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わか りやすい英語授業 のための基礎指導技術
Basic Skills in Reali zing Easy-to-understand English Instruction
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Takashi MIuRA

(平 成 12年 10月 10日 受理)

This paper ailns at describing the basic skills in teaching English in junior and
senior high school in Japan.Particularly,the emphasis is placed on the skills in providing
classroo■ l instrllction that is considerate and easy for students to understand. Such a

directory will be a very useful guide for those college students who are training to be
English teachers in the future。

Because of space lilnitation,this paper focuses on four areas of primary importance
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graFrlinar. The last section win describe how a Japanese English teacher and a native
English assistant teacher can cooperate successfully in teanl teaching.

は じめに
ここ15年 ほど、言語習得理論や外国語教授理論の世界的規模 の急速 な発展 に伴 って、 日本 の
中・ 高 の英語授業 の方法 も日進 月歩 の変化 を遂 げてい る。英語教師 は、旧来 の英語授業技術 に
更 に最新 のイ ンターネ ッ
旨導技術 を踏 まえ、
加 えて、ここ15年 ほどの コ ミュニケーション重視 のオ
ト利用 の授業法 をも身 に付 けてゆかねばならない。
こうした中で、基本 を押 さえた授業 とい うものが ます ます重要 になって くる。その基本 とは、
生徒の認知構造 に合 わせたわか りやす く親切 な授業 で ある。生徒が コンピュー タを操作 して海
外 と電子文通 した り、教室中を動 き回 りなが ら英語 を使 う新 しい授業 の中で も、わか りやす く
親切 に教 えるとい う教師 の任務 の基本 は決 して忘れてはならない。 さもない と、新 しい技術・
機器 に幻惑 されてただ単 に教室内 をウロウロ してい るにすぎない生徒 を生んで しまう。
大学 の英語科教育法 を担当 して 4年 、受講 生のための授業指導技術 の集大成 の必要 を痛感 じ
てい る。教科教育法用 テキス トの理論面 の充実 に比 べて、指導技術面へ の言及 はあまり系統的
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に集成 されてい るとは言 えない。学生が教育実習 に行 く際 に、基本 を網羅 した指導技術書 を持
たせたい と思 う。そのような理 由か ら、 わか りやす く・ 親切 な英語授業 を行 なうための基礎的
指導技術 を リス トア ップしてみると、次 のような項 目が挙 げられると思 う。

(1)授 業構成法 (1時 間 の授業 をどのような項 目で構成 し、 どう配列するか
(2)学 習指導案 の作成法
(3)Wa■ upの 行 ない方

)

111‐

に)教 科書 の内容理解 の行 ない方

(5)音 読指導 のあ り方
(6)文 法事項 の教 え方
(7)応 用段階での活動

(含 コ ミュニ ケーション活動 )

(8)ALTと のテ ィームティーチ ングの行 ない方
(9)発 間 と指名 の工夫
〔
0 板書 の工夫
αD ペ アワー ク・ グループ ワー クの運営法
ω テス トの分類 0良 いテス トの条件
α
〕 成績評価 の方法

O Classr00m Englishの 一 覧 と、用 い方

aD

生徒 の 自学 自習 の指導 (含 ノー トテイキ ング、予習、復習)

この うち、わか りやす く親切 な授業 を行 なうためには、当該授業 の新教材 の理解 を図 る(4)(5)

ALT

(6)の 活動 が特 に根幹 を成す と思われるので、本稿 ではこれ らを中心 にまとめた い。 また、

とのテ ィームテ ィーチ ングが 日常化す る中で、文部省検定教科書 を用 いたテ ィームティーチ ン
グの指導法が あまり提案 されていないので、
本稿 では(8)に ついて も言及す る ことに した。ティー
ムティーチ ングを普段 の授業 に取 り込む ことによって、やは りわか りやす い授業 の実現 を図 る
ものである。以上の理 由か ら、上記 の リス ト中の下線 を付 けた項 目について、指導技術 を集成
してここに紹介す る。記述 にあた っては、技術面 を重視す るが、 その技術 がなぜ有効 かを理解
するのに必要 と思われる場合 には、理論 について も簡潔 に言及す る。

1.テ キス ト本文の内容理解の行 ない方

1.1

内容理解活動 は何 のために行なうか

人 間 の言語記憶能力 は、意味 の理解 に大 き く依存 してい る ことは心理学実験 で証明 されてい
る。被験者 に、意味 を成すアルフ ァベ ッ トの語群 (例 :whistle,science,peasant)と 、意味 を
成 さない無意味語群 (例 :teswlih,eeccisn,pseatan)を 暗記 させ ると、前者 の記憶 は長期的 に
保持 されるのに対 して、後者 の記憶 は急速 に失われて しまう。要するに人 間 は、意味 のわか ら
ない言語 を記憶す る ことはで きないので ある。
英語授業 に於 いて も、教科書本文 のメ ッセージ内容 が理解 で きてはじめて、記憶す る準備 が
整 うわけである。英語教科書 の本文 は、中学 1年 4月 の導入時 には、 1時 間 にわずか 4行 程度
で あるか ら、生徒 の内容理解 は容易 と言 える。 しか し、 これが 中学 3年 となると、授業 1時 間
で扱 う本文 は10行 を越 え、単語数 も70語 以上 とな り、内容理解 も容易 ではな くなる。生徒が 内
容 を理解 で きない ままに授業 を進 めて しまえば、 まさに無意味語 を記憶 させ よ うとした心理学

わかりやすい英語授業のための基礎指導技術

193

実験 と同 じ こ とを して い る こ とにな って しま う。

1.2

内容理解 とは何 か

最近 の言語理論 によれば、書 かれたメ ッセージを読 んで理解す る、話 されたメッセージを聞
いて理解 す るとい うことは、受身的 な行為 ではな く、受 け手 の能動的 な行為 であるとされる。
つ まり受 け手 は、 自分 の持 ってい る背景的知識 (こ れを schemaと 呼ぶ)を 働 かせて、 メッセー
ジとの間で意味 の交渉 を行ない、 自分 な りの意味 をそのメッセージに付与 してい るとい うので
ある。
「 ここではきものをぬ ざましょう」とい う立 て本Lが あ
例 えば、ある神社 の入 回の階段 の横 に、
るとする。 このメッセージは、
「 ここで履物 を脱 ぎましょう」とも「 ここでは着物 を脱 ざましょ
う」 とも読 めるわけだが、受 け手 はその立て札 が風 呂屋 ではな く神社 に有 るとい う状況 か ら、
背景的知識 を働 かせて、履物 の意味 をメッセージに付与 す るのである。
したがって内容理解 とは、 テキス トのメッセージ と受 け手 との、意味 の交渉 の産物 だ と言 え
る。 この意味 の交渉 のプ ロセスが十分 で あれば、内容理解 は深 まるのだ。 では授業 で どうや っ
て、意味 の交渉 のプ ロセス を実現 で きるのだろうか。 それは、受 け手がテキス トを別 のフォー
マ ッ トに変換す る作業 を通 じて行 なわれ ると考 えられる。具体的 には次 のような変換 で ある。
(新 しい テキス ト)

とのテキス ト)

(も

書 かれたテキス ト

受 け手

話 されたテキ ス ト

別 の言語 へ の翻訳
ダイヤグラム
表
別 のスタイル のテキ ス ト

surnmary
こうした作業 で、受 け手 はもとのテキス トにある情報 を、新 しいテキス トヘ移 し替 えてゆ く。
す る。受 け手 は、 もとのテキス ト
もちろん、テキス トが長 くなれば、移 し替 える情報量 も増カロ
と新 しいテキス トとの間 を何度 も行 き来 しなが ら、 この作業 を行 なってゆ く。 これがテキス ト
と受 け手 との意味 の交渉 になるので あ る。以下、 これ ら各種 の変換作業 について解説 する。

1.3

日本語訳 の問題

(1)日 本語訳 についての賛否両論
テキス トを別の言語 に翻訳 す る中で最 も一般的 なのが、母語訳 で ある。実 は外国語教育 で用
い られてきた意味 の交渉 プロセスの中で、非常 に誤 り導 きやす い ものが母語訳、我 々の場合 は
日本語訳 で ある。 日本語訳 へ の賛否両論 を検討 してみよう。
賛成論

:

(1)英 語教育 は、 日本語教育 をも兼 ねてい る。 したがって英語授業 では生徒 に英語 の特質 を理
解 させ ると共 に、 日本語 の特質 をも理解 させ るべ きである。
(2)我 々は 日本語 に依存 して物事 を思考 してい る、 日本語 は我 々の知的武器 で ある。英語学習
に於 いて も、理解 の道具 として 日本語 を活用すべ きである。
(3)英 語 の具象的 な語 は日本語 を介在 せず に理解 が可能 で あるが、抽象的 な語 は日本語訳 を与
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える方が近道である。
反対論

:

(1)英 語 を日本語 に置 き換 えたか らとい って、内容 が理解 できたわけではないのに、教 師 も生
徒 も訳す と安心 して しまう。

(2)英 語 の定期 テス トに、生徒 が 日本語訳 のまる暗記 で対応す るような、本末転倒の学習態度
を生んで しまう。

(3)日 本語訳 に依存 していたのでは、 ナチ ュラルスピー ドの リスニ ングに連 いてゆ くことはで
きない し、 リーデ ィングのスピー ドも伸 びない。

(4)授 業 の中で、 テキス トを日本語 に訳す作業 が時間 を くい、英語 を実際 に使 う活動 がおろそ
かになる。
以上 をまとめてみると、訳 を授業 のメイ ンに据 えるのではな く、あ くまで も英文テキス ト理
解 の一助 として限定的 に用 い るな らば、 日本語訳 もあながち否定 はできない。 もちろんその間
に も、英語 を英語 のままで理解す る活動 を併用 し、 その力 の伸張 を図 るべ きことは言 うまで も
糞い。
え
授業 にお ける日本語訳 が批判 される最 も大 きな理 由は、 日本語訳 その ものの問題 とい うより
も、 それ以外 に何 の工夫 も無 い訳読一辺倒の授業法 にあると思われる。 日本語訳 をした らその
次 に何 を行 な うか、 それが問われてい るので ある。

(2)日 本語訳 にお ける訳語 のバ リエーションの問題
英語 と日本語 の間 には、一対一 の対応関係 が あるわけではない。だか ら一つの英文 に対 して、
幾通 りもの 日本語訳 が可能 で ある。例 えば次 のような英文 を考 えてみよ う

:

Sunshine English COurse 2,Program llよ

り)
Ever since he was a boy,Lorenz has studied anilnals.
(FIJ:文 :は

(危

た ｏ
し す

(ガ

ま ま
き い
／ｆｌヽ

(3撃

口レ ン
つ
と
ツ
ず
は
｀
動
て
物
(写 (段 臭
ぃ
っ
て(電 霧(し

つ
た

なん と、 これだけで も日本語訳 のバ リエーションが10以 上 あ りうる。問題 は、生徒 がせっか く
正 しく訳 せていて も、 それが教師 の訳 とちが うと自分 の訳 を否定 して しまうことで ある。ある
い はテス トの答案 で、内容的 には正 しい訳 で も教師 の与 えた訳 とちが うか らとい うだけで、誤
答扱 い されて しまうことで ある。 このような こ とを繰 り返す と、生徒 は自分 が本当 は力 を持 っ
てい るのに自信 を失 っていって しまう。
これへ の対策 として教師 は生徒 に、複数 の日本語訳 が あ りうる ことを常 に強調す る必要が あ
る。また多少教師 の訳 はとちがっていて も、内容 を理解 してい ると思われ る生徒 の訳 は positive
に扱 うべ きで ある。

(3)日 英 の語順 のちが いの問題
周知 の とお り、英語 の文構造 は日本語 のそれ とは大 きく異 なってい る。そのため、英文 を整 っ
た 日本文 に訳 そうとす ると(正 式訳)、 うしろか ら前へ訳 した り、あち こち飛 びなが ら訳す こと
にな り、非常 に煩雑 で ある。一 方、 こうした不 自然 さを解消す るために、英文 を頭 か らフレー
ズ ごとに訳 してゆ く方法 もあるG吾 順訳)。 両者 の長所・短所 を上ヒベ てみよ う。ttHe thought that
perhaps the baby geese didn't know their mother."と い う文 を例 にとって見 てみよ う。
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正式訳
HQ thought that perhaps the baby geese didn't know their FnOther.

＼

彼 は、 た ぶ ん その赤 ち ゃんガチ ョウたちは、 自分 の母親 がわか らないのだろうと考 えた。

見 ての とお り、整 った 日本語 にな りはしたが、交錯 した矢印が示す ように、語順 の変換 が大
変複雑 になってい る。 つ まりこの作業 は、単 なる英文の内容理解活動 にとどまらず、 日本語 の
作文練習 をも含 んでい る。 また、学力 の低 い生徒 が この訳語 を与 えられた場合、 どの英語語句
が どの日本語語旬 に対応す るのかが、理解 しに くい。

語順訳

He/thought/that perhaps/the baby geese/didn't knOw/their inOther.

↓ ↓

彼は/思 った/

↓

↓

↓

↓

たぶん/ その赤ちゃんガチョウたちは/ 知らなかった/ 自分の母親を

この場合、語順変換 の煩雑 さは解消 され、語句同士の対応 関係 もはっきりしてい る。英文 を
頭 か ら理解す るので、読解 スピー ドは向上する。 また、頭 か ら理解 する習慣 はリスニ ングに於
いて非常 に有効 で ある。 ただ し、 この訳語 が 日本語 として不 自然 だ とい う欠点 は残 る。
以上、両者 の長所・ 短所 を比較 したが、授業 ではどち らが望 ましいだろうか。低学年 では、
一文 が短 いので正式訳 で問題 はなかろう。学年が進行す るにしたがって、筆者 は語順訳 を使用
すべ きだ と考 える。なぜなら、我 々が担当す るのは英語 の授業 で あつて、翻訳 の授業 ではない
か らである。 もちろん生徒 に「 これはあ くまで も内容理解 のための変則的訳 で あ る」 と断 った
上での話 しである。
先述 した ように内容理解 とは、書 かれ・ 話 されたテキス トのメッセージと受 け手 との、意味
の交渉 のプ ロセスで あ る。 それは、受 け手 がテキス トを別 のフォーマ ッ トに変換す る作業 を通
じて行 なわれると考 えられ る。 そのフォーマ ッ ト変換 の一つ として、 ここで は日本語訳 を検討
した。次 のセ クションでは、 その他 のフォーマ ッ トヘの変換方法 を紹介す る。

1.4

日本語訳以外 の内容理解活動 の各種
(1)ダ イヤグラムヘ の変換
読 んだ り聴 いたテキス トを、文章 でな く論理構成図 (ダ イヤグラム)に 変換す る ことで内容
理解 を図る ことがで きる。 これは、科学的論文 や仕様説明書 といった、論理整然 としたテキス
トの理解 に適 してい る。次 に述 べ るのはその一例 で ある
+r

:

t A7+X

l'
A shellfish, despite the name, is not a fish. In the minds of many restaurant
customers, it is just another word for seafood. Some will say that the only kind

of fish they like is shellfish. While their mistake is understandable, since both
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live in the water,shellfish are not really fish.A fish has a backbone;a shenfish
doesn't.A shenfish is a water anilnal with a shell,for example a crllstacean or

a mollusko Crustaceans are aniFnalS With a hard shell,jointed body,appendages,
and gills.Lobsters,crabs and shrilnps are three examples.Mollusks have soft

bodies with no segments,but with,usuany,a hard shell,Snails,clams,Oysters,
and mussels are monusks.so are slugs,octopuses,and squids,even though they
don't have shells.(Jし 筵昭И%り な η物′Cθ ππ%π たり彪sよ り)

ダイヤグラム変換

she」 ピ
LJh

に詢

I

watclr pnimal with

(定封
:b°

tappendagesandgins

la面 m」 sthat havo800 bOdies with i

i

完成 したダイヤグラム を見 ると、 もとのテキス トよりも内容 が簡潔 に整理 されてい るのが特
徴 で ある。

(2)表 へ の変換
表 へ の転換 は、幾 つかの人や物 を比較対照 したテキス トの理解 に適 してい る。以下 にその例
を述 べ る

:

もとのテキス ト
George Washington and Abrahanl Lincoln, two of Arnerica's greatest presi‐
dents,were very different from one another.WashingtOn was from a wealthy
fanlily,but Lincoln's fanlily was pooro While WashingtOn had a career as a
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nlilitary man,Lincoln was a lawyero Washington retired fronl the Presidency
after his second terrn and died peacefully at his estate.In contrast,Lincoln was
assassinated after his election to a second te■

111.(「 パ ラグラフ英作文」
,p.72よ

り、

筆者一部改変 )
表 へ の変換
George Washington

金持 ち

軍人

人生 の終 わ り方
引退 →平和 な死

Abraham Lincoln

貧乏

弁護 士

暗殺 された

人

名

身

出

職

前

ここで も、完成 した表 を見 る と、 テキス ト内容 が 、原文 よ りもはるか に簡潔 に表 中 に整理 さ
れ て い る ことが わ か る。

(3)図 へ の変換
図 へ の変換 は、物事 の操作 や制作手順 を述 べ たテキス トの理解 に適 して い る。 ただ し、授業
で 図 を描 かせ て い る時間 は無 い ので 、図 はあ らか じめ教師が作成 してお き、 それ を順不 同 で提
示 して生徒 が正 し く並 べ替 える方式 が 良 い。例 えば中学教科書 One World English Course 2,

Lesson 9‑3(p.66)の ジ ャック・ オ・ ラ ンタ ンの作 り方図 が参考 にな る。

(4)別 の ス タイルの テキ ス トヘ の変換
対話文 のテキス トを書 き下 し文 に変換 した り、長 い文章 をサ マ リー に変換 す るな どの作業 を
通 して、 内容 理 解 を図 る。何 もヒン トな しに行 な う と負担 が大 きい ので 、 空所 補充 式 に して変
換文 を完成 させ る方式 を とる とよい。下 の例 は、電話 の会話 を聞 い て、伝言 メモ を完成 す る方
式 で あ る。
もとのテキ ス ト(電 話 の会話 )
(JИ

力θ
aα θ
乃
唯 Cムz″ ら α力なんsθんθθ′ム
%た

滋 g』角.Bη

"π

πムリ
ι
む夕αγ
′θπθQ/力 た S洗%ルπ′

Mr.C)larke:He1lo.1江 ay l speak to Ms.Brown,pleaseP
Cleaning lady:I'rn sorry she's out now.Do you want to leave a messageP

Mro Clarke:Yes,please.Iam Mr.Clarke,Jackey's teacher.Jackey had a big fight
with one of her classmates last week and broke her allll.She has been absent
fronl school since then.I want to talk to her parent as soon as possible.1江

y

office phone is 869‑2253‑1313.

Cleaning lady:Okay.I will give her your inessage.
変換後 のテキ ス ト
受 ″ 係 は急 い で 力忽 ノ物 7″%に /ア ック ス を送 クま した。 百統部 に断

を話ス して ノ ア ック

ズ を完 ′ ιな さ い。

Dear ⅣIs.Brown,

Mr. Clarke, Jackey's.

has

just called you. He wants to

to you.
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injured her classmate last week and has not attended
ゝ江r.C)larke's

is 869‐

2253‐

1313.I)lease

slnce then.

him as soon as you can.

2.テ キス ト本文の音読指導の あ り方
テキス ト本文 の音読 とは、 テキス トの本文 を声 に出 して朗読す ることを意味する。ただ し会
話文 の場合 には、単 なる棒読 みではな く、意味 を汲み とった上で表情 をつ けて相手 に向かって
発話する ことをもそれに含 める。

2.1

音読軽視 は英語上達 の命取 り

今 日、 テキス トの音読 をあま り重視 しない傾向が あるように思 う。筆者 が昨年行 なった調査
では、かな りの中学・ 高校 の英語授業 で、1授 業時間内の音読回数 が 4回 以下の ところが大半
を占め、最 も少ない ところで はわずか 2回 しかなかった。 これではあまりに少ない。筆者 は、
音読回数 は英語学力 に正比例す ると考 えてい る。 1時 間 の授業 で手 を変 え品を変 えて 8回 は音
読す るべ きで ある。 なぜ音読 はそれほど大切 なのだろ うか。 その理 由を下記 に述 べ る

:

(1)読 めない単語 は覚 えられない
音読 が必要な第一の理 由 は、
「読 めない単語 は覚 えられない」とい う法則 で ある。言語 は、人
間 の頭 の中では音声信号 として伝達・ 処理 されてい る。耳 か ら聴 いた言語 はもちろんの こと、
日で見 た文字言語 も、人間は映像 としてではな く音声 として脳内で処理 してい る。
例 えば電話番号 を覚 える時 を考 えてみよう。054‑237‑8695と い う番号 をあなたはどうい うふ
うに記憶 してい るだろ うか。「ゼ ロ・ ゴ・ ヨン・ 二・ サ ン 0ナ ナのハ チ・ ロク・ キ ュウ・ ゴ」 と
音声化 して記憶 してい るはずで ある。 こうしなければ脳内で処理 で きないのだ。
したがって英語 の学習 で、習 つた単語 を発音 で きるようにす るこ とは、記憶す るために不可
欠な条件 なので ある。

(2)十 分 な音読 で脳内回路 が増強 され る
大脳生理学 (「 NHKサ イエ ンススペ シャル 脳 と心」)に よると、同 じ脳内回路 に何度 も同 じ
イ ンパル ス (電 気信号)を 流す こ とでその回路 に LTP(長 期増強)現 象が起 きる。 これは短気
記憶 とは比較 にならないほ ど長期 にわたって保持 される回路 を形成する。
(3)自 分 の朗読 の声 は有効 なイ ンプ ッ トで ある
言語習得 は、 自分 の現在 の言語能力 をほんのわずか上 回 る言語イ ンプ ッ トを、受 けて理解す
る ことを通 して促進 されると言 われてい る。音読 してい る時、人 は自分 の音読 の声 を同時 にイ
ンプ ッ トとして聞 いてい るので ある。 これが言語習得 を促進するのだ。
以上、音読 の大切 な理 由を説明 した。英語教師の大切 な任務 の 1つ は、生徒 が既習範囲をス
ラスラ朗読 で きるところまで達成 して家 に帰す ことである、 そのためには授業時間内にテキス
トを 8回 以上音読 させた い。

2.2

音読指導 の手順

生徒 を飽 きさせず に、効率的 に、十分 な回数 の音読 を実施す るための手順 を述 べ よう。必ず
しも全部 を行 な う必要 はないが、次 のようなステ ップが考 えられる。
(1)テ キス ト本文 の意味 の理解
必ず内容 を理解 したあ とで音読 に入 る こ と。 その順序 を逆 にする と、意味 のわ

わか りやす い英語授業 のための基礎指導技術

か らない無意味語 を発音

￨

せ る こ とにな り、効果 は薄 い。
育

(2)教 師 による範読
範読 はナチ ュ ラル ス ピー ドを原貝Jと し、不 自然 にゆっ くりに しを■ヽこと。

1
(3)教 師 の フ レー ズ切 り読 み
た英文 にフ レー ズ 区切 りを入れ させ る。
生徒 は迷 うので 、 フ レー ズ切 りの モ デル を示す

(4)教 師 のあ とについて フ レー ズ ご とに リピー トさせ る
生 徒 が発音 しに くい箇所 で は、backward build‐ upと い つて、最後 か ら少 しず
つ語数 を増 や して リピー トさせ る。例 えば"they had a lot of problems"が 言
い に くい場合 には、 problems"を リピー ト→ of problems"を リピー ト→ lot
of problems"一 > a lot of problems"一

>

had a lot of problems"一> they had a

lot of problems"を リピー ト、 とい うふ うに積 み上 げる。

な
↓

︑
て
つ 咄い れれ御
に わ嚇 剛榔榊
こ
︒ 詢ぃ 諄岬﹂
る

ち

徒 う さ
生 い 卜

ｆ
︒
師
ｔ
ｏ
︲
ａ
ｄ
専
ａ
ｈ
︒
恥ユせ
る

胸

教

５

教

７

せ
さ

意 一
を ピ

は

り

８

ず で と
ま ん う

後たも

ｒ

９

餓← ︲︱← な︲︱← ａ
腱
ｄ
ａ
ｅ

各

６

00

挙手 させて音読 させ る

1

全員 の前 で音読 させ るので、 自発的 に立候補 した生徒 に読 ませ るな どして、恥
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一旦音読 を開始 した ら、途中で教師が干渉す る
￨み

きらせ る こと。 さもない と、小 さな ミスのた

だ りする神経質 な読 み癖 をつ けて しまう。
α〕 時間制限読み
テキス トの 1セ ク シ ョンを、付属朗読 テ ープが読 む所要時間 の1.2倍 程度 の制限
時間内 に読 み きらせ る練習 を言 う。単語 を 1個 1個 ぶつ切 りで読 む状態 を脱 し、
文 をなめ らか に通 して読 めるよ うにす るために行 な う。
こ うした 目標 を与 える ことに よ り、 それ を達成 す るために生 徒 がテ キ ス トの英
文 を何十 回 とな く頭 に通す ことに も意義 が ある。

a動

時間制 限暗唱

朗読 テー プの所要時間 の1.5倍 程度 の制限時間内 に 1セ ク ションを暗唱 して言
えるようにする練習。一見機械的 に見 えるが、実 は大 い に意味が関係 してい る。
一連 の文 を暗唱す るためには、
話 しの流れを想起 し「
、 この次 は こうなるはずだ」
とい う思考 をめ ぐらさねばな らない。

α
〕 イ ンフォメーション・ ギャップ読 み
生徒 にペ アを組 ませ、 テキス トの対話文 をもとに、 それぞれが 自分 のセ リフだ
けしか見 えない よ うにして対話練習する。例 えば次のように、ペ アに別 々のハ
ン ドアウ トを与 えて行 なう。

(Ken ffi)

Ken : How do American students go to
Tom:

(Tom用
Ken :
Tom: Most students go to school by bus.
)

school?

Look at the school buses.

Ken : Are they all yellow?

Ken

Tom:

Tom: Yes. They pick up students near their
Ken :
Tom: Not really.

Ken : Oh, good for them.
Tom:

:

houses.

Many schools are far from their houses.
(Aセ ω

CЮω%ET′′
s力

S

磁雰 Attω E磁統o%I,Lesson 9よ り)

この方式だ と、 自分 の話す タイ ミングを知 るために、相手 のセ リフをしっか り
聞 く必要 に迫 られ る。 かな り本物 の対話 に近づ いた練習がで きる。
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逐次通訳読 み (で きたペ アか ら座 る)
テキス トの 1セ クションの英文 を使 ってペ アで行 なう。、
一 方 の生徒 がテキス トの英
文 を 1フ レーズご とに和訳 して相手 に聞かせ る。相手 は、和訳 を聞 いてそれを英語
に復元 して返す。 クラス全員が立 って行 ない、終了 した ら役割 を交替 して もう 1ラ
ウン ド行 ない、 それが終了 したペ アか ら着席す る。

わか りやす い英語授業 のための基礎指導技術

例

:

テキス ト英文 :Mr.and Mrs.Greenwood took JesSe/to their house./They were
kind/and JesSe had a wallll place to sleep./1But Jesse was not happy./ (ハ ワ

"

θ
π a夕 .17よ り)を 使 って
s fttω E磯″
た力Sι ″ι
0窃協 Eη」
(EreB)
(生徒 A)
Greenwood夫 妻 は Jesseを 連 れて い った

-->

彼 らの家 へ

Mr. and Mrs. Greenwood took

Jesse

to their house.

->
--+
---+
----+

彼 らは親切 だった
そ して Jesseは 暖 か い寝 る場 所 を得 た
しか し Jesseは 幸 せではなか った

They were kind
and Jesse had a warrn place to sleep

But Jesse was not happy

2.3

家庭学習 としての音読指導
人 間 の記憶 は、一度学習 した ことを24時 間以内 に繰 り返す と定着 が高 くな る。音読 を家庭学
習 として も奨励 し、 その日の うち に学習範囲 を 5回 以上大 きな声 で朗読す るよう指導 したい。
大変良 い発音 の 自己 チ ェ ックになるので、
また 自分 の朗読 をテープに録音 して聞 き返す ことは、
これを奨励 し、時折 リテープ を提出 させて評価 した い。

3.文 法事項 の教え方
中学校 の英語教科書 の 1時 間分 のセ クションには、重点 となる文法事項 が大体 1つ ずつ配置
されてい る。その文法事項 を含 んだ文 を、その日の key sentenceと 呼ぶ。文法事項 の指導 は普
通次 のような手順 で行 なう。 (勁 πs力 勿ιttE施 力の πttι 2 PrOgram llを 例 として用 い る。)
① まず、 その日の key sentenceの 意味 を理解 させ る。
(板 書例

)本 日の key

Lorenz

sentence

I bas*sJs"disd.

ローレンツは ￨ ずっと研究してきました

since 1920.

anirrlals

1920年 以来

動物 を

②次 に、文法法則 を、帰納的 0演 繹的の両方 を用 いて提示する。帰納的提示 とは、当該 の文法
事項 を含 んだ実例 を豊富 に見せ、 その中か ら生徒 にルール を発見 させ る方法 で ある。生徒 が言
語 データか ら言語法則 を自 ら類推す る力 を養 うので、 自立 した learnerを 育 てる上で有用 であ
る。演繹的提示 とは、 まずルール を与 え、次 いでそのルール を応用 させて理解 を養 う方法で あ
る。 どちらが得意 かは生徒 によって個人差 が あるので、授業 では両方 を併用する ことが望 まし
い。 また、演繹的提示 では、不用意 に文法用語 を乱用 して生徒 を混乱 させ る ことのない よう心
が けたい。下記 に、双方 の説明 の板書例 を記す

:
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帰納的提示 の板書例
「ある時 か ら今 までずっ と〜 してきました」 の表現
(1)

I was born in Shizuoka in 1987.

I have lived in Shizuoka

(2)

I became a member of Girl Scout in 1993.

I have been a member of Girl Scout since

(3)

I started Judo in 1996.

I used computer for the first time in 1998. --->
(5) I started English lessons in 1999.
+
(4)

teacher.
in 1980.

She became a teacher

1993.

I have practiced Judo since 1996.
I have used computer since 1998.

-**->

(6) Ms.Yamada is our English

since 1987.

I have studied English since

1999.

------>

-+

She has taught English since 1980.

↑
上 の文 に共通す る部分 はなんだ ろう ?下線 を引 い てみ よう。
(6)だ

け、上 の 5つ とは異 なる点 が 1つ ある。 なんだ ろう ?

演繹的提示の板書例
例文

: I have Studed

(1) since 1999.

English<

(2) since

I

entered junior high school.

‐
‐
‐
―
―‐
‐
‐
‐
― ‐
‐
‐
‐
‐
―
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
―
‐
‐
―
―
―一‐
―‐
一―
↑ ― ―― ―

(1)since+年 号、月、 日付、時刻
ルール

:

(乱

の
過
去
分
詞
5+動 詞

(2)since+主 語 十動詞

=〜

=〜 以来

が〜 して以 来

「今 まで ず っ と〜 して きた」 を表 す
この形 を現在完了形 とい う
③新 出 の文法事項 が わか る とどん なに便利 か を理 解 させ る。
新 しい文法 事項 を導入 す る時、生徒 に「 また勉強 の負担 が増 える

!」

と思わ せ な い ように、

む しろそれ を学 ぶ こ とによって広 が る 自由や便不Uさ をわか らせた い。例 えば、上 で扱 った現在
完了形 の提示 で は、便利 さを こ う説明 しては どうだ ろ う

:

一郎 さん (25歳 )が 、 お さなな じみの Cindyに 愛 を告 白 して い ます。

Ichiro:Cindy,please Fnarry lne.1loved you when l was 15,when l was 16,when l was 17,

when l was 18,when l was 19,when l was 20,when l was 21,when l was 22,when
l was 23,when l was 24 and now when l an1 25。
Cindy:SO you have loved ine since you were 15。
IchirO:Yes,that's right!
④練習 によって理 解 を深 める。
適語 補充 や部分的英作文、語変形 な どを用 い て理 解 のための練習 を行 な う。
(語 変形 の例

)文 末 の語 を正 し く変化 させ て

に補 い な さい。

わか りやすい英語授業のための基礎指導技術

1. We have
(適 語補充 の例

here since 1940。 (live)

)日 本文 と同 じ内容 を表す ように ( )に 適語 を補 いなさい。

)EnglishP
1. How long (
)you(
あなたはどれだけ長 く英語 を勉強 してきましたか。
⑤小テス トによって全員 の理解 を確認す る。
⑥ コ ミュニケーション活動で実際 に用いてみる
目標 たる文法事項 を含 む英語 を用いて、生徒同士で実際 にコ ミュニケーションを行なって習
熟 を図る。上述の現在完了形 を用いた コ ミュニケーション活動 の例 を下 に記す
:

i)ク ラスを 4人 ずつのグループに分 けて着席 させ、グループ員 に 1か ら4ま でナ ンバー
を付 ける。
生 徒全員 に、 1問 ず つ現在完了形 を用 いた質問 を作 らせ る。 ナ ンバ ー に応 じて、使 う
α
は
動詞 を指 定 す る。例 えば No.1の 生徒 は Have you ever been to¨ ・P"、 No.2は Have
ttHave you ever
RRHave you ever eaten C
you ever seen・

"P"、

No.3は

P''、

No。 4は

read… P"を 用 い た質問 を作 る こととす る。なお、これ以 外 の動詞 を使 った質問 を思 い
ついた生 徒 は、 それ を使 つて よい とす る。
¨
ｎ
Ｖ

質問 がで きた ら、 まず グループ 内 で互 い に問答 しあ う。
は
次 に、全員 が立 ち上が って、自分 のグループ以外 の人 に質問 して まわ る。返事 の yes"
とは
no"の 数 をメモ して、あ とで報告 で きるようにす る。制 限時間内 にで きるだ け多 く
の人 に質問す る。

V)

再 び全 員着席 して、有 志 の生 徒 に、 自分 のイ ンタ ビュー の結果 をクラスに報告 して も
らう。報告用 に次 の ような英語 モ デ ル を与 えてお く
:

HcHo,everyone.My nameis Reiko.My question istRHave you ever seen a koalaP"
I asked this question to 15 classmates. Six answered ttyes", and nine answered

ttno".That's all.Thank you very much.

4.AL丁 とのテ ィームチーチ ングの行ない方
ALT(Assistant Language Teacher)は 、ア メ リカ、 カナダ、 イギ リス、オース トラリア、
ニ ュー ジーラ ン ド出身 のネイティブ 0イ ング リッシュ・スピーカーで、JET Programで 各県や
市町村教育委員会 に派遣 され、 中学・高校 の英語授業 を日本人教師 と共同で担当す る者 をい う。
学歴 は大卒以上であるが、必 ず しも英語教育 の専門家 とい うわけではない。

ALTの 配属形態 には、不定期 に訪問す る形態、定期的 に (例 えば週 1回 )訪 問す る形態、同
一校 に常駐 す る形態があるが、制度 の充実 に伴 って定期訪問および常駐 の形態が多 くなってき
てい る。 これ までは 1回 か ざりのゲームで済 ます ことが多かつたが、 これか らは平常 の授業 で
検定教科書 を使 ったテ ィームテ ィーチ ングを目指すべ きである。 このような方針 か ら、下記 の
指針 を作成 した。

4.l AL丁

とのテ ィームテ ィーチ ングの果たす役害J

(1)JTE(Japanese Teacher of English)と ALTと が対話 しなが ら授業 を進める姿 を見 て、
生徒 は英語 が生 きた コ ミュニ ケーションの手段 で ある ことを体験学習 する。 (例 :ALTと
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(2)ALTの ネイテ ィブの英語 が 自分 にも理解 で きる こ とを体験す る。例 :ネ イティブの説明
を聞 いて→地図上 を旅行、図表 を完成、絵 を再現)
*英 語 が国際 コ ミュニケーションの道具 とな り、非母語話者同士 による英語 コ ミュニ ケー
ションが主流 となった今 日、
「本物 の英語」 ともはや言 うべ きではない。

(3)自 分 の英語 をネイティブに通 じさせ る ことが で きた とい うこ とを体験す る。 (例 :生 徒 が

ALTに 紹介 0質 問・ 案内な どをする。
に)JTEと ALTで 、特定 の学校・ クラスに適 した補助教材 を自作す る。JTEは 「生徒 に理解
で きる英文 か どうか」 を、ALTは 「 自然な英語であるか」 で貢献 しあうことがで きる。
(5)ALTに 出身国の文化や習慣 の first‐ hand knowledgeを 提供 して もらう。
)

(6)一 方 の教師が主役 になってい る間 に、他方が机間巡視 して個別質問 に応 じるな ど、全体 に
対す る指導 と個 に応 じた指導 を同時進行 で きる。

4.2

授業 の各場面 における AL下 の活用例

(1)始 めの挨拶
JTEと ALTが 生徒 の前 で挨拶や small talk(世 間話 )を して見せ る。
:

(例 )

″ πθ′
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脚

I'm fine, too. Thnnk you. Bill, did you watch tke aoltqtball garnes on TV last

μ

night?

4LT

You mean tke wornen's game between la\an and ltaly?

脚

Yes.

ALT : Of

course

I

did. I

cheered

for

tke Japan team.

ア ドバ イス :あ らか じめ何 を話すか打 ち合 わせてお き、生徒 にわか りやす く話す こと。
ア ドバ イス :生 徒 にとって未習 の表現が 出てきた時 は、直後 に
「 Billも バ レー ボール を見 た
と言 ってい ますね。 I cheered for the Japan team."と 言 ってい るか ら彼 も日本 チーム を
応援 したんですね。」 と、部分的 にフォロー して もよい。

(2)前 時 の復習
復習その 1:summarizing

JTEが 前時 の内容 を英語 で summarizeし 、ALTが それを繰 り返 し (parrot)た り、関連
質問 (clarifying questions)す る。
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ア ドバ イス :こ うした会話 はあらか じめ JTEが ALTの 助 けを得 て用意 してお く。このよ
うな準備作業 を通 じて JTEは 英語力 を伸 ばす ことがで きる。
.

復習 その 2:復 習 リスニ ング
ALTが 前回の内容 について、Say True or False,英 間英答,dictationな どの問題 を出 し、
生徒 が解答す る。

(3)本 時 の教材 の introduction(導 入
JTEと ALTが 、本時 の話題 について対話す る。新出語 や重要語 は、 その都度 フラ ッシュ
たん Cθ %箱 ι2の Program 7の 1
カー ドで示 しなが ら行 なう。下記 の例 は Stts乃 物ιEη」
)

を導入時 の例 で あ る。
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ALT : Great! "De;qr|l
JTE

4LT
JTE
(こ

i;

ll;-qbg.Ml*lnJg2g3"9"93''!{,%.
こま りましたね 。

Tke desert is becoming bigger and bigger. Tke desert is sfreading.
We must stop it.
Tke forest is becorning smaller and smaller. We must saae it.
How can we saae our forests? We wi.ll find an answer i'n Program

7.

の ように して新 出語 の dying,desert,forest,becoming,spreading,saveを 会話 で 導
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入 し、同時 にフラ ッシュカー ドで提示す る。)
ア ドバ イス :こ うい う英語 だけの対話 は、長 く続 けるとフォローで きない生徒 を生む可能
性 が あるので、 フラ ッシュカー ドで意味確認 をした り部分的 に 日本語 を入れた り、会話 に
生徒 を巻 きこむな どして理解 をつ なぎとめる。上の波線部 がその努力部分 で ある。
ア ドバ イス :こ こでは、砂漠化問題 の深刻 さを伝 えるために、BS lチ ャンネル のイギ リス
BBC放 送録画 を使 ってい る。英語教師 は、授業 で使 えそうな写真・ 映像・ 音声・ 実物・ 新
聞・ ポスター などの収集 を常 に心 が けてお くと、 5年 後 くらい には一通 りの コンクション
がで きる。

(4)本 時 の重点事項 の導入 や応用
その 1:新 出語 の発音練習 を ALTに やって もらう。
その 2:テ キス ト本文 の内容理解質問 を ALTに 出題 して もらう。
先 ほどセ クション1.2(内 容理解 とは何 か)で 述 べたように、内容理解 はテキス トと受 け
手 との間 の意味 の交渉 を通 して生 まれるもので あ り、1.4で 示 したように 日本語訳 を介在 し
ない内容理解活動が各種存在す る。 ティームテ ィーチ ングは、 ダイヤグラム・ 表・ 図・ 別
のスタイルヘ のテキス ト変換作業 を通 して内容理解 を図 る良 いチャンスで ある。
ア ドバ イス :テ キス ト変換作業 の原案 は JTEが 用意する こと。JTEは「生徒 に理解 で きる
英文 か どうか」を、ALTは「 自然 な英語 で あるか」をチ エ ックしあうとよい。 また、内容
理解 をチ ェ ックする質問 には下記 の形式 が ある。

(1)

Say True or False Ft

Many of our forests are dyin g. (true/false)

(2)

Choose correct answers

fr

(a) dying.

The desert is now (b) spreading.
(c) losing.
(d) nothing.

(3) Answer in English

=t
Are many forests becoming deserts now?
2. The desert is now spreading fast. Do we have to stop it?
1.

その 3 :文 法事項 の communicat市 eな 導入や練習

一般 に、ALTは 日本 の学校 で英文法 を教 える訓練 は受 けて い ない。ALTに も′
個人差 が
あ って一概 には言 えないが、ALTは 文法指導が必ず しも得意 だ とは言 えない。ただ し、セ
ク ション 3(文 法事項 の教 え方)の ③ で述 べた帰納的提示や⑥ の文法事項 を用 いた コ ミュ
ニケーション活動 では大 い に ALTの 貢献 が期待 できる。

わか りやすい英語授業 のための基礎指導技術

その 4:教 科書本文 のモデル・ リーディング

ALTに 教科書 を音読 して もらい、生徒 が リピー トす る。先述 のセ クション2.2の (2X3X4X5)
(7)(8)の 練習 などは ALTに 最適 で ある。
その 5:コ ミュニケーション活動
これ こそ、ALTが 最 も活躍 で きる部分 で ある。ALTは 来 日時の事前研修 な どを通 じて、
コ ミュニケーシ ョン活動 の資料・ 訓練 を受 けてお り、アイディア も豊富 で ある。実施す る
際 には、や り方 (directions)も

ALTに 説明 して もらうようにす ると、なおさら英語 らしい

雰囲気 になる (そ の際 は、JTEは 援助 の必要 なグループに行 き、補助的説明 をする)。
ア ドバ イス :生 徒 が一斉 に動 き回 つて コ ミュニ ケーションを行 なうイ ンタ ビューのような
場合 には、 その中で生徒 が ALTに 話 しかけられるよう工夫す る。

4.3

テ ィームテ ィーチ ングを成功 させるための心得集

(1)事 前打 ち合 わせで授業 目的 をはっきりさせ る。
JTEは あらか じめ team teaching planを 書 き、ALTに 提示 して共通理解 を図る こと。その
際 に、クラスの状況 について も正直 に説明 してお くこと。アルフ ァベ ッ トで書 いた seat map(座
席表、個 々の生徒 について追加情報 が入 るとなお良 い)を 用意す る こと。

Team teaching planは 下記 の項 目で作成 する

:

Date:

Class(grade,number of students):
Materials(教 科書 も ここに含 む):

Aim(本 時 の 目標 ):
Procedure(指 導手順 ):

(2)終 了後 に、ALTと evaluationの ミーテ ィングを持 つ こと。どの点が成功 し、どの点 が問題
として残 ったかを率直 に出 し合 う。一般的 に言 って ALTは 、問題点 を隠す ことを嫌 い、包 み
隠 さず話 し合 うことの方 を歓迎す る。

(3)テ ィームティーチ ングでは、ペ ア ワー クやグループワー クが多用 され る。普段 か ら生徒 を
このような授業形態 に慣 れさせてお くとよい。 また、JTEが 普段 か ら少 しで も英語で授業 を
行 なうようにしてお くと、生徒 がテ ィームチーチ ングに自然 に入 る ことがで きる。
おわ りに
以上、普段 の授業 の中核 を成 す内容理解活動、音読指導、文法事項提示 のテクニー クと、検
定教科書 を使 つた ALTと のテ ィームティーチ ングのテクニー クをま とめて紹介 した。先述 し
た ように、実 は この 2つ のテクニー クは互 い に密接 に関連 してい るのである。 日本語訳 に依存
しない内容理解活動 を心 がけていれば、ALT訪 問時 にもそれが利用で きる。音読指導 に於 いて
も、リズム読 みでは ALTが 活躍す る。普段 か ら帰納的文法提示 に慣 れさせてお けば、ALTに
豊富 に具体例 を出して もらって、生徒 がその中か ら法則 を導 き出す ことも容易 になる。 ただ し
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ALTが 最初 か らこうした指導法 を理解 してい るとはかぎらない。日本人教師の側が、日本 の教
室 に合 った指導法 を ALTに 教 えてゆ くことによって、それが可能 となるので ある。本稿 では、
指導技術集成 の最初 の試 み として、 わか りやす い授業 の基本 となる 4項 目を紹介 したが、今後
他 の項 目について も集成 を積 み上 げてゆきた い。
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