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【要  約】 

 実践的コミュニケーション能力を養うために、音声によるコミュニケーション能力が重視されているが、英語の

授業においては、読解中心で行われている場合が多い。そこで、音声によるコミュニケーションへとつなげる指導

法を検討し、本文読解終了後に、要約による内容理解と段階を踏んだ音読指導を中心とした授業を実施した。生徒

は、無理なく音読練習に取り組み、音声によるコミュニケーションへの意識を高めることができた。 
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１ 研究の目的 

平成 15 年３月に文部科学省から「『英語が使える日本

人』の育成のための行動計画」が発表された。それによ

ると、国民全体に求められる英語力の目標は、「中学校・

高等学校を卒業したら英語でコミュニケーションができ

る」とされ、高等学校卒業段階での目標は、「日常的な話

題について通常のコミュニケーションができる」となっ

ている。 

また、学校教育においては、学習指導要領における外

国語科の三つの目標、「外国語を通じて、言語や文化に対

する理解を深めること」「外国語を通じて、積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする態度を育成すること」「外

国語を通じて、情報や相手の意向などを理解したり自分

の考えなどを表現したりする実践的コミュニケーション

能力を養うこと」に基づいて、コミュニケーション手段

としての英語という観点から、音声によるコミュニケー

ション能力を重視しながら、４技能の総合的なコミュニ

ケーション能力を身に付けることが求められている。 

しかし、実際の授業においては、いろいろな改善がな

されているものの、読解中心で進められている場合が多

い。そのため、授業中に英語を発話する時間がほとんど

取れないなど、英語そのものに触れる時間も不足してい

る。さらに、授業時間の確保も難しく、毎時間コミュニ

ケーション活動を取り入れる余裕もない。 

そこで、このような現状を踏まえて、生徒たちが最も

多く英語に接する授業において、コミュニケーションの

基礎となる相手を意識した音読練習を取り入れることに

よって、英語を話す機会・経験を増やし、積極的に英語

を発話する態度を育成することにつながると考え、指導

の工夫について検討することにした。 

２ 研究の内容 

⑴ アンケートの実施 

生徒の実態を知るために、高校１年生、２クラス、79

名を対象に事前アンケートを実施した。 

 「英語の４技能のうち、最も力を付けたいと思うもの

はどれですか。」という質問に対して、「話すこと」と答

えた生徒が 48人で、他の３技能と比べると圧倒的に多い。

生徒達も話す力を付けたいと望んでいることが分かる。 

 「家庭での英語学習で、最も時間をかけているものは

どれですか。」という質問には、読解と答えた生徒が最も

多く、授業の予習として、家庭では読解中心の英語学習

になっていることが分かる。音読と答えた生徒は８名と

非常に少なく、生徒の意識はまだまだ低い。 

今までに英語の授業がおもしろいと思ったときは、授

業内容がよく分かったときと答えた生徒が最も多い。ま

た、今までに英語の授業がつまらないと思ったときは、

難しすぎて授業が分からないときと答えた生徒が最も多

く、次いで、自分の考えていることを英語で言えないと

答えた生徒が多かった。基礎基本を徹底し、よく分かる

授業を行うとともに、英語で自分の意見を発信すること

ができる力を付けるような授業展開が必要である。 

⑵ 授業実践 

以上のような生徒達の実態を踏まえて、研究員の先生

の協力を得て、１年生１クラスを対象とし、以下の三つ

の視点を持って授業実践を行った。 

 ア 本文の読解をすべて終えた後に、復習の１時間   

  を設定する。 

本文の読解をすべて終えた後に、復習の１時間を設定

することにより、本文の要約と音読を中心とした授業展

開を考えた。本文の要約については、本文の内容に関す

るＱ＆Ａを行い、本文の概要を理解させるとともに、キ

ーセンテンスに目を向けさせる。その後、キーワードを

抜いた要約文を配付し、空欄に適語を埋めさせ、要約文

を完成させる。音読練習に取り組むためには、英文の内

容が理解できているかどうかが大切なので、要約させる

ことで内容理解をより深め、コミュニケーションの相手

を意識した練習になるように、音読練習を効果的に行う

ことをねらいとした。 

 - 20 -



 イ 音読練習の効果を体験させる。 

音読練習の効果を体験させるために、今回は、一斉リ

ーディング、グループリーディング、ペアリーディング

の３つを段階的に実施した。さらに、ＢＧＭを活用し、

コミュニケーションを意識した音読練習になるように工

夫した。まず、それぞれについて簡単に説明する。 

  (ア) 一斉リーディング 

教師の範読、及びＣＤの後に続けて、クラス全員で読

んでいく練習である。単語の発音、アクセント、文のリ

ズム、イントネーションなどに気を付けながら、生徒た

ちが読むときに詰まったり、声が出にくいところは何度

も繰り返し、自信を持って読むことができるように練習

させる。教師は机間巡視をしながら、生徒の活動の様子

を観察し、適宜、指導をする。 

(イ) グループリーディング 

一斉リーディングでは、生徒一人一人が声を出してい

るのか、出していないのかの確認が十分にできないため、

音読練習に積極的に取り組まない生徒も出てくる。そこ

で、生徒一人一人に責任を持たせ、読む回数をできるだ

け多くするとともに、音読に対する抵抗を少なくするた

め、少人数のグループ単位での音読練習を実施した。４

～５人のグループを作り、順番に１文ずつ読んでいく。

今回の要約文は 11文からできているので、１回読み終わ

るのに、各自２文を読むことになる。こうして、時間を

設定し、その時間内、グループ内で音読練習をさせてい

く。教師は、机間巡視をしながら、生徒の活動の様子を

観察し、適宜、指導する。その際、ＢＧＭを流すことに

よって、適度な騒音を作り、グループ内の生徒たちの声

を聞く事に集中するとともに、しっかり声を出して読ま

せるようにした。一人一人に責任を持たせ、リズムよく、

大きな声で読ませることをねらいとして実施する。 

(ウ) ペアリーディング 

ペアを作り、Read and look up の練習をさせる。一斉

リーディング、グループリーディングを通して、生徒た

ちは要約文をかなり読んできている。暗唱につなげるた

めの段階として Read and look up に取り組ませ、英文が

自然に口から出てくるような感覚を持たせたい。そして、

今回は、Ｓ＋Ｖ（知覚動詞）＋Ｏ＋Ｃ（動詞の原形）の

構文に習熟させるため、英文を作る活動へと発展させて

いきたい。 

Read and look up では、ペアの一人であるＡさんが、

プリントを見ながら１文を覚えたら、そのプリントを背

中へ回して見えないようにした後、その１文を音読する。

もう一人のＢさんは、プリントを見ながらＡさんが英文

を正しく言えているか判断する。声が小さくてよく聞こ

えなかったら、「I beg your pardon?」 とか、「Once again, 

please.」などと言ってコミュニケーションを取り、再度

Ａさんに発話させる。正しく言えたら次の英文に進む。

全文が終わったら、ＡさんとＢさんが役割を交代する。

この活動では、単に単語を音声に変えるということでは

なく、その英文の意味を理解し、発話することにより、

その英文がより定着すると期待される。このときも、グ

ループリーディングと同様に、ＢＧＭを流し、一人一人

が音読練習に集中することができるようにする。 

 ウ 自己表現へとつなげる。 

自己表現へとつなげるために、本時の重要構文である

Ｓ＋Ｖ（知覚動詞）＋Ｏ＋Ｃ（動詞の原形）の文を生徒

たちに作らせ、習熟を図るとともに、要約文のレシテー

ション（暗唱）を目指す。音読練習を通してこの構文に

対する理解を高め、慣れさせることができ、さらに、自

分の言いたいことを表現することができる体験をさせる

ことで、コミュニケーション活動へつなげて行くのがね

らいである。アンケート結果から、自分の考えているこ

とを英語で言えないと答えた生徒が多かったように、こ

うした音読練習を重ねることで、多くの英語の表現方法

に慣れていくことができる。 

⑶ 授業後のアンケート結果 

ア アンケート結果の概要 

授業を実施したクラスの生徒（男子 20名、女子 19名）

を対象に、授業後にアンケートを実施した。それぞれの

音読練習に積極的に取り組んだと答えた生徒がいずれも

過半数を超えた。中でもグループリーディングでは、27

名が積極的に取り組んだと答えた。また、ペアリーディ

ングでの暗唱練習では、積極的に取り組んだと答えた生

徒は、男子で 12名、女子では７名と差が大きかった。ゲ

ーム感覚が強くなると、男子生徒がより積極的に取り組

む傾向が見られるのかもしれない。３つの音読練習のう

ち、最も楽しく行えたものはグループリーディングであ

ると答えた生徒は 30名であり、少人数の中で余り抵抗を

感じることなく音読練習ができたと思われる。また、今

後の授業において、継続して取り組んでみたいと思うも

のはグループリーディングであると答えた生徒が 31 名

であった。家庭での英語学習に音読練習を取り入れたい

と答えた生徒が 24名いたが、分からないと答えた生徒が

11名もおり、今後も継続して音読練習を行い、その必要

性を分からせる必要がある。 

イ 生徒の感想 

(ア)  授業の感想 

・ＢＧＭを流したことによって、読むリズムがつかめた 

 ような気がしてよかった。 
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・ＢＧＭより声を出そうとできるのでよかった。 

・音読練習をして、文を覚えることができた。 

・英語を読むのが楽しかった。 

・楽しい授業だったから、自分も音読の時に声を大きく  

 出せた。 

・授業のほとんどが音読練習というのは、おもしろかっ   

 たです。 

・１つの単語ぐらい読めなくてもいいやと思っていたけ  

 ど、今回はそれはだめだったので、一生懸命に覚えて、  

 よかったと思います。 

・音読練習がとても大切だということがよく分かりまし  

 た。 

・声に出すと結構スラスラ頭に入ることが分かった。音 

 読は大切なものだと気付くことができた。 

・音読練習に時間を費やしすぎると授業が進まない。 

(イ) 今後の授業に望むこと 

・たくさん音読したらいいと思う。 

・英語をスラスラ読めるように頑張りたい。 

・声を出す活動がこれからも多くあるといいなあと思い 

 ます。 

・音読練習を積極的にしていきたい。 

・グループリーディングが一番英語の文がスムーズに話  

 すことができたので、これからもグループリーディン  

 グを続けていってほしい。 

・家で音読を１回はしておくようにしたい。 

３ まとめ 

今回は三つの視点を持って研究をした。まず、一つ目

の視点は、本文の読解をすべて終えた後に、復習の１時

間を設定することであり、本文の要約を通して内容理解

の復習ができ、音読を中心とした授業を進める余裕がで

きた。一斉リーディング、グループリーディング、ペア

リーディングと段階的に音読練習をさせ、その都度コミ

ュニケーションを意識させることが大切であった。自分

が発話している内容を他の人が聞いているという状況を

意識させると、相手に分かりやすいように発話すること

を考えるようになった。また、ＢＧＭを活用することに

より、集中して相手の言葉を聞くことと、相手にしっか

り伝わるように大きな声で発話することを意識させるこ

とができた。適度な雑音は、言語の習得活動においては

効果があることを確認できた。英語は日本語と異なり、

リズムが大切な言語であるため、ＢＧＭによって、その

リズムをつかむことが容易になったと考えられる。 

二つ目の視点は、音読練習の効果を体験させることで

あり、生徒のアンケート結果から、音読の効果を体験す

ることができたと思う。音読によって、英文を覚えるこ

とが容易になることや、家庭での学習に音読練習を取り

入れようという意見も見られた。今後は、シャドーイン

グといった方法も指導し、音読練習の幅を広げていきた

い。 

三つ目の視点は、自己表現へとつなげることである。

本時の重要構文である、Ｓ＋Ｖ（知覚動詞）＋Ｏ＋Ｃ（動

詞の原形）の習熟を図り、音読練習によって、基本文を

その文型と意味の両方においてしっかり理解した後、そ

れを用いて自己表現させた。音読練習においてコミュニ

ケーションを意識させることによって、ただ単に英文を

模倣するのではなく、自分の意見や考えを相手に伝えた

いという意欲を持たせることが大切である。ただし、要

約文のレシテーションまでは練習時間が足りず、進める

ことができなかった。 

以上のように、授業中の活動の様子や、アンケート結

果から、その成果を見ることができた。 

４ 今後の課題 

 先ほどの生徒の感想にもあったように、音読練習に時

間を費やしすぎると授業が進まないという心配がある。

新出単語や本文の一斉リーディングは毎時間実施してい

るが、今回のように音読練習を中心とした授業は毎時間

できない。そこで、今回のように、本文の内容理解を終

えた後、音読中心の授業を実施することで、音読練習の

時間を集中して確保することができる。また、同じ事を

続けていると、生徒たちは飽きてくるため、こちらが考

えているほどの効果が上がってこなくなる。音読練習の

バリエーションを増やしていく必要がある。 

次に、家庭学習で音読練習を継続して行わせるために、

音読の評価の工夫が必要である。ＡＬＴとＪＴＥが協力

して、音読テストを実施したり、ＡＬＴとのティームテ

ィーチングの授業時間に、評価の場面を設定する必要が

ある。 

さらに、音読練習によって、基本文型や表現を身に付

けることができれば、それらを用いてスピーチや Show 

and tell などの自己表現活動へと展開していくことが可

能である。ＡＬＴの協力を得て、音読練習の成果があっ

たと生徒たちが実感できるような場面を作りたい。今後、

こうした点を中心に更に研究を進めていきたいと思う。 
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