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これまでの英語教育は、先生が解説をして、生徒は静かに聞く授業が一
般的でした。野球に例えるならば、フィールドでプレーしている先生を、
外野席で生徒は観戦しているようなものでした。そこでは、丁寧かつ分か
りやすい説明を手際よく行う先生と、静かに聞いてしっかりとノートを取
る生徒が良いとされてきました。しかし、これからは、プレーをするのは
生徒で、先生は監督あるいはコーチとなり、生徒をサポートしたり、導い
たりするような英語教育が求められるのです。そうです！生徒が主体とな
った英語教育への転換期なのです。
・
「お互いの気持ちを感じながら話をする力」
・
「相手の国籍や言語が自分と違っていても、意思を伝え合うこ
とができる力」
・
「人との社交性を高める言葉の使い方を身につけること」
・
「相手の話を聞いて、相手の気持ちを理解して、自分の気持ち
を伝える力」
これらは、英語で行う英語の授業を受けた高校１年生が、１年間の最後
の授業で「あなたにとってコミュニケーションとは何ですか？」との問い
かけに対して書いたものです。試験で測る英語力は得点という形で目に見
えますが、この生徒たちは目には見えない「コミュニケーション」とは何
かを示してくれました。英語で行う授業を１年間受けた生徒たちは「相手
を理解」し、
「自分を理解」してもらうというコミュニケーションの本質
をつかみながら、
「気持ちが通じ合う」というサイエンスになりにくい部
分にまで気がついてくれたのです。主に日本語で説明が中心となる授業を
１年間行っていたとしたら、果たしてこのような気づきは生徒に生まれて
いたのでしょうか。
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はじめに

学術的に「コミュニケーション能力」を定義する場合、Canale & Swain
（１
９
８
０）による次の４要素が広く知られています。

このような生徒の声に直面したとき、その生徒の不安や訴えに率直に耳を
傾け、授業改善に立ち向かわなくてはなりません。そこには第二言語習得
理論や指導技術だけではなく、生徒を理解することが必要なのです。いく

ご

い

＜文法能力＞ どれだけ語彙や文法力があるか

ら指導技術に優れていても、例えば「ペアが異性だとやりにくい」という

＜談話能力＞ 論理性のあるまとまった発信ができるか

声に耳を傾けてその解決策を考えなければ、生徒にとって良い授業とは言

＜社会言語的能力＞ 場面や相手に応じた適切な言葉を使用できるか

えません。本書は、現場で直面するこれらの問題を取り上げ、英語で授業

＜方略的能力＞ 適切な言葉が思いつかないときにどう対処するか

をこれから行ってみようという先生方と同じ目線に立ち、分かったことや
うなず

考えるべきことをまとめたものです。読んでいる最中に「そうそう」と頷
従来の伝統的な英語教育は、上記の文法能力に重点を置いてきました。指

けることや、
「なるほど」と新鮮に感じられることが読者の皆さんにあれ

導が先か、試験が先かは分かりませんが、大学入試を主として「知ってい

ば幸いです。また、中学校や大学の先生方にもお読みいただき、高校現場

たぐい

ますか？」という類の文法知識の量を測る試験が圧倒的に多く、それに対

で始まろうとしている新しい英語教育について一緒に考えていけたらと思

応するべく文法訳読を中心とした主に日本語による解説型の授業が多かっ

います。
本書では、第１章で、英語で授業を行うことに関連してこれからの英語

たのです。
しかし、２
０
１
３（平成２
５）年度から施行の新高等学校学習指導要領に「授

教師に求められるものについて考えます。担任、生徒指導、部活動顧問と

業は英語で行うことを基本とする」と明記されました。高校の英語の授業

いくつもの役割を抱える英語教師にとって、たとえ良い授業であっても１

が今、変わろうとしています。ここで改めて、英語で授業を行う意味と意

時間の授業の準備に６時間も７時間もかかるようでは成り立ちません。授

義は何かを考えてみたいと思います。なぜ英語で授業をするのでしょう

業の準備以外にも多忙化する現場の中で、英語教師に求められているもの

か？英語で授業をするとどんな良いことがあるのでしょうか？英語で授業

は何なのでしょうか。第２章では英語教育史に学び、日本の英語教育の現

をするにはどのようにしたら良いのでしょうか？英語で授業をすると、生

状を鑑みながら、これから英語で授業を行うことの意味と意義を俯瞰しま

徒はどのように変わるのでしょうか？英語で授業をしてできることとでき

す。グローバル社会の到来で変革期にある日本の英語教育が、新高等学校

ないことは何なのでしょうか？それらの疑問と同時に、
「教育」としての

学習指導要領の施行により「授業は英語で行うことを基本とする」という

英語の授業の在り方、教師の在り方が問われているのではないでしょうか。

大きな改革が始まろうとしています。しかし、これは今さらのことではな

この幅が広く、確固たる答えの見えにくい疑問に対して、生徒の声ははっ

く、また英語で行うという手段ばかりがクローズアップされるべきではな

きりとした問題提起を打ち出してくれます。

いということを英語教育史の流れから見ていきます。第３章では、英語で

かんが

ふ かん

授業を行うとどのような力が生徒につくのか、あるいはどの力のつき方が
「
（授業は）楽しいけど力がついているか不安」

日本語で指導するときと異なってくるのかという点について考えます。そ

「活動のときに“stand up”ばかりさせられて疲れる」

して第４章では、どのようにすれば英語で授業ができるのかという、英語

「日本語をもっと使ってほしい」

で行う英語の授業の方法論について述べます。第二言語習得の理論も用い

「ペアが異性だとやりにくい」

て、英語で行う１つの授業モデルを提示したいと思います。第５章では、
6
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1

英語で行う英語の授業を実践して、できることとできないことをまとめ、
ふた

特にできなかった部分は蓋をすることなく、何が足りなかったのかを建設
的に分析したいと思います。以上のように、教師論から英語教育の歴史、
英語で行う授業の方法論まで広範囲に渡ってカバーしていますが、伝統と
いう古いものにしがみつくのでもなく、最新の理論に飛びつくのでもなく、
生徒にとって、日本の英語教育にとって良い方法は何かという視点で考え
ていきたいと思います。さらに、その視点に教師として、そして人間とし
ての生き様をミックスさせてみたいと思っています。ぜひお読みになって
感想をいただけましたら幸いです。
なお、表紙の絵は、ある生徒が卒業するときに譲ってくれたものです。

1

これからの英語教師は？

オーラル・イントロダクションや発問、コミュニケーション活動を考える
ときの「ひらめき」や、このような英語の力をつけてほしい、このような
英語が使える学習者に育ってほしいという目標へ導く「灯台」としての明
かりのイメージとこの絵が筆者の中で一致したのです。いつか本を出すと
きに表紙にしたいので譲ってもらえないかという申し出に快く応じてくれ
ました。この本が、読者の皆さんにマニュアル的な存在となり、授業等の
アイディアを考える際に明かりを照らすような役割となれば嬉しく思いま
す。
２
０
１
２年
著者

8
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これからの英語教師は？

4

どのようにすれば英語で授業ができるの？

＜本章のまとめ＞

英語で授業をすることで生徒はどんな力が身につくの？
!英語に対する抵抗感が減った！
!生徒がよく反応するようになった！
!リスニング力がついた！
（ただしリスニングテストにはその力が表れないこともある）
!先生の話す英語を積極的に真似る生徒が出てくる！

4

どのようにすれば英語で授業ができるの？

!英文の大意をつかむ力がついてくる！
・キーワードやキーセンテンスをつかむ力
!模擬試験等の全体偏差値は変化しなくても、分布の形が変わ
る可能性がある
・下位が減り、中間層が多くなる可能性が考えられる
!書き始める速さ、リスポンスの速さが出てくる
!物事を深く考える生徒が増え、他人とは違っても自分の意見
を言おうという意識が芽生える

78

79
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どのようにすれば英語で授業ができるの？

いよいよ第４章では、具体的にどうすれば英語で授業ができるのかとい

が極端に悪くなってしまいました。Everybody, sit down!!と大きな声を出す

うことを考えていきます。まず、挨拶をしたあといきなり“Open your text

のが毎時間の始まりとなってしまいました。これでは良くないと、学期の

book.”だけはやめたいところです。最初に、教科書に入る前の挨拶、ウォー

始まりで③に替えてみました。そうしたところ、時間を守って着席もする

ミングアップとしてのスモールトークについて述べることにします。そし

ようになり、かつ授業の始まりが非常にスムーズになったのです。第２章

てそのあと、本書で提案する PCPP の流れで教科書を使った英語で行う授

（３）で BICS レベルの英語力をつけさせることの大切さについて述べま

業（本体部分）について述べていきます。

した。その考えに基づけば、英語で挨拶は基本中の基本です。しかし、第
１章で「学級経営力」について述べたように、たとえ英語の授業であって
も、場合によっては、まず日本語で起立・礼というけじめを付ける動作は

（１）英語の授業をどうやって始めるか

大切だと実感しています。

授業の挨拶は Good morning それとも起立・礼？

授業の休み時間から英語モードへ

英語で授業を始めるポイントとして、挨拶の仕方も大切な点です。先生

英語で授業を行う意義の１つとして、日常生活の英語（BICS）に触れ

方は、授業の最初と最後はどのような形を取られていますか？筆者は授業

る機会を多く確保するということも考えられます。教科書の中身自体を教

の始めと終わりでいろいろなパターンを試してみました。

えることもそうですが、ちょっとしたやり取りにしても、英語で行えば立
派なコミュニケーションとなります。Pass your homework to the front. Make

①英語で行う授業なのだから、Everybody, stand up. Good morning,

sure to write your name．
などというやり取りも自然になればなるほど溶け込
んだ日常英語使用となります。このような英語使用の場面をできる限り増

class！と英語で行う。
②英語で行う授業なのだから、日本式に立たせないで、Good

やすことが大切です。しかし、いわゆる指示英語などの定型表現だけでは
ひ

生徒の心を動かす（＝こちらに惹きつける）ことはできません。先生のオ

morning everybody．で始める。
③英語で行う授業だけど、日本式に「起立・礼」で始める。

リジナルの切り口、内容で英語を使うことが大切です。特に自分の学校や

④挨拶は行わない。

クラスに関することを英語で話せば生徒ものってくるでしょう。
休み時間から英語で話をして生徒をのせるには、
「リズム」の良さが必

英語での授業１年目、高校１年生を担当していたとき、①の形式を取って

要だと感じています。生徒もこちらも英語モードに入っていくための瞬間

いました。しかし、最初のうちはよかったのですが、慣れてきた夏休み前

作りです。そこで生徒の心を動かし、幅のある理解力や表現力を育てるた

あたりから、挨拶の声が次第に小さくなってきました。そこで ALT の授

めの英語使用をしたいものです。筆者は授業の始めにできるだけスモール

業のように、起立しなくてもいいから、挨拶だけはしっかりとさせようと

トーク（small talk）をするようにしています。スモールトークというネー

思い、上の②にあるとおり座らせたまま挨拶をする方式に切り替えたので

ミングのとおり、たわいもないお話です。スモールトークでは何でもネタ

すが、結果は起立もなくなり、挨拶の声もなくなってしまったのです。そ

になります。

うなってからどのようなことが起きたかというと、チャイムで着席する率
80

I had my hair cut at a barber. How’s my new hairstyle?
81
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Yesterday, Matsui hit a homerun.

S：文字が逆だ−

In the US, each typhoon has a girl’s name. Do you know who decides the

T : Yes, why do you think the letters are opposite?

どのようにすれば英語で授業ができるの？

name?

S：走っている車のミラーから見やすい！

など、私たちのまわりでは常にいろんなことが起きているので、それらを

T : As you said, it’s easier for the other drivers to see the letters with their mirror.

ネタにするのです。開始のベルが鳴って２、３分。このスモールトークの

Do you think it’s a good idea?

おかげですっと教科書の中身に入っていけますし、生徒とのコミュニケー

S : Yes!

ションをすることで良い関係が築けます。そして教師である筆者自身が英

T：車を運転するときはミラーをよく見らー

語を使うことで、自分の英語力が磨けていると実感しています。次のセク

S : ・・・

ションで実際のスモールトークのネタをいくつかみてみましょう。
②天気にまつわる表現
スモールトーク
スモールトークのネタとしてアサヒコムや Yomiuri Online などの新聞の
ウェブサイトをよく活用しています。その一例を紹介します。
① Mirrored letters

Do you know how to say these expressions in Japanese?
packed snow （

） snow fairy （

）

snowball fight（

） snow−water（

）

powder snow （

） slush snow （

）

We have a severe winter and much snow here in Ishikawa. So, we can see various
kinds of snows and therefore we can describe them in various ways.
天気の話題は、よく当たり障りがないと言われますが、ネタに切れてしま
ったときはよく天気の話題をします。It’s been raining since this morning. I
believe it was hard for a lot of you to come to school this morning. I hope it’ll be
fine when you go home．
という感じです。
③ A flying car
T : Do you think this plane is normal?
S : Something is strange.
岡山市立市民病院提供

T : What is it?

T : What is this?

S : This plane has larger tires.

S : An ambulance car.

T : You’re right. This works as both plane and

T : That’s right. But, something is different in this picture. Think in pair.
82

car. Don’t you think this is a good idea?
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どのようにすれば英語で授業ができるの？

④場面や状況に応じた英語
あなたは、家で、一人で留守番をしています。そこに、あなたの

東（２
０
０
９）の『改訂社会言語学入門』という本には大変興味深いことがた

Situation３：

くさん書かれています。社会言語学と聞くと難しそうなイメージを持ちま

家に英会話教材のセールスマンがやってきました。そのセールスマンは外国人

したが、具体的な場面や状況を与えて、自分なら何と言うかを考えさせる
のです。生徒には次のような質問を日本語でして、
返事のいくつかのパター

（native

speaker）です。「こんにちは」と日本語で話しかけてくるそのセールス

マンに、あなたは、断りたいとき何と言いますか？

ンを英語で伝えました。
Situation１：

（東照二『社会言語学入門（改訂版）
』研究社 P．
１
２
８−１
３
５から引用）

あなたは、先生／友達が図書館で夜遅くまで仕事／勉強している

のをみました。そこで何と声をかけますか？先生に声を掛ける場合、友達に声

このように situation を用意すると、応対の言葉には、自然に興味が湧くも
のです。社会言語学の文献は、面白いシチュエーションと実際のやり取り

を掛ける場合、それぞれ考えてみてください。

が扱われているので、筆者のネタの１つとして活躍しています。

①直接はっきりとアドバイスする

⑤身近な話題を題材に

Don’t work so hard. It’s very late.

I went to a public bath with new ALT, Austen. As you know, it is difficult for him

②ワンクッションおいて間接的にアドバイスする
Why do you work so hard? It’s very late.
③なにもアドバイスしないでコメントだけする
I can never get much done so late at night.

to understand Japanese culture. If you go to a public bath with a foreigner, what
are you going to tell him or her?
−生徒の意見−
Don’t take a bath without washing your body.

Situation２：

あなたは、友達と一緒にレストランにいます。メニューをみなが

らなにを注文しようか、と考えています。友達はハンバーガーにしようかな、

Don’t swim in the bathtub.
Don’t put your towel in the bathtub.

と言っています。あなたは、前に食べた経験からそのレストランのハンバーガー

などが出ました。最後の Don’t put your towel in the bathtub．
という生徒の意

は油でギトギトで、よくないと思いました。あなたは友達に何と言いますか？

見に対して、Then, where is the best place to put the wet towel？などと尋ねる
とさらにコミュニケーションが広がります。

①直接はっきりとアドバイスする
Don’t order the hamburger. I had it here before, and it was really greasy.
②ワンクッションおいて間接的にアドバイスする
Maybe it’s not a good idea to order a hamburger. I had it here before, and it was really
greasy.
③なにもアドバイスしないでコメントだけする
I had a hamburger before, and it was really greasy.

⑥究極の選択（ペア（A と B）の生徒同士が質問をし合います）
<A>
Q１．Where do you want to go, planetarium or movie? Why?
Q２．Which do you want to drink, coffee or black tea? Why?
Q３．Which do you have to study harder, English or math? Why?
Q４．Which do you want to go, Hokkaido or Okinawa for school trip? Why?
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どのようにすれば英語で授業ができるの？

<B>

とが可能であり、それは第二言語習得の認知プロセスに効果的に働き

Q１．Which do you want to go, Tokyo Disneyland or Universal Studio Japan?

かけると予測することができる。
（p．
１
８）

Why?
Q２．Which do you want to eat, fish or beef? Why?
Q３．Which do you want to get higher score, English or math in the year-end test?
Why?

P=presentation
（今日の授業で扱う内容について先生から聞いたりする）
C=comprehension

Q４．Which do you want to go, Okinawa or a foreign country for school trip?
Why?

（扱う内容を主に読むことによって内容を理解する）
P=practice
（音読やスペル、文法などの練習をする）

中には到底２、３分で終わらない内容もありますが、毎時間でなくてもこ
のような投げ込み教材を入れることで授業が活性化すると考えています。

P=production
（習った英語を使ってコミュニケーション活動をする）

このようなスモールトークがあっていよいよ教科書の中身へと入っていき
ます。次の（２）では英語で行う授業の主要部を構成する際により所とし

たしかに、第二言語習得の観点から見ても、最初の P で生徒は「聞いた

たい PCPP の考え方と具体的な指導法について述べます。

り」また聞いたことに反応して話したりしたことについて、次の C で「読
んで」
「内容を確認」し、文字として読んだものを音声と結びつけ、実際
に使ってみるというのは理にかなっています。別の表現をすれば、最初の

（２）PCPP メソッドにより英語で行う授業
まず英語で授業を行うにあたって、１時間の授業の最初に何をして次に
何をして…と、まずは PCPP の流れを基本として１時間の構成を考えてみ
ましょう。しかし、その前に。
PCPP メソッドって何？
村野井（２
０
０
６）は、第二言語習得の理論と現場の授業を結びつける有益
な指導法として PCPP をあげています。
教 科 書 を 用 い た 内 容 中 心 の 指 導 は、提 示（presentation）
、理 解
（comprehension）
、練習（practice）
、産出（production）の PCPP の流れ
で行うことによって、従来の英語指導法を抜本的に変更せずに行うこ
86

P が主に Input となり、次の C と P で Intake という処理が起き、最終的に
は Output に向かって行くことになります（村野井２
０
０
６）
。次の図は第二言
語習得の認知プロセスと PCPP による第二言語指導の関係を示したもので
す。
インプット（input）
↓ ↑
理解（comprehension）
↓ ↑
内在化（intake）
↓ ↑
統合（integration）
↓ ↑
アウトプット（output）

P=presentation
C=comprehension
P=practice
P=production

（村野井、２
０
０
６、p．
２
３を基に作成）
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