）を参考に

、

。

仮説（Ａｆｆｅｃｔｉｖｅ

、生徒にとって望まし

い学習環境の条件として次のことを考える

。

＠不安が少ない

たインターラクティブな英語の指導法

努力が認められ自信が持てる

＠コミュニケーション能力を高めるという観点に立

った文法項目の指導法について探 ってみた

周囲と良い人間関係ができている

。

また 、英語に対して好感を持 っていることも生徒

が意欲的に取り組む上で必要なことである

研究内容

。

もう一つの問題は 、教材の内容の選択 、授業形態
１

授業展開 、学習作業等を工夫することである 。その

習得と学習（授業で中心におくこと）

クラシェン（ＳｔｅｐｈａｎＫｒａｓｈｅｎ）は
Ｐｒａｃｔ１ｃｅ

ｍ

Ｌａｎｇｕａｇｅ

「Ｐｒｉｎｃｉｐ１ｅｓａｎｄ

方策として以下のことが考えられる

Ａｃｑｕ１ｓ１ｔ１ｏｎ」の中で習得

（ａＣｑｕＳｉｔｉＯｎ）と学習（１ｅａｍｉｎｇ）を区別し 、習得は

意味を伴う言語を

「拾い集める（ｐｉｃｋｉｎｇ

ｕｐ）こと

」、

学習は 「文法を意識的に知ること」 としてい乱そ

。

＠学習者中心となるようにする

インターラクション（相互伝達活動）を多くす

る（情報交換を誘引する活動 、グループ ・ペア
ワーク等）

知的好奇心の沸くメッセージ（伝達内容）にする
１

平成１０年度

長期研修員（英語）

＠個々の学習者と関連づける（個人化

県立ひばりが丘高等学校

（亘）自然でリアルな内容や場面にする

一７３一

・創作性）

、

＠インフォメーション ・ギャッ プを利用する

＠習 ったことが教室内外でコミュニケーションに

＠ゲーム的要素を盛り込む（文法形式を気にせず

活かせるようにする

に活動自体に集中できる）

￠個々の学習作業の内容 ・目的を明確にする

＠対話やスキ ットを通して疑似体験をさせる

以上を考慮の上授業を計画し実践した 。中でもメ
ッセージ（伝達内容）とインターラクション（相互

伝達活動）は大切な要素であるので注目した

ことなどがあげられる

。

５

３

。

文法項目の扱い

コミュニケーション能力酒養という観点に立つと

メッセージ（伝違内容）の重視について

（１）コミュニケーション能力習得の点から

き、

文法事項の説明よりコミュニケーション活動を

優先させるべきであると考える 。基本的に文法事項

自然な会話において 、我々が意識の中心にお

ＣｏｎｔｅＸｔ（文脈）の中でコミュニ

くのはメッセージ（伝達内容）であり 、文の構

はできるだけ自然な

造や形式といったことは殆ど意識の中にない

カティブに扱いたいが 、必要に応じて日本語による

。

自分がはっきりとしたチ云達内容を持つ時にコミ

説明を加えたり 、まとめて学習することも理解を深

ュニケーションが起こり 、その過程においてコ

め正確さを追求する意味で有効であると考える

ミュニケーション能力が習得される

。

。

６

授業への応用

（１）授業の流れ

（２）メッセージを深める点から

上述した諸点を踏まえて基本的な授業の流れを次

メッセージは 、日常的で易しい事柄から哲学
や思想等の難解な事柄までそれこそ様 々であり

、

のように考えた
￠

何をどこまで扱うかということに関してはグロ

ｏｒ

Ｆａ１ｓｅ

Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓによる内容把握度

＠テープ ・リスニングにより繰り返し聞く

は小学校ですでに日常会話を 、高等学校では社

（…）細かい点にまで触れたＴ

会問題などのかなり高度な内容を扱 っていると

内容把握する

聞いている 。世界の人々の共通の語題となるよ

うな内容に関して 、自分の意見を述べたりディ

スカッションしたりできるようなレベルにまで

内容の提示

確認（内容に関する大まかな質問）

準とすることは参考になる 。例えばオランダで

メッセージ自体を高めていく必要がある

＠

Ｗａｍ −ｕｐ

Ｔｒｕｅ

ーバル ・スタンダードのようなものを１つの基

。

、

。

ｏｒ

Ｆ

。

Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓで

。

＠

語句の確認／発音練習

の

内容に関するＱ＆Ａをペアで練習する

＠

個別にＱ＆Ａを行う 。（すでにＴｏｒＦやペアで

。

練習している部分もあり 、よりスムーズに発

授業においては教科書の内容を生徒に導入す

話できる）

る際工夫が必要となる場合が多い 。興味を引く

＠

ように 、または理解を助けるように 、非…語的

文法事項の簡単な説明とダイアローグの中で
の練習

手段（写真 、絵 、ジェスチャーなど）を利用し
、補足的に情報提供したり 、学習者自身と

＠

テキストの音読練習

の関連づけを図るためのＱ＆Ａ等をすること

０

テキストの内容に関するダイアローグ練習

たり

によって 、メッセージの深化をはか った

。

（２）教科書内容のダイアローグ化
４

学んだ内容について自由に自発的に話し合え

インターラクシ ョン

コミュニケーションを重視した授業では 、授業者

ることができれば理想的であるが 、実際には生

と学習者問及び学習者同士のインターラクションが

徒の多くは語句や表現力やｄｉｓｃｏｕｒｓｅ（会話の流

鍵となる 。インターラクションを促す要因としては

、

れ）などの面で未熟であり 、自発的な会話は成
り立たないことが多い 。そこで 、ある程度の語

＠教授者が理解可能な目的言語（この場合英語）

句やｄｉＳＣＯｕｒＳｅ

で話す

を与えたダイアローグ ・シート

を用いるのが実用的であると思われる

＠教室英語を定着させる

。

次の例は 、研究授業で使 ったダイアローグ

グループやペアによる活動を多く取り入れる

一７４一

・

シートの一部分である 。１９世紀中頃のミシシッ

見られた 。クラスの人間関係を垣問見るという

ピー川で当時のフロンティアの人々を楽しませ

点でも有意義であ った

たｓｈｏｗｂｏａｔの話が教科書の内容であったが

、

ランニング ・ディクテーション

それをタクシーの中という場面設定での会話形

式にしてみた 。（

）内は空白になっており

１チーム４名のチーム対抗ゲーム 。メンバー

、

はそれぞれ「 問題を伝える人 」、 「答えを探す人 」、

生徒が自分で考えて語句を入れて答えることに

「答えを聞いて書き取る人

なる 。学習者がメッセージ（伝達内容）を把握

していれば 、かなりスムーズに対話できる

。

」、

「答えを覚えて審

判に伝えにいく人 」の役割をする 。教室の数カ

。

所に問題の答えが載 っているプリントが貼 って
Ｄｉａ１ｏｇｕｅ（Ｌ

ｇ

あり

Ｐａｒｔ２）

、そこに答えを探しに行く 。早く全問正解

したチームの勝ちとなる

他〃 加８加閉施附伽９加伽８０〃 肋０伽娩ノ

。

＜生徒の反応〉：問題の内容が 、芸能人の生

〃打０〆伽醐 ．他 〃加ゐｇ０晦広０伽３か
２０ｒ ０９０伽 ０ 乃Ｐ肌晩ゐ加２佃ガ２〃

年月日や好みといった比較的興味のありそうな

胞〃ｈＺ閉肋肋６佃刀１伽伽ｒ

内容であったこと 、データは表形式で書かれて

おり絵も使 ってあったこと 、生徒の緊張感が多
Ｔａｘｉ

Ｄｒｉｖｅｒ１Ｗｈｅｒｅ
（Ｉ ｌｍ

Ｋｅｎ：

少薄らいでいたことで生徒はかなり活発に活動

ｆｒｏｍ？

した 。それぞれの役割の担当者がきちんと自分

Ｊａｐａｎ）

ｆｒｏｍ

ｔｈｉｓ

（Ｙｅｓ

ｙｏｕｒ

ｉｔ

ｉｒｓｔ

ｉｓ ．／Ｎｑ

ｖｉｓｉｔ

ｔｈｉｓ

ｔｏ

ｉｓ

ｔｈｅ

ｍｙ

の役割を果たしたか 、英語によるコミュニケー

ＵＳ了

ｓｅｃｏｎｄ

ションがなされていたか 、といった問題が残る

ｖｉｓｉｔ）
．

Ｄ：Ｄｉｄ

Ｔ．

ｙｏｕ

．

Ｔ， Ｄ：Ｉｓ

Ｋｅｎ：

ａｒｅ

ｙｏｕ１ｉｋｅ

Ｋｅｎ：Ｙｅｓ ，ｖｅｒｙ

が、

Ｔｅｎｎｅｓｓｅｅ子

．

Ｔｈｅ

Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｐｉ

１ｅｄ

Ｔ．

ａ１１ｔｔ１ｅ

Ｄ：Ｏｈ ，ｄｉｄ
Ｈａｖｅ

ｙｏｕ

ｙｏｕ

Ｗｉ１１ｉａｍ

ｉｓ

ａｂｏｕｔ

ｒｅ 汕ｙ

ｔｈｅ

ｇｒｅａ七Ｉ

ｓｔｕｄ

非常に活発に活動する

−

７

授業後の考察

グループ活動でゲーム的な要素を盛り込んだり

ｈｅａｒ ｄ ｏｆ ａ ｍａｎ ｃ創１ｅｄ

、

インフォメーション ・ギャップがある状態では 、理

Ｃｈａｐｍａｎア

Ｋｅｎ：Ｙｅｓ ．Ｈｅ ｗａｓ（ａｎ ａｃｔｏｒ）ｗｈｏ ｂｕｉ１ｔ ｔｈｅ

ｉ ｒｓｔ（ｓｈｏｗｂｏａｔ）

。

Ｍ１ｓｓ１ｓｓ１ｐｐ１

ｆ

ｅｖｅｒ

緊張感がほぐれ 、自分の行うべき行動が分

かっていて 、理解できる内容であれば 、生徒は

ｍｕｃ１１

解できる内容を扱えば 、インターラクションが活発
になることが確認できた 。また 、ペアで練習した後

．Ｒｉｇｈｔ〒

に個人に質問をすることで 、生徒の発話がスムーズ
になることも確認できた

所謂

（３）インフォメーション． ・ギャッ ブを利用した

達内容）の理解度に関して興味深い発見があった

活動
Ｃ）

。

般的な授業における生徒のメッセージ（伝

「Ｆｉｎｄ

ｓｏｍｅｏｎｅ

ｗｈｏ……

。

授業の中でオーラル ・イントロダクションという

」

人捜しゲーム 。プリントには Ｆｉｎｄ ｓｏｍｅｏｎｅ
ｗｈｏ ｈａｓ ｐ１ａｙｅｄ ｔｅｎｎｉｓ
といった英文が書かれ
ており 、生徒はクラメの中を歩いて項目に該当

形で英語によるストーリーの概要を紹介する部分が

する人を捜し 、その人の署名をもらう 。項目数

では 、５割以上が理解できたと答えたのは 、クラス

分署名をいかに早く集めるかを競う 。勿論話す

全体では６２％ 、英語が 「好き 」または 「どちらでも

きっ かけとして 、

ない」

。

Ｅｘｃｕｓｅ

ｍｅ ，ｂｕｔ ｍａｙ

Ｉ

ａｓｋ

あるが 、１１月の授業でその内容がどの程度理解でき

たかという質問に対し 、生徒の自己判断による回答

と答えた生徒では６５％ 、英語が

「嫌い」

と答

といった表現を付け加えることも

えた生徒では５４％であった 。内容の半分を理解でき

指示した
＜生徒の反応〉：経験上かなり活発な活動を

れば 、授業に対する不満 、不安はある程度解消でき

ａ

ｑｕｅＳｔｉＯｎ？

。

るであろうと考え参考とした数字であるが 、英語が
「好き 」「 嫌い」

予想していたが 、以外と落ち着いた動きで 、男

子同士 、女子同士のインターラクションが多く

という違いからくる理解度の差は

予想ほど大きくなか った

一７５一

。

かせるのだろう 。しかし 、それは日本語による英語

次に内容に関して興味が持てたかどうかというこ
とと理解度との関係を見てみる

についての学習であって 、それだけではコミュニケ

。

「持て

ーション能力がつかない 。生徒が理解できたことを

と答えた生徒と 「持てなか った 」と答えた生徒

もとに少しずつ発話量を増やし 、それを正確なもの

まず 、１月の授業において 、内容に興味が
た」

の割合はちょうど半々であった 。教科書は
Ｅｎｇ１ｉｓｈ

ｗｏｗ

Ｇｕｉｎｅａｎ ，ｓ

Ｄｒｅａｍ

にしていくという過程を巧く指導できれば 、必ずや

「Ｐｏｗ
−

ＣｏｕｒｓｅＩ」（文英堂）Ｌｅｓｓｏｎ１０

生徒の不満不安は解消しコミュニケーション能力が

Ａ

を披 ったが 、教科書内容に対す

育っていくものと信ずる

。

る生徒の印象度としても参考になる緒果である 。勿

また 、話された内容が十分に理解できなか ったり

論教科書の内容だけでなく 、提示の仕方も大きく関

伝わらなか った時に対処する方法を学ぶことが 、コ

与していると思われる

ミュニケーションする上で学習の初期段階から大切

。

であることを生徒に理解してもらう必要がある

内容の５割以上が理解できたと答えた生徒は全体

。

の６９％であったが 、内容に関して「 興味が持てた 」

おわりに

「まあまあ興味が持てた 」と答えた生徒では８９％で

あった 。一方 「あまり興味が持て

なか

った 」「つま

らなか った 」と答えた生徒では５２％であった

コミュニケーション能力を重視した授業において

。

メッセージの持つ意味はあまりにも大きい 。高次元

この結果カニらわかることは 、メッセージに興味が

持てるか否かが 、英藷が

かとい

のメッセージを授業で扱うことの難しさは 、外国語

うことより深く理解度に関わっでいるということで

であれ 、母国語であれ同じであろう 。学習者が学習

、興味深いメッセージの提供がいかに大切かが

内容に興味を持ち 、それに対して自分なりのメッセ

あり

わかる

「好き

」か

「嫌い」

、

ージを相手に伝えるという活動は 、英語という枠を

。

越えて重要である 。一方 、外国語を通し て相手のい
８

うことを理解したり自分を表現できることは楽しい

今後の課題

ゲーム的要素を含むグループ活動に比べ 、テーマ

ことであり 、異なった価値観 ・見方を知ることはす

に基づくディスカッションは 、多少の日本語使用を

べての人にとって非常に興味深いことであろう 。そ

認めたもののそれほど活発ではなか った 。原因とし

のためには 、やはり有意義なコミュニケーション能

ては経験不足や生徒同士の人間関係が十分できてい

力を酒養できる授業が欠かせない

。

なか ったことが大きいと考えられる 。高校１年生と

最後に今回の研究授業に際して 、いろいろご尽力

いう年代では 、まだ男女間の微妙な壁がインターラ

いただいた県立ひばりが丘高校の英語科の先生方を

クションにブレーキをかけていると思われる

はじめとする諸先生方に感謝の意を表したい

。

。

また内容的に充分興味深いと言えなか ったことも
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いことをあげている生徒が多い 。確かに文法説明を

「 英語 コミュニケーションの指導 」研究社出版

日本語訳をして内容をしっ かり確認するという
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授業は 、生徒にとって理解できたという気持ちを抱
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