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「 中高英語授業 での継続的 コ ミュニケー シ ョン活動 の運営法」
Cumulative Recurrent Communication Activities in High School English Classes
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The purpose of this paper is to propose recurrent communication activities for high school

English classes that develop students' abilities to give presentations successfully and at the
same time participate in presentations as active audience members. For this purpose I propose

four types of activities that take only about 10 minutes each and that can be employed cumulatively 'across 10 or more lesson periods. Such cumulative recurrence of activities is efficient
and effective. By using the same activity design, teachers can reduce the time required for preparing students for new activities, and students come to perform better in familiar activities.
In Section 1 Presentation Activities are proposed in which students give mini-lectures to
their peers for about 10 minutes. It is necessary for language teachers to distinguish between
giving a presentation and giving a public speech. In the latter, emphasis is placed on eloquence
and rhetoric, and little speaker-audience interaction is required. In the former, however, there
is greater emphasis on accurate transmission of facts and information, and active interaction
between the speaker and the audience is an essential element. This entails different approaches
for training students to give presentations and preparing them to give speeches.
In Section 2 Teacher's Small Talk Activities are proposed based on a study conducted by
Adachi Tomoko in her junior high school. In these activities, the teacher begins his/her class
by giving a l0-minute "small talk" on topics of interest to students. The purpose is to model
effective presentation skills by really talking to the audience, interacting with the audience,
paraphrasing difficult words in simple words, and checking their understanding.
In Section 3 Students' Small Talk Activities are introduced based on a study conducted by
Fujisawa Suguru in his junior high school. It is not always easy to rely on students to make
small talks worthy of listening to, nor is it easy to leave to students the responsibilities of
getting their messages across and endeavoring to understand their peers' talks. To address
these challenges, a four-cycle procedure is proposed in which each student speaks for a purpose, listens for a purpose, summarizes the talk, and reports the talk to the original speaker.
In Section 4 Picture Description Activities are proposed based on a study conducted by
Yokoyama Hiroshi in his junior high school. For about 10 minutes at the beginning of each
class, the teacher shows a picture to the class and directs students to imagine what is happening in the picture. Students are then asked to describe the scene in English. Student work is
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on by the teacher, and returned to students later. AIso, impressive descriptions are selected and published in the English Class Journal'distributed among students
about twice a month.
Finally, the need for continuously training students to interact with one another actively
as presenters and audience members in English presentations is discussed, recognizing that
such skills will contribute to students' abilities to give successful presentations in business and
at academic conferences in the future.
collected, commented

は じめ に
英語 コ ミュニケーシ ョン能力 を育成す るためには、生徒 が教室 で意味あ る目的のために英語 を使 うコ
ミュニケーシ ョン活動 が有効 だとされ る。 その際 に問題 となるのが、活動 への生徒 と教師の「慣 れ」 の
確保である。 どの活動 に も、活動手順 の説明が必要 であるか ら、新 しい活動 を導入する際 には、手順説
明 に時間を費 やす ことになる。 したが ってい くら良 い活動 だか らといって も、短期的 にめま ぐるしく活
動 を入れ替 えることは、時間 の ロス と不消化 につながる。同 じコ ミュニケーシ ョン活動 にバ リエーシ ョ
ンを加えなが ら継続的 に運用すれば、生徒 に も教師 に も活動 の慣 れが生 まれt改 良 の機会が増 え、短時
間 (10分 程度)で も密度 の濃 い活動 が期待 できる。
本稿では、 このよ うな観点か ら、少 な くとも10回 程度 は継続的 に運用可能 な コミュニケーシ ョン活動
の具体例 を 4種 類紹介す る。 なお、 ここで扱 う「 コ ミュニケーシ ョン活動」 とは当然、機械的 ドリルや、
伝達価値や ニーズを伴 わないディスプ レイのための言語活動 ではな く、発信者 と受信者 の間で、 自分 や
相手 にとって価値 のある意味 を伝達 す る活動 を意味す る。
継続的活動 の意義
継続的活動 を行 うことによ って、次 のよ うな効果が期待 で きる

:

(1)同 じ活動 を繰 り返す ので、活動 の事前説明の時間が節約 できる。
(2)同 じ活動 を繰 り返す中で、生徒 が次国 の見通 しを持 って、工夫 して活動 に臨むようになる。
(3)同 じ活動 を繰 り返す中で、教師がアクシ ョンリサ ーチ的 に活動 の問題点を見出 し、改良 を加 え られ
る。
こうした条件を満 たす活動 として本稿 では

1.プ レゼ ンテーシ ョン活動
2.教 師 による small talk

3.生 徒 による small
4。

talk

Picture Description

を取 り上げる。 この うちの 2は 中学校教師の足立智子氏

(2001)、

3は 藤沢英氏

(2006)、

4は 横山尋

司氏 (2003)の 研究 を参考 に、筆者 のアイディアでまとめた ものである。 この 3名 の先生方 には、 その
旨快 くご了解 いただいたことを、 ここで感謝申 し上 げたい。
コ ミュニケーシ ョン活動 が効果 を生むための枠組 み
い くら生徒 が好 むか らといって も、年間指導計画や本時 の授業 目標 と関連づ けのない、単発的活動 を
乱発 して も効果 は薄 い。 コ ミュニケーシ ョン活動が効果 を生むためには、次 のよ うな枠組 みに位置 づ け
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:

(1)活 動 を、英語科 の中・ 長期的 な到達 目標 の中に位置づ ける。
(2)生 徒がその 日の活動 の タスクを達成 したかどうかを確認す るステップを、指導手順 に入れる。やりっ
・

ばな しに しない。

(3)優 れた生徒作 品をクラスに還元することによ り、全体 の質 を上げる。
(4)生 徒 に授業 ジャーナルを書 かせてフィー ドバ ックを確保 し、活動 に対す る生徒 の反応 を掌握す る。
また、教師の授業 ジャーナルで、活動 の問題点 の発見 と解決 の足跡 を記録す る。

1。

英語 プ レゼ ンテ ー シ ョン

プ レゼンテーシ ョン活動 とは

:

ここで扱 う「 プ レゼ ンテーシ ョン」 とは、
「 ミニ・ レク チャー」 とも呼ぶべ きもので、発表者 がクラ
スメー トに役立つ情報や状況 0出 来事 について、客観的 に相手 にわか りやす く□頭発表す る活動 を言 う。
自分 の主 張 や意見 よ りも客観的事実 の伝達 を主眼 とし、雄弁 さ (e10quence)よ りも明快 さを優先す る
点 で、 スピーチとは異 なる。 また、終始発表者 のみが話 し続 けるスピーチとはちが って、 プ レゼ ンテー
シ ョンでは発表者 が聴衆 と対話 しなが ら話 を進 めることが求 め られる。 したが ってプ レゼ ンテーシ ョン
活動 では、聴衆 の側 のプ レゼ ンテーシ ョン参加能力す なわち「 聞 き・ 反応する能力や態度」 の開発 をも
伴 う必要 がある。
プ レゼ ンテーシ ョン活動 で 目指す力

:

将来、学会・ 会議・ 商談 などにおいて、聴衆 が求 める情報 を、視聴覚情報・ 配布資料を も伴 って□頭
発表 し、聴衆 と質疑応答 や意見交換を行 う力 の基礎を育 てる。 また、聴衆 としてプ レゼ ンテーシ ョンに
参加 し、発表者 との間で質疑応答 や意見交換 を行 う力 の基礎を育 てる。

<発 表者 に育 てたい力 >
(1)原 稿 をではな く、聴衆 を見 て話す態度・ 能力 を養 う。 そのためには、発表準備 で文依存 の準備方式
をやめ、 キー ヮー ド単位 の準備方式 に切 り替える。
文依存 の準備方式 とは :従 来 のス ピーチ準備 で用 いた
「 英訳 した英文 の暗唱」→「 暗唱で発表」}の 流 れ

{「

日本語原稿作成」 →「 原稿 の英訳」 →

キーワー ド単位 の準備方式 とは :{「 英語 キーワー ドでブ レイ ンマ ップの作成」→「 ポス ターの作製」
→「 ポスターを指差 し説明す る形 で発表す る」}の 流れ
そ の理 由 は、 入念 に原稿 を書 きそれを暗唱 して本番 に臨 む とい う文 依存 の準備方式 は、 e10̲

quenceや rhetoricを 重視 したス ピーチのための準備方式 であ り、情報 の伝達 と聴衆 との対話 を重
視す るプ レゼ ンテーシ ョンの準備 にはふさわ しくないか らである。大多数 の生徒 にとって、従来 の
準備方式が強 い原稿依存 と硬直 した話 し方 を生み、 その結果 として本番 で原稿 を棒読 みすることに
つ なが ってい ると考 えるか らである。

(2)一 方的 にま くしたてるのでな く、聴衆 とのイ ンタラク ション
能力 を養 う。

(質 疑応答)を 図 りなが ら話す態度・
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(3)聴 衆が知 らない語句 は、 わか りやす く言 い換 えて伝 える態度・ 能力 を養 う
(4)す べての部分 を平板 に話す ので はな く、重要 な部分 をゆ っ くり、大 きく発話 し、必要 な らば繰 り返
し聞かせる態度・ 能力 を養 う。
(5)

Do you understand?"な どの表現 を用 いて、聴衆 の理解 を確 かめなが ら話 す態度・ 能力 を養 う。

<聞 く側 に育 てたい力 >

・

(6)発 表者 の問 いか けに対 して積極的 に応答 を返す態度・ 能力 を養 う。
(7)自 分が話 を理解 して いるかどうかを発表者 に伝 える態度・ 能力を養 う。
(8)わ か らない部分 を発表者 に聞 き返す態度・ 能力 を養 う。
(9)話 題 に関 して、発表者 に関連質問 を して話 を活性化す る態度 0能 力 を養 う。
具体的活動例
ここでは中学 1年 生用 に、 自作 ポスターを使 った継続的 プ レゼ ンテーシ ョン活動 を紹介 す る。 1回 の
所要時間約 10〜 15分 で、連続 4回 で 1サ イクル完成す ることとし、 その 4サ イクル分 を紹介す る。各サ
イクルの基本設計 は表 1の とお りである。

[表

サイクル
サイ クル

1

1:各 サイクルの基本設計]

実施 時期

ァ ー マ

用 い る言語事項

中学 1年 5〜 6月

Thisls Me.

be動 詞 を使 つた文。ただ し、文 で
な く単語 で話 して もよ しとす る。

(1回 〜 4回 )

サイクル 2(1回

中学 1年 7月 〜9月

I Like This Country.

一 般動 詞 の 文 を加 え る。

中学 1年 10月 〜 H月

Let's Go There.

Canを 用 い た文 を加 え る。

中学 1年 12月 〜2月

My Old Picture

過 去形 の 文 を加 え る。

〜 4回 )

サイクル 3(1回
〜 4回 )

サイクル 4(1回
〜 4回 )

1.1 サイクル 1(中 学 1年 5〜 6月 用)の プ レゼンテー ション
この時期 は、多 くの検定教科書 が動詞 を be動 詞 に限定 してい るのを考慮 して、be動 詞 のみを用 い る。
サイクル 1の 最終到達点

:

̀This ls Me'(こ れが私 です)の テーマで、図 1の よ うな自作 ポス ターを聴衆 に見せなが ら、下記 の
発表例 のよ うな発表 を行 えるようにす る。 なお、発表例 に質問が多 く含 まれて いる理 由 は、 それまでの

1〜 3回 日の積 み上げ (表 2参 照)の 上 で話 して い るか らである。
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1:サ イクル 1の ポス ター例]
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1:4回 目発表例)

Hello,class.WhO am I?
<ポ ス ターの (1)を 指 さ して >Yes,I am Tappee.
<(2)を 指 さ して >This is my picture.what is my hobby?Yes,it is surfing.
<(3)を キ
旨さして >Am l in the softball club or the brass band club?Right,I am in the brass
band club.

<(3)の オ
旨揮者 の絵を指 さして>This is our teacher.He is Mr.Hattori.
<(4)の 絵を指 さして>.Is this my father or my grandfather?
Yes,he is my grandfather.His ntte i,Shigeru.He is 62 y6ars Old。
<(5)の 絵をキ
旨さして>This is my dreamo My dream is a pilot.That is all.Thank you.
サイクル 1で の発表内容 は、表 2の ように回を重ねるごとに積み上げる方式をとる
[表

2:サ イクル 1の 内容 の積 み上 げ方]を 挿入す る

回数

ポスター記入箇所

どのような絵 を記入す るか

1

box(l)

自分 は クラスメー トに 「どう呼 ばれた いか 」

box(2)

自分の似顔絵と、自分の特徴を示す物

2

box(3)

自分 の所属 クラブ

3

box(4)

自分 の 家族 また は友 人、 ペ ッ ト

4

box(5)

自分 の将来 の夢や、あ こがれの人物

:
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つ まり、 1つ のプ レゼ ンテーシ ョンを一度 に完成 させ るので はな く、 4回 に分 けて内容 を徐 々に積 み
の積 み上げ方式 は稲岡 (1995)を 参考 に した)。 これによ って発表者 には慣 れが生 まれ、
聞 き手 には十分 な対話 のチャンスが生 まれる。以下 に、各回 ごとの展開 を述 べ る。

上 げてゆ く

前準備

(こ

:

a)生 徒各 自に、 四つ切 ボール紙

(25.5cm× 30.5cm)を 配 る。 これにキ ー ワー ドや絵を記入 してプ レ

ゼンテー シ ョン用 のポス ターにす る (図 2参 照)。 ポス ターは教室後部 か らも見えるよう大 きく描
く。

b)Box(1)(2)に 、名前 と絵 を記入す る。

c)下 記 の発表例 (1回 日)に な らい、絵 を指 さしなが ら、 メモを見 ないで英語 で 自分 を語 れるよう準
備 して くる。

[図

[図

2:ポ ス ター用紙]
(1)

(1回 目発表例):

(2)

(3)

(4)

(5)

Лy hobby is
lass. I am Tappee. This is my picture。 〕
Hello, こ
surfingo That iS all. Thank you."

第 1回 :(所 要時間10分 )

a)生 徒 4名 の グループで活動す る。用意 してきたポスターを見せなが ら、 1人

1分 ずつ、上記の発話

例 1の ようにグループ員 に話 して聞かせる。話す際 には、

(1)グ ループ員全員 を見 て話す、
(2)メ モや原稿 は一切見 ない (見 た場合 は失格 とし、 や り直 させ る)、

(3)重 要 な語 は大 きく・ ゆ っ くりと発音 し、 2度 繰 り返 して話す、
(4)未 習語 を使 うときは、 その語 のスペ リングを別紙 に綴 って見せなが ら、 ジェスチャーや既習
の語 で言 い換 えて説明す る、
(5)

Is it dear?"を 用 いて聞 き手 の理解をチェ ックし、 Yes"の 返事 がなければ もう一度説明

を しなおす、
の 5点 を励行 する。特 に(2)の 「 メモか ら読 む こと禁止」 のルール は最初 か ら厳格 に徹底 したい。 こ
こを甘 くすると、原稿 か ら読 み上げる習癖 が蔓延 して、活動 は朗読会 に堕 して しまう。
b)4人 が話 し終 えた ら、 ポス ターを互 いに交換 し、他 の生徒 のポス ターを持 って話 を順 に再話 してみ
せる。話 しなが ら Am l correct?"と 内容 を確認 しなが ら行 う。 これが、「発表者 は本 当 に聴衆 に
伝 えたか」、
「 聞 き手 は本当 に発表 を理解 したか」 の達成確認 プ ロセスであると同時 に、他生徒 のポ
スターをもとに即興的 に話す訓練 ともなる。

c)教 師 は上記 a)、 b)の 活動中 に、上手 にできて い る生徒 やグループを見 つ けておき、彼 らに教壇
に出て発表 して もらう。
第 2回 :(所 要時間10分 )
第 2回 は、前回作 った ポス ターの box 3に 自分 のクラブ活動 の線画 を描 き加 えて くる。 ただ し線画
は入念なものでな く、話すための ヒン トになるような簡単 なものにとどめること。具体的 な活動手順 は、
第 1回 の a)〜 C)と 同 じであるが、次 の変更点 を加 える。
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h)新 しい グループで行 う。
i)先 回既 に話 した部分 について は、聞 き手 との問答形式 で話 しをすす め る。
[発 話例 2]:

He1lo, classmates, Who anl I? Yes, I am Tappee. This is my pictureo What is my hobby?Yes,
it is surfing.I am in the brass band club. This is our teacher. His name is Mr. Hattori.He
is a kind teacher. That's all. Thank you.

第 3回 、 第 4回 もこれと同様 に、 それぞれ絵 に l boxず つ絵 を追加 して、話 をふ くらませ、既説明
部分 は間答形式を用 いて、新 しいグループで行 う。
これまでの 4回 の間 に、生徒 は先述 の 目標 の

(1)原 稿ではな く、聴衆 を見て話 す、
(2)聴 衆 どのイ ンタラク シ ョンを取 りなが ら話す、
(3)聴 衆が知 らない語句 は、 わか りやす く言 い換 えて伝 える、
(4)重 要 な部分 をゆ っ くり、大 きく発話 し、必要 な らば繰 り返 し聞かせ る(
Do you understand?"な どの表現 を用 いて、聴衆 の理解 を確かめなが ら話す、
(5)聴 衆 は発表者 の問 いか けに応答を返す、
(5)

(6)聴 衆 は自分が話 を理解 して いるかどうかを発表者 に伝 える、
とい う、 プ レゼンテー シ ョンの基礎能力 を訓練する ことがで きる。

1.2サ イクル 2(中 学 1年 7〜 9月 用)の プ レゼンテー シ ョン
サイクル 2で は ̀I Like This COuntry'と 題 して、生徒 1人 が世界 の どれか 1国 を担当 し、 その国
の概要 について英語 で発表する。活動 の基本設計 はサイクィ
レ1と 同様 だが、次 のよ うなグ レー ドア ップ
を加 えてゆ く。

<発 表者 >
(1)Like,have,go,come,look,liveな どの一般動詞 の現在形を加えて表現 の幅 を拡げる。
(2)冒 頭 で主題を語 り、次 いでそのサポー ト部分 を続 ける談話構造 を持 った発表を行 う。
<聞 き手 >
(3)グ ループの机上 におはじきを配 り、話者 に対 して 自分 が 1つ フィー ドバ ックを返す ごとに、 おはじ
きを 1つ 取 ってよいことにす る。活動 の最後 に、 自分 が取 ったおは じきの数 を報告 させる。 フィー
ドバ ック表現 は、基本的 な ものを模造紙 に大 きく書 いて常時教室 の壁 に掲示 し、必要 な時 に参照 で
きるようにしてお く。
サイクル 2の 最終到達点

:

図 3の よ うな自作 ポス ターを見せなが ら、右下発表例 のよ うな発表 を行 えるようにする。 なお、発表
例 に質問が多 く含まれている理 由は、 1〜 3回 目の積 み上 げの上で話 してい るか らである。
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3:サ イクル 2ポ ス ター例]
(サ イクル

2:4回 目発表例)

<box(1)を キ
旨して > He1lo,classo Welcome to

轟

New Zealando Look at Map Oneo What is this
ocean?Yes,it is in the South Pacific Oce狙

.

<box(2)を 指 して >Look at Map Twoo What is
this big country?Right!It is Australiao New
Zealand is next to Australia.It has two big is―
lands.

Sire e7

<box(3)を 指 して > Look at h/1ap Threeo What
is the capital of New Zealand? Yes, iザ

s

Wellington. It's here on the map.

<box(4)を 指 して >Look at this box.How do you read this number? Three million four hundred thousando Right! Three Fnillion four hundred thousand people live in New Zealand. New
Zealand has a population of 3,400,000.

<box(5)を キ
r> Look at this box.How do you reai this number?Seventy lnillion, yes.
旨して
What number is this? Seventy Frlillion sheep live in New Zealand.

<box(6)を 旨してr> Look at this picture.It is Christchurch. Christchurch is a very beautiful
,キ

city in South lsland. I like New Zealand. That's all. Thank you.

サイクル 2は 、 10〜 15分 間 の活動 を 4回 積 み上げて完成す る。 その積 み上げ方 は下表 のよ うにす る

[表

回数

ポ ス ター 記

:

3:サ イクル 2の 積 み上げ方]

どの よ うな絵 を記入す るか

入箇所

box(2)

広域世界地図上で 自分 が紹介す る国の位置 を示す
も う少 し close upし た地図で、近隣国 との位置関係 を示す。

box(3)

国 内地図で、主要都市 を示す。

2

bo<4)

その国の人 口を示す。

3

bo<5)

そ の 国 の 産業 を示す。

4

bo<5)

そ の 国の名所 か魅 力を 1つ 示す。

bOX(1)

サイクル 1と 同様、新 しい 4人 の グループで活動 し、先回 までで話 した部分 を問答形式 で話 した上で、
今回の部分 を追加 して話す。発表者 が話 し終えた後 にポス ターを交換 して他 メンバ ーの発表 を再話す る。

1.3サ イクル 3(中 学 1年 10〜 11月 用)の プ レゼンテー シ ョン
サイクル 3で は、 ̀Let's Go There!'の テーマで、 クラス遠足 に行 くとした らど こがいいかをクラス
に提案す る内容 とする。活動 の基本設計 はサイクル 1、 2と 同様 だが、次 のよ うなグ レー ドアップを加
えてゆ く。
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<発 表者 >
(1)B4サ イズポス ターの仕切 り方 は、各 自の都合 の良 いように自由 とする。 ただ し遠 くか ら見やす く
するため、 ボ ックスの数 は 8以 下 とする。
(2)First、

Second等 の discOurse markerを 用 いて、話 の結東性 を高 める。

<グ ループ員全員 >

￨

(3)4人 の発表 が済 んだ ら、 どの遠足 プランが良いか、 グループ内の一位 を決 め る。次 に、選 んだプラ
ンに 4名 が改良を加えてグループプランと し、次国 にクラスの前 でプ レゼ ンテーシ ョンを行 いプラ
ンをア ピールする。
サイクノ
ン3の 最終到達点

:

図 4の よ うな 自作 ポス ターを見 せなが ら、 ̀Leザ s Go There!'の テーマで、右下発表例 の ような発表
を行 えるよ うにす る。 なお、 この発表例 に質問が多 く含 まれてい る理 由 は、 1〜 3回 目の積 み上 げの上
で話 して い るか らである。

(サ

イクル 3:4回 目発表例)

He1lo、

class.

<box(1)を キ
旨さ して > Please look at box one. Do you kpow this place? Yes, it is Yamate
Amuse]ment Pttk in Higashi lⅦ achi.Let's go there on Sunday. Everybody enjoys the place.
<box(2)を 指 さ して >First,we can drive a go-cart there. Do you like Go Carf? Raise your
hands. 】
√any say yes. Good. How long is

the course? Do you know? The course is 600 meters

long。

<box(3)を ,1旨 さ してT> Second, we can visit Totoro House there. Do you know TOtoro?Yes,
Miyazaki Hayao's Totoro. Dё you like Totoro? Raise your hands. Thank you. A lot of stu―
dents like it.
[図

4:サ イクル 3の ポス ター例 ]

<box(4)を 指 さ して >Whtt is this?Yes,it is
Cat Bus. We can′ get on a big Cat Bus in
Totoro House.It is fun.

<box(5)を 指 さ して >What is this?Right!It
is a big Totoro Doll.Let's touch it.

<box(6)を 指 さ して >Third,we ctt visit a

奪ニズ 1/髪

0

beautiful Japanese garden there. Let's have a
picnic in the gardeno Let's have a picturё

to―

gether. That's all Thank you.
(注

:Yamate Amusement Parkは 、例示 のために仮

想 したものであり、実在 はしません。
)

サイクル 3は 、 10〜 15分 間 の活動 を 4回 積 み上 げて完成する。 ポス ターの枠組 みを 自由 とす るため、
決ま づた積 み上 げ方 を指定 は しないが、原則的 に次 のよ うな Topic Sentence+Supportの 構成 をとる。
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4:サ イクル 3の 積 み上げ方]

どの よ うな絵 を記入す るか

入箇所
box(2)

「遠足 には〜へ行 きましょう」 といった、提案 をする。
そ の場所 を推選す る第 1の 理 由を述 べ る。

box(3)

そ の場所 を推選す る第 2の 理 由を述 べ る。

2

box(4)

更 に補足す る。

3

box(5)

更 に補足す る。

4

box(5)

更 に補足す る。

box(1)

1.4 サイクル 4(中 学 1年 12〜 2月 用)の プ レゼンテー ション
サイクル 4で は、 ̀My 01d Picture'と い うテーマで、生徒 が 自分 の昔 の写真 を拡大 コ ピー して ポス
ターに張 り、 それを見せなが ら過去 の意味深 い思 い出を語 る。 なお、使用する写真 の枚数 は 2枚 以内に
限定す る。 これは、写真 が多 い と、 1枚 1枚 を丁寧 に説明す ることな く、 ただ単 に写真 をめ くってゆ く
だけの発表 になるか らである。活動 の基本設計 はサイクル 3と 同様 だが、次 のようなグ レー ドア ップを
加 えてゆ く。

<発 表者 >
(1)過 去形 を加 えて、表現 の幅 を更 に拡 げる。

<聞 き手 >
(2)発 表者 に対 して、関連質問 を出せ るようにする。次 の ような関連質問 の切 り出 し方 を掲示 し、質問
を作 る援助 とす る。
―Or
―
? Which did you― ―, ―
What did you― ―
―
…
?
? Why did you… …
When did you… ―

Who

―?

―
?
Where did you― ―

?
…
…
…

?
―
…
?How long did you… …
How often did you― ―

―
―
?
? Was/Were there― ―
Was it/he/she̲̲̲? Were you/they― ―
これによ って、
「 話題 に関 して、発表者 に関連質問 をする」 と
「 わか らない部分 を発表者 に聞 き返す」
い うプ レゼ ンテーシ ョン参加 のための態度・ 能力 を開発す る。

1.5 中学 2年 生以降のプ レゼンテー ション :グ レー ドア ップの方向
中学 2年 生 のプ レゼ ンテーシ ョンでは、 1年 次 の「 私中心」 の話題 か ら、 やや客観性 を増 したテーマ
に移行する。また、話 す分量が増 えて くるので、 グループ内で 1回 に 1人 が発表す る方式 をとる。 4回
でメ ンバ ー全員 が発表 したら、 グループで最 も良 い発表 を選び、 それをグル ァプ作品 として改良 して、
全員 の前 で発表す る。
中学 3年 プ レゼ ンテーシ ョンでは、更 に客観性 と情報量を増 したテーマを扱 う。特 に奨 めたいのは、
各 グループが分担 して教科書 の レッス ン内容 に関す る関連情報 を調 べて、 それを英語 でわか りやす くク
ラスに説明す る形 のプ レゼ ンテーシ ョンである。 そのために新学年開始前 に教師が教科書 1年 分 の話題
を事前把握 し、関連情報 が生 きる レッス ンを リス トアップす る。例えばマザー 。テ レサ、 キ ング牧師、
チャップ リン、杉原千畝、地球環境問題などを取 り上 げた レッス ンで これを行えば、授業 の内容 と継続
的 コ ミュニケーシ ョン活動 が有機的 に一体化 して、活動 とテキス トの相乗効果が期待できる。 4月 早 々、

「 中高英語授業 での継続的 コ ミュニケーシ ョン活動 の運営法」

各 グループがどの レッス ンを担当す るかを決 め、発表時期 の 目安 も予告 してお く。

2.教 師 による sma!!talk
教師 による small talkの 研究 としては、筆者 の知 る範囲では浜松 の足立智子先生 (2001)が 中学 1
年生 を対象 に して一年間行 った small tdkの アク シ ョンリサ ーチ的研究 (2001)が 参考 になる。本項
は、 この実践を参考 にして筆者が手を加えてまとめた ものである。
教師 による small talkと は
毎授業 の開始時 に 5〜 10分 ほど、対話 をはか りなが ら教師が英語 で生徒 に身近 な興味深 い小話 を話 し
て聞かせる活動である。 これは「 さあ これか ら英語を勉強するぞ」 とい う気持 ちにさせる導入 の効果 と
共 に、教師が生徒 に英語 での小話 の仕方 の実例 を見 せるとい う目的がある。身近 な話題 を用 いれば、生
徒 が持つ背景知識 によ って話 の意味を推測す ることが容易 であ り、英語を聞 いて理解 できたとい う達成
感を与える ことができる。 ただ し、授業 での継続的活動 として用 い る際 には、 その効果 を確実 にす るた
め、
ア)教 師がその 日の思 いつ きで トピックを選ぶのでな く、 あ らか じめ作成 したプラ ンに従 って計画
的 に トピックを選 び、
イ)生 徒 とのイ ンタラク シ ョンを生む表現 を計画的 に使用 し、
ウ)生 徒が聞 き取 ったかど うかを確認するプ ロセスを盛 り込 んで達成を確認 し、
工)small talkを 録画 (録 音)し て教師が事後 に反省を行 う、
ことによって、質 をモニ ター し高 めてゆ くことが必要 である。
教師 による smdl talkで 目指す態度・ 能力

(1)文 字 に頼 らずに英語 を聴 いて理解す る力 を養 う、
｀

(2)「 必ず しも話 の全部を理解 しな くて も大意が理解 で きればよい」、 とい うambiguOus

tOlerttceの

態度を養 う、

(3)英 語 での対人 コ ミュニケーシ ョンの典型 としての small talkの 模範 を示す ことによ り、将来生徒
自 らが small talk活 動 をするための素地 を養 う、

(4)教 師が、生徒に質問 し対話 しなが ら話す ことによって、聞き手 とのイ ンタラク シ ョンの取 り方 のモ
デルを示す、
(5)イ ンタラクシ ョンによ り、生徒 の発話を引き出 し、発話力 を養 う。
具体的活動例
教師が、生徒 と問答形式 で英語 で小話 を話 して聞かせる。理解 を助 けるため、話 に関係 のある実物、
絵、板書、写真を見せなが ら行 って もよい。

2.1 話 の内容
話の内容 としては、中学 での導入期 は、全員 が最近体験 した学校行事
festival、

school lunch)や 、 ポピュラーなアニメ

ミン等)が 良 い。

(サ

(school trip、

sports meet、

ザエさん、 ドラえ もん、 ちびまるこち ゃん、 ムー
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生徒が この活動 に慣 れてきたら、下記 のよ うなバ ラエテ ィの トピックが考 え られる。 いずれにして も、
(ア )あ

話題 は

まり深刻 にな らず明 るい話題 で、 (イ

)生 徒 が多少 とも事前知識 を持 って い る話題、 が

望 ま しい。

(1)最 近 の明 るいニ ュースやイベ ン トの話題

(例 :オ リンピック、 ワール ドカ ップ、福原愛 選手、 アザ

ラシの タマちゃんやナカち ゃん、 さつ きとメイの家、花火大会 など)

(2)そ の 日の授業内容 と関連 ある話題
(3)タ ウ ン情報 (花 の名所、便利 な施設、 お もしろい店、町 の顔 [校 医 さん、駅長 さん]、 学校 の顔
[給 食 のおばさん、用務員 さん])

(4)教 師の旅行小話 や、 おか しな失敗談。
2.2 問答形式
生徒 との間答形式 をとるためには、次 のよ うな理解 チ ェ ックや関連質問 を多 く問 いかけるこ とが重要
である

:

Do you know this word?"

Say this in」 apanese."(語 の知識を問 う)

Htte you ever seen this?"Who knows出 6ut this?"(事 前知識の確認)
Do you understand?Yes or No?"(話 の理解チェック)
]Do you like it?" ̀̀Which do you like better?" Who likes it?" You wnnt it? Raise your

Who is this man?"

hands."(事 物への好みや希望を問う)
What do you think?" po you agree?"

.
Why do you think so?"(意 見 とそ の理由を問う)

2.3 生徒の達成の確認
ただ単 に教師が英語をしゃべ っているにすぎず、生徒 はよそ事 をしている、 といった時間に堕落 させ
ないためには、small talkを 聞 く側 の生徒 にタスクを与えて、聞 き取 りの達成を確認す ることが有効
である。 そのためには small talk終 了後 に下記のよ うな「聞 き取 リメモ」 を配 って記入 させ回収す る
とよい。 ただ し、 このようなものを書かせる際には、あまり大量 に書かないようにt記 入欄 を狭 くして
お くことと、用紙を sma11 1』 k終 了後 に配 ることが肝心である。 そうしないと生徒 は small talkの 最
中か ら、対話 に参加せずにメモを書 くことに汲 々とし、対話 とい う本来の目的を忘れて しまう。
聞 き 取 リメ モ
No。
1。

( )Nalne:
今 日の話で聞き取れた ことを 日本語で書 きましょう。感想もあったら書 きましょう。

2.今 日の話で記憶 に残った英語 を 1項 目書きましょう。

「 中高英語授業 での継続的 コ ミュニケーシ ョン活動 の運営法」

3。

生徒 による small talk

生徒 による small talkの 研究 としては、筆者 の知 る範囲 では静岡 の藤沢英先生 が中学 1年 生を対象
に して一年間行 ったアク ション リサーチ的研究 (2006)が 参考 になる。本項 は、 この実践 を参考 に して
筆者 が手 を加 えてまとめた ものである。
生徒 による small talkと は
生徒が ペアやグループで10分 間程度、英語 で身近 な話題 にういて情報 や意見を交換す る活動 を言 う。
ただ し、単純 な仕組 みだけでは、繰 り返 して行 ううちに話 がマンネ リ化 して、話 し合 う意義 が無 くな っ
て しまう。授業 での継続的活動 として成果 を生むために、
ア)small talkの 内容 を、面白 く聞 く価値 のある内容 に高 め る工夫 と、
イ)話 し手 と聞 き手 の双方 に、理解 させ・ 理解す る自己責任 を持 たせる工夫、
,

ウ)達 成 を確認する工夫、
を仕組 む必要がある。 これについては、以下で詳 しく述べ る。
生徒 による small talkで 目指す態度・ 能力

(1)(話 者 が)相 手 と対面 して、相手 の理解 を確認 しなが ら話す態度・ 能力、

￨

(2)(聞 き手 が)話 者 の言 うことを理解す るために、 フ ィー ドバ ック表現 を駆使 して、話者 を励 ま し・
コ ン トロールする態度・ 能力

(3)(聞 き手 が)聞 いた話 を整理 して、他者 に口頭 で要約 して伝 える能力、
(4)(聞 き手 が)聞 いた話 を整理 して、他者 に筆頭 で レポー トする能力。

鵬□

:小 グループ図]

具体的活動例

3.1 活動形態

<準 備段階 >宿 題 として、次回 の small talkの トピックを予告 し、用紙
に talkの draftを 書 かせる。 なお、文依存 か ら脱却 させるため、draftは

□

図 5の よ うに、 4名 の小 グループ単位 で活動す る。

□

キー ワー ドを線 で結 んだブレイ ン・ マ ップの形式 を取 るよう指導す るとよ
い 。

(1)授 業開始時、small talkを 始 め る前 にス ピーチ draftを 回収す る。 (Draftを 持 って話す ことを許
した ら、原稿依存 の話 し方 か ら脱却 できない。)

(2)生 徒 [Aと B]、 [Cと D]が 本 日の トピックで互 いに small talkを する (1.5分 ずつ、合計 3分 )。
相手 の言 ったことを、 あとで他者 に伝 え られるように記憶 しなが ら聞 く (簡 単 なメモを取 って もよ
い

)。

(3)Aは Dと 、Bは Cと 組 んで、互 いにさっき聞 いた内容 を、整理 して相手 に話 して聞かせ る。 (話 す
準備 に 2分 、互 いに 1.5分 ずつ話す、合計 5分 )
(4)Cは 、Bか ら聞 いた話 をまとめて、reportを 書 くLそ れを本人

(A)に 見せ、内容が正 しく伝 わ っ

てい るか添削 して もらう。同様 に して、

Aは 、Dか ら聞いた話 を reportに 書 いて1本 人 (C)に 見せて添削を受 け、
Bは 、Cか ら聞 いた話 を reportに 書 いて本人 (D)に 見せて添削を受け、
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Dは 、Aか ら聞 いた話 を reportに 書 いて本人 (B)に 見せて添削 を受 ける (2分 )。
(5)教 師 は添削 を受 けた レポー トを回収 して達成をチ ェ ックする。
3.2 sma‖ ta:kの 内容 を、面白く聞 く価値 のある内容 に高 める工夫

(1)用 いたい話題 の希望 を調査 して、生徒 の好 きな トピックを用 いる。基本的 には、生徒 が 自分 を語 れ
る機会 とするとよい。

(2)同 じトピックを繰 り返 し用 いれば、慣 れが生 じて話 しやす くなる一方 で、話 の内容 が マ ンネ リにな
る傾向 もある。適当 な時期 に トピックを変更す ること。
(3)例 えば活動入門期 :{「 TV prOgrams」 →「 Songs」 →「 favorite food」 →「 文型 1つ 指定 (例

}を 4セ ッ ト。

be going to"」

次 いで

:{「 sad

story」 →「funny story」 →「 big news last week」

→「 文型 1つ 指定」}を

4

セット

次 いで

:{「 town

information」

→「 heart― warming story」 →「 my dream」 →「 free

topic」

}

を 4セ ッ ト
次 いで

:{「 I

admire him/her」 →「 kWaidan(̀l.X談

)」

→「 my favOrite place」 →「 free

topic」

}

を 4セ ッ ト
なお、各 セ ッ ト間 にメ ンバ ーチ ェンジを行 い、新 しい相手 と行 うよ うにす る。

3.3 話 し手 と聞き手 に自己責任を持 たせる工夫
上記 の手順 で説明 したように、聞 き手 には、今聞 いた友達 の small talkの

summaryを 、英語 で次

の生徒 に伝 える任務 を負 わせる。 これによ って、聞 く側 にはじっか りと聞 き取 る自己責任 が生まれ、 ま
た話す側 には相手 に内容 をよ く理解 させ る自己責任 が生 まれる。特 に、 small talkの 話 し手 は、 3ラ
ウ ンドロには話 しが巡 り巡 って 自分 に レポー トとして返 って来 るので、伝達 の成否 が一 目瞭然 にわかる。

3.4 藤沢実践 で見えてきた、指導の重点
藤沢氏 は2005年 2月 〜2006年 3月 まで の、生徒 による small talkの 実践 を振 り返 り、生徒 が会話 を
持続 させ る力が成否 の鍵 をにぎると報告 して い る。会話 の持続 のためには、conversation strategyを
教 え、聞 き手 が話者 か ら聞 きだす力を育 て、 よ りよ く伝 えるため に発音 を向上 させ、 辞書 で 自分 の求
める語 をみつ けられるようにす る指導 が必要 だと結 んでいる。特 に、 自分 の求 める語 を和英辞典 で調べ
る際 には、 (1)単 にある訳語 に飛 びつ くのでな く、例文 を見 て実際の用 い方 を調 べ る、 (2)み つ けた訳語
を次 に英和辞典 で引いてみて、本当にその文脈で使 えるか どうかを確認 す るプ ロセスを経 るよう指導す
る。

4. Picture Description
絵 を英語 で説明す る継続的活動 として は、筆者 の知 る範囲 で は横山尋司先 生 が長年継続実践 してお ら
。
れ る Picture Description(2002)が 参考 にな る。本項 は、横 山実践 の概要 を要約 して紹介 した もので
ある。

「 中高英語授業 での継続的 コ ミュニケー シ ョン活動 の運営法」

Picture Descriptionと は

授業開始時の 5〜 10分 間、教師が用意 した 1枚 の絵 (か な り自由な解釈 を許容す るもの)を 見せて、
その絵 の状況 を英語 で作文 し、提出 させる。提出作品 には コメントを付 けて返す と共 に、英語 の教科通
信 に名作 を紹介 して生徒 に配布す る。
Picture Descriptionで 目指す態度・ 能力

一 次的 目標 :絵 をきっかけとして、 自分 の発想 で、 自分 の持 つ言語能力を creativeに 活用 して、英語
で表現す る。
二次的目標 :ク ラスメー トの作 った作品か ら、発想 や表現方法 を学 びあう。
具体的活動例

(1)始 業時 に課題絵 が入 った B6サ イズ

(128× 182ミ リ)の 用紙 を配布す る。

(2)生 徒 は絵 を自由に解釈 し、 その絵 の状況 について英語 で描写す る。 (英 文が思 いつかない場合 には、
日本文 でも可 とする)

(3)用 紙を回収 して教師 の添削を加 え、後 日返却す る。 (添 削 は、大筋 で意味が通れば○ を与 え、誤 り
や通 じない箇所 は訂正 を施す。 日本文 で書 かれたもの は英文 に直 して与 える。)

(4)月 2回 程度発行す る教科通信 に、生徒 の名作 を掲載す る。最優秀賞、 ナイス トライ賞、 ユニー ク賞、
グッドアイデ ィア賞、 ギ ミアブレイク賞 など、異 なる賞 を設 けて、 どの生徒で も何 らか の賞 が取 れ
るように工夫す る。 なお、教科通信 の実物 が横山先生 のホームペー ジに載 っているので参照 された
い (http:page.freett.com/yokOChanma12/)。

(5)年 度末 に、 1年 分 の優秀作品集 を製本 し、翌年 の生徒が閲覧 できる場所 に展示 してお く。
(6)定 期 テス トに、Picture Descriptionで 扱 った課題 の中か ら出題す る。
なお、上記 の(1)(2)の プ ロセスは、時間節約 のため宿題 として与 えておいて もよい。

4.1 中1〜 中3の 標準的タスク
<1年 生 >
1年 生 では、課題絵 について 1文 を作成 させる。決 ま った解釈 ができる絵 を使用す る。場面説明 の 日
本文 を添 える。
[図

6:1年 用課題 の例]

.

この絵の中の指を指している人が、絵の中の物についてあることを
聞いたら、 No."と いう合えが返つてきました。さて、指こしてい
る人はなんて聞いたのでしょうか。

[生 徒作品 の例]

Is this a chair?

Is this your desk?

Do you want this desk?
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<2年 生 >
2年 生 では、課題絵 について1〜 2文 を作成 させ る。 やはり決 ま った解釈 ができる絵 を用 い る。場面
説明 の 日本文 を添 える。
[図

7:2年 用課題 の例]
次の絵を与えられた条件に従 つて英文にしなさい。

《
条件》

(各 3点

)

お母さんがあなたの散らかっている部屋を見て怒つて言い
ました。こてなんと言つたでしょうか。

[生 徒作品 の例 ]

Clean your room at once! You have no dinner tonight!
What a messy roonl! Why don!t you cle田 ■it?
How many tirrles did l tell you? You・ re a bad boy.

<3年 生 >
3年 生 で は、多様 な解釈 が可能 な絵 を用 い る。場面説明 は与 えな い。
[図

8:3年 用課 題例 1]

[図

9:3年 用課題例 2]

[生 徒作品 の例]

課題例

1

・ He hasnit taken a bath for two years. But today he made up his IIlind to take a bath at
last。

(最 優秀賞)

・ He is taking a bath now.But he has never been to SENTO,public batho So he has a dream.

Iw田 lt to t』 te a big bath."(Good ldea準 装)
O He was taking a coffee bath.Because he likes a strange btth.(Unioue賞

)

課題例 2
・ She doesnit know how to cook.But she must study how to cook.Because she will get mar―
ried in spring。

(最 優秀賞)

e She hopes that her daughter will be a good mother who can cook dinner well。
賞)
・ゝ
4other is poor at cookingo So her daughter teaches cooking to her.(Unique聾 載)

4.2 発展的パ リエー シ ョン

以下に紹介するのは、Picture
(1)条 件 付 picture description

Descriptionの

発展形である。

(Nice Try

「 中高英語授業 での継続 的 コ ミュニ ケ ー シ ョン活動 の運営法 」

これは、ある文法項目の使用を指定 して書かぜる方式である。下記 にその課題例 と、生徒の作品例を
載せる。
[図 10:条 件付 picture description例 ]

3年 生の 1学 期中間テストに出題した問題

マ観鶴 :爾曜鰍瑠馴訪雪翁
鷹子
認識羅肥電 妻
しなさい。また 、必ず J語 以上の英文で答えなさい。
注 :選 んだ絵の記号t記 入するここ。また 、名前寺は自由に決めてよい。

(各 3点

)

生徒の作品例
使用 した絵 :工

説明文 :I have just finished eating school lunch.Now let's play outdoors.

使用 した絵 :力

説明文 :Kaori likes t6 sing Karaokeo She sings very well.

使用 した絵 :ク

説明文 :I was jogging in the City Park with Emi and Jun at six olclock.

(2)絵 のない picture description
これは、絵 の代 わ りにある状況 を日本語 で与 え、 その状況でどのよ うな発言 を した らよいかを、英語
で作 るタス クである。状況説明 の例 と、生徒 の作品例 を下記 に紹介す る。
状況説明の例 (3年 生 2学 期用)
あなたの大切 な友達がず っと前 か ら腕時計 を欲 しが っていました。 そこで、 あなたは友達 を喜 ばせ
ようと内緒 で腕時計 を買 って、誕生 日にプ レゼン トしま した。 さて、 あなたは何 と言 って手渡すで
しょうか。 (注 )Happy birthday to you.や

Itヽ

a present for yOu.以 外 で考 えるよ うにするこ

と。

生徒作 品 の例
・ You have wanted this watch, haven't you?
・ This watch will make you very happy.
・ It is very hard for rrle to buy this watch. But l want to see

your smile.

その他 に も、横山氏 は Picture lntroduction(絵 を見て 自己紹介)や 、 Picture Conversation(1
枚 の絵 を見 て、二人 でその状況 を会話 してみせる)を 実施 している。 このよ うに、Picture Description
は継続的 に使用 して も、絵 を取 り替えることによって飽 きのこない活動 で、生徒 の学習進度 に応 じてグ
レー ドア ップが可能 であ り、基本形をマス ター してお けば様 々なバ リエー シ ョンも可能である。 なお使
用す る絵 は、学習参考書や イラス ト集 などで、使 えそ うなものを見か けるたびにスキ ャナーで読 み込ん
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で ス トックしてお くとよい。

4.3生 徒のタスク達成 の確認方法
既 におわか りのよ うに、Picture Descriptionも 、生徒 の タス ク達成 を確認す るプ ロセスを しっか り
組 み込 んでいる。毎回 の授業 で、picture descriptionの 作品を回収 して確認 し、更 に既習 の絵 を用 い
て定期 テス トに picture descriptionを 出題す ることで再度確認 してい る。

4.4横 山実践 の特徴
この Picture Descriptionは 生徒 に好評で、生徒 はその成果を次 のよ うに伝えてい る。
自分 の思 うことを 自由に表現 で きる。
英文 を作 ることが楽 しくな った。
絵 を見ただけで、英文が頭 に浮 かんで くるようにな った。
しゃべ る ことも楽 にな った。
生徒 の作品 を見ていて感心す るの は、場面描写 の個性 の豊かさとユーモアの工夫である。 これは、即
「 コ ミュニケーシ ョン活動」
興的 □頭 コ ミュニケーシ ョン活動 だけではなかなか養 えない能力 である。
とい うとす ぐに口頭 コ ミュニケーシ ョンだけに偏 しがちであるが、生徒 は自分 の語 る内容 を じっ くりと
考 えたいとい う欲求 を も持 ってい る。 コ ミュニケー シ ョン活動 は、即興的発話 を要求 す る活動 と、 じっ
くり考 えを掘 り下げて深 みを要求す る活動 と、両方 をバ ラ ンスよ く行 いたい。 その意味 で picture de―
scriptionは 貴重 な実践 である。

ま とめ
よ く実践報告 などで、毎授業 の最初 に CS(conversation strategy)の 表現 リス トを ドリル練習 させ
ているとい う報告がある。 しか し、 それで生徒 が実際 の英語使用場面 でそうした CSを 駆使 して い るか
とい うと、 あま りそうな ってはいない とい う。CSは 、表現 を暗記すれば使 えるようになるといつた、
簡単 なもので はない。 CS暗 記 を、CS行 動 へ と発展 させ るためには、計画的 な行動育成 プ ログラムが
必要 である。
一方、研究授業 などでよ く、 リサ ーチ型プ ロジェク トで生徒が 自分 の調べてきたことを壇上で英語で
発表す るのを見 るが、基本的発表技術 が育 っていないために聴衆 にほとんど伝 わ って いない。難語 をそ
の まま乱発 し、書 き言葉 の原稿 に しがみつ き、聴衆 を置 いてきば りにしてひたす ら朗読 して終 わる。 ま
た聴衆 も、聞 き手 として参加す るための訓練 ができて いないため、全 く話 に参加できず に、終始無反応
のままである。 このよ うなクラスに必要 なの は、 よ り入念 な原稿指導 とい うよ りもむ しろ、発表技術 と

CS行 動 の計画的 な育成 プ ログラムである。 そ して このよ うな行動育成 は、時間 をかけて行 う必要があ
る。
このよ うな発表技術 と CSの 行動育成 プ ログラム として、本稿 では 4つ の継続的 コ ミュニケーシ ョン
活動 を紹介 した。 この他 に も、計画的 にデザイ ンし、何回 もの トライアルを経 て磨 き上げてゆ く継続的
コ ミュニケーシ ョン活動 に取 り組む先生方 がお られる ことと思 う。今後 もア ンテナを高 くして、 そのよ
うな実践 に学 びたい と思 う。

「中高英語授業での継続的コミュニケーション活動の運営法」
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資料
1。

覧 (筆者 下 線 。 Dornyei and Scottの リス トに、 筆者 が 加筆 した もの )

:CONVERSAT10N STRATEGIES一

運

Verbal strategles
自分 に と つて 聞 きやす い よ う に、 相 手 の 話 し方 に注 文 を つ け る。

a o Controlling the speaker

Co

Jα

νo

r/Jο
spOα んSJο ″θ

αθ
″″など

b. Interactive strategies

<会 話促 進発言 >

Backchannel
Filler

。な ど、 あ いづ ちにあ たる もの
磁 んじん,И 鶴ん,I sθ θ

ttJみ

Rejoinder

Laι ttθ sοら

戸
「 んαんλ ″

.― y。

υン な ど、時間稼 ぎの埋 め草
α″ ″θJCO屁 イ βワκCaSa ttθ .― ―yasり

h sOr〃 .̲Tん αιb

αJJ rな んι.」 β πCθ ιο ttθ θι νOじ ――

「

o脇 θθινo可 魔Lυθαgooα ιjttθ .― ―yOし ,ι 。。。
Rθ αJ妙 れjCθ ι
」のよ うに、決 ま りき った応 答 を瞬時 に返す
Conversational Gambits(会 話 の定型表現 )

￨￨￨

んj疑「 js・ ′y。
話 題切 り出 しの rん θι

感想 ηttι b
I蹴

郵

タ
たん。″ ″んαι

r
ο
θ
r/aJ/jん ι
zjん g/″ oれ α
ι
ノμれα
grθ α

jng/ι 00
ι

bα グ

嶽

んαι
αr ι
οんθ
厖ん卿 νβorrり ι
.

jο
(Keller,E.and S.To Warner.1988.Conυ θrsα ι ん Gα ttbjι sr

Language Teaching Publications.
COmpleFrlenting(ほ

ごゝる

rribJり 。
α
″ルJ/ι θ

joん Pracι jc
rsα ι
Rο αJ Eれ gJjsん Coん υο

.Hove:

を参l著t)

) That's a nice shirt!― ‑Oh,really! /1 1ike yOur tie。

一 ―Thanks,Glad

you like it./Good to see you.

Yes,really!/
――

Empathic feedback

共感 を込めて同 じセ リフを返す ことで、相手 へ の共感 を示す。
"
7ん 。
y。 じ αre so αjscoaragaα 。
I am so discouraged." 一―■ ″み

Plus―

one information

Soliciting

相手 の質問 に答 えるとき、答 えの他 にもう一文、情報 を追加す る。
相手 に turn(発 言権)を 譲 る ことで、会話 を促進 しようとす る。 Wん αιαοyo
｀
/DOッ ο んαυθαηνjα θαs夕

ヽ ω αbO ιッο ′
ι
んjん た夕′

<negotiation of meaning(意 味交渉)>

Comprehension check

話 し手 が聞 き手 の理解 を確認す るために発す る質問
れαοrsι αれα″/Arθ νO

Dο 夕oじ

/Oι Jο ″

jん g

ttθ ζ/1s jι CJθ αrζ/Dο νο

んaυ θ αんν 9

ιjOれ Sタ

Confirmation check(含 asking for repetition)自 分 が相手 の発話を もっとよ く理解す るために発す る質問、相手 の発話 の字面 につい
て の質 問

y。

んαιagα jん『
ι

/f bag

νο r pα rdoれ タ

″αんιι
o borro″ ″んαι2

助 ″ 腕αんν′
肋 ″

ッolt spθ JJ

Jο

jι 7

Clarification request(Asking for clarification)自 分 が 相 手 の 発話 を も っ とよ く理 解 す るため に発 す る関連 質 問
雨hα ιαoOs
Coじ ′
αyo

gjυ θ′
ηθαれ θ
χα″零,ι θ′

FOrtt Or/0
Paraphrase

***"′ηθαん7

rι

θ
ο
んタ

ι
んj昭 ッοtt
的確 な表現がみつ けられない際 に、説明や例示 によって相手 にわか らせようとする、sο れθ
″jι れ αんjれ α o/

Approximation

的確 な表現がみつ けられない際に、類似 した意味の語 で代用す る。sα jJjtt

Cm麓 しれjcα ιjOん
y。

Appeal for help

sん

ん。
¨

.

―
わりに υ
んjん 3″ んαι
αbJθ を代用す る。 また s″ 〃 ι
ごoッ οじ―
ttθ ι
Rephrasing statements

cα

JJ―

jι

bο α
ι代 わりに 説

ゎ、 ιrれ わ の代

などの α フ 甲osθ ″σ法 を使 う
Jι

brOα た
あ″れを察知 した時、話者が相手 にわかるように言 い換えて話す

―̀?′ 夕
―
―
"― ―
。 Jα go ι
οι
んοderttα ι
οJogJsι b.″ ―

Gο
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Communication breakdownが 生 じた時に相手 に言語的援助 を求 める
Wiん α
ι
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ι
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Interpretive summary

相 手 の話 を正 し く理 解 したか ど うか を確 か め るため、相 手 の 発 話 を 自分 な りに要 約 して 相手 に返 す こ と
ト

corracι

..,/SO αrθ
り。
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」
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Showing inё omprehension自 分が相手 の発話 を理解できていないことをつたえる。」αο
れし れαθ
rsι α
れα
.

Scaffolding

話 し手 の不完全 な発話を、上級者が補 って完成 させてやる。
How much is the O¨

school・

¨you must pay ・?.¨ "

Tuition"

Yes. How much is the tuition?"

2。

Nonverbal Strategies

mime(身 振 りで真 似 る)
gestures(ボ デ ィー ラ ンゲ ー ジ)

facial expressions

l!￨
喜

pointing (ヤ 旨差す)

drawing(簡 単 な絵 を描 いて見せ る)
・Nk
Negotiation of Meaningと

の関係

Nunan(1999:311)の 定義 では、negotiatiOn of meaning(意 味交渉)と は、
The interactional work done by speakers and listeners to ensure that they have a conllnon understanding of the ongoing
meanings in a discourse. Corrlrnonly used conversational strategies include comprehension checks, confirmation checks,
clarification requests.

と定義 され る。 上 記 リス トで筆者 が下線 を付 けた もの がそれにあた ると考 え られ る。

