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Dialogue 19 巻頭言  

割り切れないから面白い  

松坂ヒロシ  

 

 テレビで英語母語話者の語りを聞いていて、はっとした思い出があり

ます。この人は、need to というフレーズを使いました。to の後にどんな

言葉を続けようか相当迷いがあったようで、発話のスピードが突然落ち、

to の後にポーズが置かれました。私がはっとしたのは、このときの to

の発音を聞いたときです。to は強形の/tu:/でなく弱形の/tə/で発音されま

した。その /ə/の母音は、異常に長く引きのばされました。記号で書けば

/ə:/と書くべきところです。長かったので、 /ə:::/と書きたいくらいです。

音声学の教師は、弱形は発話においてある程度の速さのある部分に出現

するのが普通、と教えます。私がテレビで接した、ことさらスピードを

落としての弱形使用は、この原則に合いません。その後、to のこうした

発音には何度も出会いましたし、また、 to だけでなく for についても同

様の現象が起きがちであることを知りました。  

 ロス・アンジェルスで現地の友人が I’m parked across the street.と言っ

たのを聞いてびっくりしたこともあります。「私の車は道の向こう側に

駐車してある」という意味ですから、My car is parked . . . と言わなくて

は理屈に合いません。これに似た例。インターネットで見た手袋の商品

レビューに、 . . . they are so small I can’t get into them . . . というのがあ

りました。手袋に入るべきは「私」ではなく「私の手」なのですから、

理屈を言えば. . . I can’t get my hands into them . . .などと書くべきでしょ

う。  

 いやはや、英語には、理屈や原則で割り切れないことが多々あるよう

です。教師の立場からすると、こうしたケースは迷惑なものです。私自

身、学習者から割り切れない英語について質問されて答えに窮したこと

が何度もあります。  

 実は、割り切れない話は、日本語にもあります。日本語には、「食わ

ず嫌い」「負けず嫌い」というふたつのフレーズがあります。「食わず嫌



い」は、食べないで嫌うという意味なので、理屈に合っています。一方、

「負けず嫌い」は、別に、「負けないで嫌う」という意味ではありませ

ん。理屈に合ったフレーズを創作するなら、「負け嫌い」になるはずで

す。日本国語大辞典で「負けず嫌い」を引くと、「負け嫌い」「負けじ魂」

などの混態か、とあります。なるほど。そういう説明があり得るのか。

でも、そんな情報は、普通の日本語の母語話者は持っていません。何の

疑問も持たず、「食わず嫌い」「負けず嫌い」の両方のフレーズを使いま

す。日本語を外国語として学ぶ学習者たちにとって、割り切れない、迷

惑な話です。  

 英語にある割り切れない言葉の問題に、英語教師はどう向き合ったら

よいでしょうか。この疑問に対する答えは、一通りではない、つまり、

それこそ「割り切れない」ものだと思います。直面した問題に何かの説

明がつけば最高です。しかし、説明に必要な情報を持ち合わせていても

いなくても、私は、なるべく、学習者に「割り切れないから面白い」と

いうことを伝えるようにしています。言葉の学習が数学や理科の学習と

根本的に異なる点が、この、「割り切れないことも時として是とする」

という点であり、それが言葉の魅力だと私が思っているからです。  

 ただ、「これが言葉の面白さですよ。」というコメントをすんなり納得

してもらうためには、教師が学習者から信頼されていることが必要です。

「この先生はかなり英語が分かっている。」と日頃思ってもらえている

ことが前提条件です。学習者に対する私の過去のコメントがどこまです

んなり受け入れられただろうか、不安はぬぐえません。英語教師として、

修行を続けなければと思います。  
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「発表指導」に関する基礎調査：公立中学教員の場合 
 

An Investigation of “Presentation Teaching”: 

A Case of a Japanese Public Junior High School 

 

肥田 和樹 

早稲田大学 教育学研究科 博士課程 

 

Abstract 

This paper reports on the results of an interview investigation of Japanese English 

teachers in public junior high schools in Japan. The study intends to (a) build 

understanding of how Japanese English teachers plan and conduct teaching 

presentations in their schools and (b) consider the issues that will require careful 

investigation in future research. Three Japanese English teachers participated in this 

study, which included semi-structured interviews with them. They regarded the 

audience being able to understand what the speaker intended to say as being significant 

in a presentation. Moreover, they held the opinion that they would like to give their 

students individual feedback. They believed it best that feedback be given immediately 

after each student’s presentations. However, the teachers provided feedback only after 

all students had completed their presentations. This interview investigation revealed 

that the teachers made efforts to remove their students’ anxiety toward giving English 

presentations. Although the teachers felt that they did not have enough class time, they 

made sure to check their students’ scripts and gave opportunities for practice. Based on 

the findings from the interviews, issues that should be further investigated in future 

research are discussed in the last part of this paper.  

 

キーワード: 発表指導, プレゼンテーション、公立中学校, 教員 

 

１. 公立中学における「発表活動」の実態調査の必要性 

 

英語を外国語として学ぶ（EFL）学習者が持つ「話す能力」に対する関心が高まるにつ
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れて、さまざまな教育現場において、EFL 学習者の、「書く・話す能力」を含む、コミュ

ニケーション能力を向上させる必要性が高まってきている（Van Ginkel, Gulikers, 

Biemans & Mulder, 2017; Tailab & Marsh, 2020）。コミュニケーション能力の中でも特に、

意見や考えを公の場で伝えるという「プレゼンテーション能力」が、高等教育の場では重

要な能力の 1 つであるとみなされてきた（Dunbar, Brooks & K, Miller, 2006）。この「プ

レゼンテーション能力」に対する関心の高さは、日本における英語教育においても同様で

ある。日本の英語教育におけるプレゼンテーション指導に関する研究は、授業内容に関す

る制約が比較的少ない大学において行われたものが多く、プレゼンテーションを授業に取

り入れることで、大学生の英語力が向上し（川内, 2012）、教室内で英語を発話することに

対する不安が減少（飯村, 2016）することが報告されている。中学・高校では、2017 年に

学習指導要領が公示され、それまで「話すこと」とされてきた項目を「やりとり」・「発表」

に細分化し、それぞれの能力をさらに高めようという動きがある。文部科学省は毎年、日

本全国における公立中学校・義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を対象

とする「英語教育実施状況調査」を行っている。2020 年度には全国から 9,340 校が参加し、

そのうち 90%を超える学校がプレゼンテーションを含む、スピーキングテストを行ってい

る、または行う予定であると答えている。この大規模調査の結果をみると、中学校におい

てプレゼンテーションが幅広い地域で浸透していると考えられる。しかしながら、ブリテ

ィッシュ・カウンシル（2019）が行った調査では、中学校英語教育現場において、教員の

多くがプレゼンテーション指導に対する指導に自信を持つことができず、さらには生徒の

プレゼンテーションに対する指導を十分に行えていないと答えた教員が多いことがわかっ

た。つまり、中学校ではプレゼンテーションを生徒に課している一方で、教員の指導に対

する自信の欠如も一因となり、プレゼンテーション、発表活動に対する十分な指導がなさ

れていない、という現状があるのではないだろうか。 

以上の現状を改善するためには、中学英語教員が抱える「発表指導」に対する意識を調

査し、「発表指導」が充分に行えていない原因を明らかにする必要がある。そして明らかに

なった「発表指導が充分に行えない」現状を解決すための支援を行う必要がある。そのた

め本研究は、基礎調査として、中学英語教員が抱える「発表指導」に対する意識をインタ

ビュー調査により明らかにすることを目的とし、今後の大規模調査に向けた調査内容を検

討したい。 

ここでの「発表」とは、「聞き手に対して一方向で話して伝える」ことを指す（文部科学

省, 2017）ため、詳細は本稿の第２節で扱うが、学習指導要領で扱われている「発表」は、

「プレゼンテーション」と同義である、と本稿では扱う。 

本稿では中学で扱う「発表」活動を「プレゼンテーション」と同義であるとみなすため、
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本稿の前半で「プレゼンテーション」の定義、ならびに効果的なプレゼンテーションを行

うために必要な要素を(第 2 節)先行研究を基に考察する。そして日本における発表指導の現

状について(第 3 節)先行研究を概観することで整理する。その後、今回のインタビュー調査

で採用した半構造化インタビューについて、ならびに質問内容を報告する(第 4 節)。第 5

節では中学教員の発表指導状況についてのインタビュー調査の報告を行い、発表指導の実

態について本報告を含めてまとめる。第 6 節では、今後のアンケートによる大規模調査を

行うにあたり、どういった内容を質問項目として含むべきか検討する。 

 

２. 「プレゼンテーション」とは知識・技術・態度の組み合わせ 

 

「プレゼンテーション」に関する研究は 2000 年代から活発に行われるようになり、「プ

レゼンテーション能力」は様々な研究者、組織 （National Communication Association 

（NCA） of the USA）によりで定義されてきた（Haber & Lingard, 2001; Morreale, Moore, 

Sureges-Tatum & Webster, 2007）。その中でも「プレゼンテーション能力」を端的に表し、

多くの研究に引用されている De Grez（2009）の定義を本稿では採用する。「プレゼンテー

ション能力とは、人前で情報を与えたり、自己を表現したり、何かを物語ったり、相手を

説得したりするために必要な知識、技術、態度を組み合わせたものである」と De Grez

（2009）は述べている（p .5）。 

また、NCA は「プレゼンテーション能力」を 8 つの特徴に分類し、それぞれの項目を示

している。優れた発表者が兼ね備えている 8 の特徴のうち、4 つがプレゼンテーションの

中身に関わる項目であり、残り 4 つは発表方法に関わる項目である。プレゼンテーション

中身に関わる項目には、適切な発表のテーマに絞れており、発表資料が適切である。そし

て、選んだテーマ・聴衆・発表場所・発表目的にとって適切な発表の構成を採用している、

以上の 4 項目が含まれている。一方で発表方法に関わる項目には、効果的な発表資料など

を聴衆に与え、聴衆に対して適切な言語・発音・文法を使用している。さらに抑揚を付け

聴衆を惹きつけており、言語メッセージをサポートするための非言語スキル、例えばアイ

コンタクトやジェスチャーを発表に取り入れている、以上の 4 項目が含まれている。つま

り、NCA によると、優れた発表者は適切な構成・言語・非言語スキルを身につけている

（Morreale, et al., 2007）。このように「プレゼンテーション能力」とはどのように伝える

かという知識だけではなく、それをどのように伝えるかという技術、そして相手に伝えよ

うとする態度、これらすべてが複雑に組み合わされていることがわかる。 

以上のようなプレゼンテーション能力を、公立中学で教員はどのように育んでいるのか、

どのような点で苦労しているのか、次節において先行研究を元に考察する。 



KAZUKI HIDA 

 

4 Dialogue, Vol. 19 

３. 発表指導の現状 

 

学習指導要領が改定され、発表指導に対する関心がより一層高まっていることは、第１

節で扱った文部科学省の調査によって明らかになっている。しかしながら、ブリティッシ

ュ・カウンシルの調査（2019）により、多くの中学英語教員が発表指導に自信が持ててお

らず、生徒への指導を十分にできていない現状が明らかになった。そこで本節ではブリテ

ィッシュ・カウンシルが 2019 年に行った調査結果について、公立中学における発表指導の

現状が大規模調査でどの程度把握できているか詳しく考察したい。 

ブリティッシュ・カウンシルが 2019 年に行った調査により、授業において「発表活動」

を生徒に課すだけになっており、教員が生徒に対して「発表指導」を充分に行なえていな

い現状が明らかになった。さらには自分の「発表指導」に自信を持っていると答えた教員

はごくわずかであった。この調査は、スピーキング指導（即興型）に関する意識を調査す

る目的で、公立中学校の英語教師 173 名を対象に行われた。スピーキング活動を「よく実

施する。時々実施する」と回答した教員は全体の 60%を超えている。しかし、「スピーキン

グ活動の準備として、次の活動をどの程度実施しますか。」という問いに対して、「スピー

キングで役立つフレーズをクラス全員で練習する」という活動を「いつも行う」と回答し

た教員は 27%に留まり、「教師がモデルとなる対話を話して聞かせる」活動を「いつも行う

と」回答した教員はわずか 16%だった。これらの結果から、ブリティッシュ・カウンシル

はスピーキング活動を生徒たちに課すにあたり「教員による生徒への支援」が十分に提供

されておらず、多くの生徒はその活動のゴールやお手本を提示されていないと報告してい

る。多くの研究者たちが、活動のゴールやモデルを提示することで、学習者が新しい技術

やふるまいを真似ることができる。その結果、その新しい技術や振る舞いを身につけやす

くなると述べている（e.g. De Grez, Valcke & Roozen, 2009, 2014; Okada, et al., 2014; 

2017)。しかしながら、公立中学では生徒に十分なゴールやモデルの提示が行われておらず、

生徒たちはお手本を真似ることができていない現状が示唆された。 

さらに、生徒の発表への指導・フィードバックについても十分に行われていないことが

明らかになった。次回の活動までに非言語の内容、アイコンタクトやジェスチャーなど、

について改善すべき点を必ず伝えると答えた教員は、繰り返し活動を行うと答えた 115 名

のうち 17%にとどまり、正しい言い方を伝えると答えた教員はわずか 10%であった。さら

に、授業でスピーキング活動を行うことに自信を持っている教員は、173 名のうちわずか

14%にとどまり、11%の教員のみが、生徒に改善すべき点を伝えるフィードバックを与え

ることに自信を持っていると答えた。フィードバックを的確に与えることは、学習者が現

在のパフォーマンスと目標とするパフォーマンスとの違いに気づき、その差を縮める手助
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けになる（Shute, 2008）。しかしながら、フィードバックを次回の活動までに与えている

教員の少なさや、フィードバックを与えることに自信が持てない教員が多いことから、生

徒たちが発表技術を身につける上で非常に大きな問題であることがわかる。 

このように、中学英語教育の現場では「発表活動」を積極的に取り入れようとする意識

が見られ、実際に授業で「発表活動」を生徒に行わせていることがわかる。しかしながら、

何らかの理由で、教員は生徒に対して「発表指導」を充分に行えておらず、自分の指導に

対して自信を持つことができていない現状が示唆された。 

 注目すべきは、見本を示されずに生徒たちは発表活動に取り組んでおり、さらには、発

表に対するフィードバックを充分に受けずに、その後の発表活動に取り組んでいることで

ある。しかしながら、このような大規模調査の多くは現状を明らかにすることはできでも、

その原因を掘り下げ、必要な支援に関する議論は十分にされていない。そこで本稿では、

公立中学で英語プレゼンテーションの指導を経験している教員に半構造化インタビューを

行い、公立中学で英語発表活動がどの程度の頻度で行われているか、さらにはどのような

指導前・後指導、発表評価が行われているか、詳しく調査をした。第 4 節では、調査の概

要を見ていく。 

 

４. 半構造化インタビュー調査の概要 

 

４.１ 調査目的 

 公立中学に勤務する日本人英語教員 3 名に「公立中学における発表指導に関する実態調

査」を実施し、発表活動に関する 4 つ項目について調査した。発表活動と指導、そして評

価の実施状況を調査するとともに、理想とする発表活動と指導、そして評価について調査

した。そこでさらに、理想を体現できない理由も併せて調査することにした。また、教員

の教育・学習歴などのフェイスデータとの関連性も考察することにした。このインタビュ

ー調査・分析を通じ、公立中学における発表指導の現状を把握することを目標とする。最

初に調査対象者および実施環境と半構造化インタビューについて報告し(4.2)続いてインタ

ビュー内容を報告する(4.3)。最後にデータ処理方法をまとめる(4.4)。 

 

４.２ 調査対象者および実施環境 

 本調査は、神奈川県、山口県、愛知県の公立中学で英語教員を務める 3 名（教員 A・B・

C）に半構造化インタビューを行ったものである。教員 A は神奈川県で教員を務め 7 年目

であり、筆者とともに修士課程を修了している。教員 B は山口県で教員を務め 9 年目であ

り、筆者と同じ文学部英文学科を卒業している。教員 C は愛知県で教員を務め 7 年目であ
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り、教育学部を卒業している。教員 C は友人の紹介であるが、教員 A・B は筆者の友人で

ある。今回の調査の目的は中学英語教員への支援を目的とする研究に対する予備研究とい

う位置づけになるため、無作為に対象者を選ぶことはできなかった。そのため、筆者の友

人に調査内容を説明し、参加者を募った。 

 半構造化インタビューは、ウェブ会議システム Zoom を使用し、1 時間程度行われた。

半構造化インタビューとは、教育学に関する研究で幅広く採用されており、あらかじめ決

められたトピックに対してある程度の自由度を持って質疑応答を行う手法である（Borg, 

2006）。Borg（2006）は著書の中で先行研究をもとに、半構造化インタビューの利点を以

下のように述べている。(1)調査対象者と友好な関係性を築き上げることができる。(2)調査

対象者の深層心理を調査することができる。(3)自由回答式質問法を採用することによって、

より具体的なデータを得られる可能性がある。(4)質問紙調査より柔軟性のある調査方法で

あるため、予想していなかった発見をもたらす可能性がある。以上の特徴を踏まえ、本調

査では、大規模調査ではわかり得ない現状を調査することを目的に、少人数を対象に自由

度が高く、深層心理まで調査できる半構造化インタビューを行った。 

 半構造化インタビューを行うにあたり、データ収集の趣旨およびデータ収集・処理方法

（匿名性の遵守）を口頭および画面上で調査対象者に説明した。その上で、本調査のデー

タ使用を望むか否かについて述べてもらった。調査を一旦開始した後でもデータ使用の許

可を取り消すことができることも併せて周知した。 

 

４.３ インタビュー内容 

 5 部構成になっており、第 1 部は教員の教育歴などを含む５つの設問からなり（以後、

フェイスデータ）、第 2 部は、実際に行っている発表活動・指導・評価に関する 11 設問に

より構成された。第 3 部では理想とする発表活動・指導・評価に関する、第 2 部と同じ 11

設問により構成された。第 4 部では発表活動・指導・評価を行う上で切望する教育的支援

（例えば、授業計画案、評価表、指導例、など）について、第 5 部では、発表指導を初め

て実施する、または発表指導について悩んでいる教員に対する助言について、自由に回答

してもらった。以下に、第 1 部、第 2 部、の設問の概要と選択肢を提示する。以下は事前

に設定した質問項目だが、実際にはこの順番で質問をしたわけではなく、やりとりの流れ

に応じて適宜順番を変えてインタビューを行った。 

 

(第 1 部) フェイスデータ 

(1) 教員歴： 教員を務めて何年目か。 

(2) 出身学部： 教育系・文学・外国語学部など 
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(3) 発表活動・指導に関する授業 (Oral presentation, Public speaking 等) の履修履歴 

(3-1 履修期間) 半期・１年・２年等 

(3-2 授業内容) 授業で扱われた内容について。発表指導方法の指導を受けたか等 

 

(第 2 部) 発表活動・指導・評価について、以下の 11 項目について調査した。 

調査項目： 

(1) 発表活動頻度：発表活動を授業・パフォーマンステストとして行う場合 

(2) 発表前指導頻度：活動頻度に対する活動前指導の頻度 

(3) 指導内容：指導する内容 (声の大きさ・目線・発音・文法・構成・評定、等) 

(4) 指導すべき優先順位：内容・言語 (発音やイントネーション等）・伝え方) 

(5) 指導方法：①指導方法 (生徒全体・個別等) ②指導媒体 (口頭・紙面等） 

(6) 発表後指導頻度：活動頻度に対する活動後指導の頻度 

(7) 発表後指導のタイミング：生徒の発表に対する指導を行うタイミング 

(8) 発表評価頻度：活動頻度に対する発表評価の頻度 

(9) 評価内容：評価する内容 (声の大きさ・目線・発音・文法・構成・評定、等) 

(10) 評価方法：評価方法 (生徒全体・個別・生徒同士等) 指導媒体 (口頭・評価表等） 

(11) 評価表の種類 (使用している場合)：記述式・数字 (点数) 式・コメント 

 

回答方法： 

回答は、全て自由回答式を採用した。全ての質問への回答に加え、理由を質問した。 

 

４.４ データ処理方法 

 本研究は、3 名を対象としたインタビューにより、公立中学における発表活動の現状を

調査することにある。そのため、調査項目に対する答えと、その理由を同時に考察するこ

とにした。その中でも本稿では、以下 7 項目に対する回答と理由を考察することにした。

(1)発表活動頻度  (2)発表前指導内容 (3)発表後指導法 (4)発表後指導を行うタイミン

グ (5)理想の指導内容・方法 (6)より良い発表活動のために必要な支援  

 第 5 節では、インタビュー調査の結果、ならびに結果の考察を行う。その際に、本文中

の回答はインタビューをそのまま書き起こしたものであるが、必要に応じて、調査対象者

の発話内容を損なわない範囲で、語尾等を慎重に修正した部分もある。報告の際、教員の

誰の発話であるかを理解しやすくするために、回答の冒頭にそれぞれの教員の回答である

ことを示す「A」「B」「C」のラベルをつけた。これらのアルファベットは、それぞれ教員

A・B・C の回答であることを意味している。 
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５. インタビュー結果・考察 

 

 文部科学省（2020）やブリティッシュ・カウンシル（2019）の調査から発表活動を行う

頻度が向上していることは明らかになっていたが、インタビュー結果により教科書内容の

構成が理由のひとつになると考えられた。公立中学で採用されている検定教科書には発表

活動・プレゼンテーションを行う箇所があり、教科書の配列に従って活動を行なっている

ことがうかがえる。さらには、発表活動・プレゼンテーションを行う箇所ではなくとも、

発表活動を行いやすいと判断した箇所で活動を行なっている教員も見られた。中には発表

活動を ALT（外国語指導助手）と一緒に行う教員もいた。 

 

(1)発表活動の頻度について 

A：教科書を進めて、発表って言う活動しやすい単元だった時に授業内で発表を

させる。 

B：教科書の構成を見てるとページの下にプレゼンテーションってあって、でそ

の中でやる位だから学期に一回。または ALT が来たときに発表させるとか。

教科書に出てくるタイミング。授業内の 1 つのアクティビティーとして発表の

活動。 

C：教科書の配列上にユニットが 3 つ終わったらプレゼンテーションと言う単元

があるのでそこでそのそれまでなら単元の内容を使って発表する。1 学期に 1

回〜3 回になる。内容にもよると思うんですけど、同じものを繰り返し、繰り

返しやってる場合もあるので。 

 

発表前指導については、「発表する」ことについて意識をしたコメントが多く、「声を大

きく」「アイコンタクトを意識させる」「言っていることが伝わるようにジェスチャーを工

夫させる」のようなコメントが多く見られた。伝え方に関する指導のほかに、聴衆に発表

内容をしっかりと伝えるために、自分が書いた英文をしっかりと読めるか、まとまった内

容を作れるか、そして英単語を正しく発音することの重要性も併せて指導していることが

うかがえる。 

    

(2)発表前指導内容 

A：まずは自分の書いたものがちゃんと伝わるようにってことなので。もちろん

読めることが大事。アイコンタクトをする。自分のことを常にわかってもらう

ためにジェスチャーを入れたほうがいいよとか。3 つの観点。 
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B：まとまって英文を作ることを優先して指導すべきだ。内容的な指導を優先。

発表において伝わらないと意味ないから、声の大きさも大事。 

C：１番は聞こえる声でボイス。その次が英単語を正しく発音する。その言って

る単語を聞こえやすいようにするために fluency 入れて、最後にアイコンタク

ト。原稿をただ読むとか、原稿なしだとしてもただ言うだけならないようにし

ましょうと。 

 

指導方法については、生徒全体への指導が多く行われていることがうかがえる。教員が

独自で指導教材を作成し、生徒が発表活動の目標を把握しやすくしたり、普段から英語を

話す機会を授業に組み込んだり、モデル文を元に発表内容を作成させたりと、意識的に発

表活動に対する支援を授業内で行なっていることがうかがえる。さらに教員 A の場合、事

前に評価基準・モデルを提示しており、教員 B は評価する内容を事前に伝えている。「見本・

ゴールの提示」を行うことで、生徒の発表技術の習得を促進する効果があることが予想さ

れる（e.g. De Grez, et al., 2009; De Grez, Valcke & Roozen, 2014; Okada, Sawaumi, & Ito, 2014; 

2017）。教員 Bが日頃から英語を話す活動を取り入れていると述べていたが、授業中に即興

スピーチをペアなどで練習を繰り返すことで、学生の英語を話すことに対する不安が減少

したと報告する研究（磯田, 2009）もあり、生徒の心理面への支援も行えていることが予

想される。 

 

(3)発表前指導法 

A：実際に聞いてみてわかってそれを生かす練習。全体指導が多い。モデルを先

生自身が見せる。スライドに写して、冊子を独自に作り、中に評価基準も含め

る。全部まとめて書いてあるので、だいたい内容を示すんですけど。スライド

関係と紙。 

B：日頃からしゃべる場面を増やすこと。常日頃からちょいちょいしゃべる場面

を作っておいてとそうゆうスピーチとかの場面でできるようにはしてる。まず

全体にこういうことをこういう評価をすると伝える。 

C：原稿の内容については全体で指導する。モデル文があってそのモデル文を元

に考えていきましょうって言ったときには全体で指導します。知らない単語と

かがあったときにはその単語を使ってもいいけどその結局クラスの子たちに

伝えようってなったときにそのことをその単語が知ってる子もいれば知らな

い子もいるので、きちんと伝わるようには指導します。 
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発表後指導するタイミングに関して、教員 3 名とも悩みながらも全員の発表を終えてか

ら全体にコメントを行っていることが明らかになった。教員 A・B は、一人一人にコメン

トや評価を行いたいとしながらも、教室指導を行う上で、他の生徒との発表に与える影響

を考慮しながら、全体への指導を全員が終えた後に行っているようだ。教員 C は ALT と共

に発表活動を行う場合、ALT がコメントを書き、それを生徒に与える方法を採用している。

授業時間にゆとりがあれば、生徒たちに項目ひとつひとつに対する感想を聞き、さらに教

員自身からのコメントを与えたいという理想を持っていることが明らかになった。今回の

調査対象の教員 3 名とも、理想とする発表指導を行えていない現状があることが示唆され、

その要因のひとつに授業時間の確保が難しい、ことがあげられる。 

 

(4)発表後指導を行うタイミング  

A：難しいところ。一人ひとりに言いたいことたくさんあるんですけどそうする

と終わらない。ビデオ撮れればいいんですけど。それもチェックしてもすぐに

フィードバックはあげられない。ひとりが終わった後にフィードバックしちゃ

うと後半の生徒が有利。今は全体に終わった時に多く見られて共通することを

次の課題にするとか。だけど時間が空いてしまいます、点数もあるので、紙。

ルーブリックにまるをして。細かいコメントとかはなかなかできない。全体の

発表を通した先生のコメントであったり、対話形式でアドバイスみたいな形。

1 対全体。 

B：全体でする。一人ひとりにやっていくと後の人のほうが差ができちゃうから。

1 人の子が終わったらお疲れ様―で次に行く。教室全体に口頭でフィードバッ

ク。理想はそれはもう完全、全員に対して個別でフィードバックを与えたいけ

どね。 

C：フィードバックは全部終わってからかな。生徒は全員終わってからフィード

バックをされる。誰々さんの発表がここよかったですね。という形でコメント

で返したり。ALT がコメントを書いているのでそのコメントを子供たちに与

える。その生徒一人ひとりの発表に対して ALT のコメントが届いていると。

自分がコメント言う事はあってもそのコメントを書いてあげるって事はあま

りしない。持ち時間があるのであれば良い所に対して今発表どうだった、例え

ば今日の項目 4 つあげてるんだったらその項目いっこいっこに対しても生徒

の反応聞いて、で自分のコメントも言えるってのは 1 番いいかな。 

 

次に、理想の指導内容・方法について詳しく掘り下げる。(4)発表後指導を行うタイミン
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グに関するコメントにもあるが、授業時間の確保が難しく、理想とする生徒個人への指導

を行えていない現状があるようだ。さらに、教員の多くは生徒の発表に対して個別にコメ

ントをしたいと述べていた。特に教員 A はコメントを個別にすることで生徒への動機付け

につながると考えている。教員 C は発表評価を生徒同士で行わせることで、生徒が達成感

を感じることができるのではないかと述べていた。教員 B は生徒が英語で話すことへの抵

抗感を減らすための指導・活動を行いたいと述べていた。今回の調査対象者となった教員 3

名には、生徒への心理面のサポートを行いたいという気持ちが共通して見られた。 

 

(5)理想の指導内容・方法  

A：コメント一人一人、そんな感じでまぁ長い文章なくても一言コメントをさら

につけるといいな。数字の評価だけじゃなくて。+α でコメントがあると。コ

メントは動機付けになる。併用だと思います。短く簡潔に書いてあるものだっ

たらあれば記述式+数字の方がベスト。子供も分かりやすいと思う。＋コメン

ト。個別指導が理想。1 人の発表が終わったらその発表について自由に言い合

う。ビデオにとって、見ながら、発音や発表方法など細かく指導したい。リス

ニング指導もできる。4 観点 5 領域。 

B：それはもう完全、全員に対して個別でフィードバックを与えたい。理想の指

導はまず、人前でしゃべることに対する抵抗感なくすこと。それが発表をやる

上でのこっちで持ってるゴールかな。抵抗感が無くなること。 

C：生徒のリアクションが自然に出てくるようになってほしい。聞いてる生徒が

発表に対してコメント、リアクションできるようになって欲しい。持ち時間が

あるのであれば良い所に対して今発表どうだった、例えば今日の項目 4 あげて

るんだったらその項目いっこいっこに対しても生徒の反応聞いて、で自分のコ

メントも言えるってのは 1 番いいかな。原稿の内容についても自分の中ではう

まく言えたかもしれないけど 1 番大事なその内容が伝わってるかどうか。理想

はその発表した自分が質問するね。それを答える。あーちゃんと理解できてる

ねって確認もできる。 

 

最後に、今後の発表活動に向けた、より良い発表活動・指導・評価を行うために必要な支

援について考察する。教員 A は具体的に、普段使用している検定教科書の内容に沿った発

表活動ワークブックがあると助かると述べていた。その中には評価基準・指導内容・フィ

ードバック項目も全て入っており、それを使用すれば教員の授業準備時間が格段と減るよ

うな教材が欲しいと述べていた。さらにこの教員は、生徒に家でも発表の練習を行って欲
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しいと思っており、生徒が発表を自学習できる仕組み（QR コードなど）も、そのワークブ

ックに含まれていると、さらに良いと述べていた。教員 B は、⑵発表前指導内容の項目で

も述べていたが、生徒たちがまとまった内容を話せるようになって欲しい、そしてそれを

即興性を持って発表できるようになって欲しいと考えていた。そこで今後の支援として、

「即興性を持って、まとまった内容を話せる」ようにどのような指導を行えば良いか、指

導法を知りたいと述べていた。教員 C からは、具体的に今後の発表活動に向けた支援につ

いての言及はなかった。 

 

(6)より良い発表活動のために必要な支援 

A：教科書の内容に沿ったワークブックじゃないけどもその発表活動に特化した

ワークブック。準拠したワークブックみたいなのがあってそれに沿ってそれに

乗っていけばうまくいく。評価基準表もある、指導したい項目も入っている。

フィードバック内容も入ってる。プリントでも。その準備の時間も減る。子供

に持たせればさえすれば何やればいいかもわかってくると思うので、できるよ

うになるといいと思います。本当は生徒に家でも練習してほしい。学校では週

に 50 分を 4 コマしかないし、他のこともやらなきゃいけない。新しい教科書

を見るとその QR コードがるので、音声を聞いて自分で練習してもできるし、

スマホやタブレットで録音して聞いてみるとかっていうのも授業でやれたら、

やり方もわかると思うから、いいなぁと思う 

B：どれが理想か俺まだわかんないかな。どんな指導をすれば生徒がまとまった

内容を話せるようになるか、まだ自分の中でははっきりしてないかぁな。即興

性を持ってという発表するみたいなことをやっている人って多分全然いない

と思うから。もしこんな風なことをやってる人がいるんだったら俺も知りたい。 

 

これまで、3 名の調査協力者からの回答を、質問内容と併せて考察してきた。発表活動

を行うタイミングは、教科書の配列を元に決定している場合が多く、ALT のサポートを受

けながら発表活動を行なっていることが明らかになった。 

発表活動において、「相手に伝わること」が大事だと 3 名が共通して考えていたが、指導

で優先すべき内容は「声の大きさ」「発表内容」「アイコンタクト」と 3 名とも異なった。

発表に必要な能力とは、第 2 節で見たように「人前で、情報を与えたり、自己を表現した

り、何かを物語ったり、相手を説得したりするために必要な知識、技術、態度を組み合わ

せたもの」である（De Grez, 2009）。そのため、どれか 1 つの要素だけが重要とはまとめ

難く、3 名の調査協力者がそれぞれ違った要素が重要であると述べたと考えられる。 
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生徒の発表活動前には、モデル文や実際に活動の見本を示し、繰り返し生徒同士で練習

させるなど、活動目標を明確に伝えながら、生徒の英語を話すことへの抵抗・不安感を和

らげる活動を取り入れていた。調査協力者 3 名の教員は、忙しい教員のスケジュールにも

かかわらず、生徒に対する精神的・知識的支援を積極的に行っていることがわかった。 

発表後指導・評価では、3 名とも生徒全員が発表を終えてから全体にコメントを行ってい

ることが明らかになった。しかしながら、理想としては生徒個人へ指導を行いたい、クラ

ス全体で項目 1 つ 1 つについて意見交換を行いたいと述べており、発表後指導・評価に対

する支援が特に必要であると感じられる。 

以上のインタビュー結果をもとに第 6 節では、今後の大規模調査において調査の必要が

ある内容の精査を行う。 

 

６. 大規模調査に向けて 

 

これまで、3 名の調査協力者を対象としたインタビュー結果を考察してきた。ここでは、

3 名の回答をもとに、公立中学における発表指導の現状を整理するとともに、さらなる調

査が必要な項目を検討する。 

 3 名へのインタビューを通じて、発表後指導・評価に対する難しさを感じている教員が

多い現状が考えられる。特に、発表後の指導について、生徒個別が発表を終えた直後に、

個別指導を理想としている一方で、他の生徒への影響を考慮して、生徒全員が発表を終え

たあとに全体指導を行なっている現状が見られた。個別指導を行えない理由として、「授業

時間が足りない」という意見があったが、この「授業時間」について詳しく調査をする必

要があると考える。「授業時間が足りない」とは、例えば 50 分授業において「授業時間」

が足りないのか、1 レッスンを終えるために費やす授業実施時間、つまりコマ数としての

「授業時間」が足りていないのか、について詳しく調査する必要がある。この結果によっ

て考えうる支援が異なる可能性があるためである。例えば、50 分授業における「授業時間」

の不足が問題であれば、授業時間をどのように分配するか、短い時間で有効な発表後指導・

評価方法を提案することが必要になる。一方で、コマ数としての「授業時間」の不足であ

る場合、一つのユニット、またはレッスン、を合計何コマで終えるのか、その中で発表活

動・指導・評価に充てるコマ数はいくつなのか、について理想とするコマ数などを提案す

る必要がある。このように支援の内容が異なるために、不足している「授業時間」につい

て詳しい調査が必要と考える。 

「発表指導」を行うにあたり指導が優先される項目について、「声の大きさ」「発表内容」

「アイコンタクト」3 名とも異なったことは既に確認済みである。今回のインタビュー調
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査では全ての質問に自由に回答してもらったため、回答の幅が広いように感じられる。例

えば、「声の大きさ」については、単純に声のボリュームなのか、イントネーションや強勢

についてなのか細かくは理解できない。「発表内容」においても、単純に語彙やフレーズに

ついてなのか、発表の構成について言及しているのか定かではない。今後の大規模調査で

は、選択肢として指導内容を細く提示する必要がある。合わせて理由を伺い、どのような

理由で、どの項目の指導を優先するか、を詳しく調査したい。 

 さらに、発表後指導・評価方法についてもさらなる調査が必要である。発表後指導では、

発表をまだ行なっていない生徒への配慮もあり、生徒全員の発表が終わった後に全体的に

良かった点、改善が必要だった点を伝えている教員が多くみられた。しかしその場合、生

徒の発表が終わってから時間が経っていれば、生徒自身も自分の発表について覚えておら

ず、具体的な改善策がわからないまま次回へ向けて練習をせざるを得ない状況に陥ってし

まう。教員の多くが理想としてあげている個別フィードバックを行うためには、生徒へ評

価表を返却する方法が考えられる。その評価表に次回へ向けたアドバイスや良かった点な

どが記載されていれば、評価だけではなく指導にまで発展させることができる。インタビ

ューの中で評価方法について質問した際に、必ず教員は「評価表を使用している」と述べ

ていたが、そこで踏み込んだ質問ができていなかった。そのため、教員がどのような評価

表を使用しているのかについて詳しく調査をする必要がある。 
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Pronunciation 
 

John M. Levis 著 (2018) 
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杉内 光成 

獨協埼玉中学高等学校 

 

 効果的な発音指導によって、学習者の発音が聞き手に理解され得るレベルまで到達させ

ることができる。教育現場では「時間があればやります」という扱いをされることの多い

発音指導であるが、発音はスピーチやリスニングに多大な影響を及ぼすため、必要不可欠

である。発音指導となると、全ての発音項目（音素）を同じように教えることが多い傾向

にあるが、そのような現状に対して、intelligibility という概念に焦点を当てた発音指導が

効果的であると提唱していくのが本書である。本書は、発音教育における intelligibility を

向上させるための指導について考えるものであり、4つのパートに分けて構成されている。 

 パート 1 では spoken language を教授するときの枠組みについてまとめており、

intelligibility, comprehensibility, spoken language といった中心となる概念について（第

1章）、そして発音教育において優先すべき事項について、先行研究をまとめながら説明さ

れている（第 2 章）。intelligibility とは聞き手が話し手のことをどれだけ理解したかを表

す指標であり、comprehensibility は聞き手が話し手をどれくらいの難易度で理解ができた

かを示すものである。また、intelligibility と言っても単語レベル（分節音や強勢）と文レ

ベル（超分節音など）の 2 つに大別でき、それぞれが密接に intelligibility や

comprehensibility に関わっている。多くの文献を参照しながら、どのような発音項目が

intelligibility や comprehensibility に大きく寄与しているかを調べるには、このパートを

参照すべきだろう。 

 2つ目のパートは単語レベルのエラーと intelligibility について扱われている。第 3章で

は単語レベルの intelligibility について書かれており、第 4 章では子音結合における

intelligibility について、強勢と intelligibility の関係性について第 5 章で扱われている。

さらに、次のパートでは対話レベルのエラーと intelligibility をテーマにしており、リズム

と intelligibility（第 6 章）、intelligibility の観点から見たイントネーションの役割につい

て説明をしている（第 7章）。このように、分節音、子音結合、強勢、リズム、イントネー
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ションなどと intelligibility との関係について、一つひとつ文献を紹介しながら、詳細に分

析をされている。例えば、強勢と intelligibility の関係を見る上では、強勢の役割の説明か

ら始まり、単語を正しく認識することについて、英語の母語話者が認識している強勢とい

う概念について、英語母語話者が正しい強勢が置かれているか否かを判断するときに影響

を及ぼす要素などについて詳細に書かれている。この 2 パートだけでも十分に読み応えが

あり、発音指導の発展のために大切な要素を学ぶことができるだろう。 

 最後のパートは、intelligibility を教えたり研究したりするための情報をまとめている。

第８章では intelligibility を基盤とした指導の原則について触れており、第９章では

intelligibilityを基盤とした指導が教室ではどのように行なわれるべきか提言がなされてい

る。そして、最後の第 10 章については intelligibility 向上のために教えるべきこととそう

でないことの区別について簡潔に述べて、本書を締めくくっている。 

 本書で特筆すべき点として、intelligibility を向上させるために、パート 4 において指導

項目の優先順位を明示していることが挙げられる。例えば、単語の発音を基本として考え

た指導プランでは、More important pronunciation to teach として“Useful Words、

Potential taboo words、Professional vocabulary、Personal names”(p.243)の発音が挙げ

られており、Less important pronunciation to teach として“Words you are unlikely to 

use, learning vocabulary pronunciations just because you want to improve your 

vocabulary”(p.243)と紹介している。以上の形式で、Fluency（流暢さ）を向上させるため

の指導プラン、子音の発音指導プラン、母音の発音指導プラン、子音結合の発音指導プラ

ン、強勢の指導プランなどについて、それぞれに指導項目の優先順位を提示されている。 

 そして、Intelligibility-Based Teaching を支えるものとして、6つの原理を掲げている。 

 

  1. コミュニケーションに明らかに関係のある発音項目は優先されるべきである。 

  2. メッセージを理解する際に障害になるような発音ミスは優先されるべきである。 

  3. 重要な言語項目（lexical items）の発音は優先されるべきである。 

  4. 機能的負担（functional load）の大きい単語の発音は優先されるべきである。 

  5. よく間違われる発音項目は優先して指導されるべきである。 

  6. 学習し易い発音項目は優先して指導されるべきである。            (p.186参照) 

 

 本書で掲げられている Intelligibility-Based Teaching は「時間がないなか、発音の何を

教えるべきだろう」と途方にくれている現場の教員に対して、論理的背景をもった汎用性

の高いアドバイスとなっている。コミュニケーション力育成のための授業における発音指

導を考えるための基本となる 1冊であるだろう。 
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2020 年度 第 1 回研究会 (総会＆実践報告) 

 

リモート授業実践報告 
 

発表者： 
久保 岳夫 氏［開成学園］ 

残間 紀美子 氏［東京都立富士高等学校］ 

司会者： 浅利 庸子 氏［早稲田大学］ 

日 時： 
2020 年 7 月 25 日(土) 17：00～19：00 

（17：00〜17：15 総会／17：15〜19：00 実践報告） 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【実践報告１】 

【発表者１】久保 岳夫 氏［開成学園］ 

【発表題目】LMS を使ったオンライン授業実践報告：中学校，大学での例 

【発表概要】 

 コロナ禍の中で LMS を活用しながら手探りで実践してきた授業実践の一部をご紹介

します。Learning Management System（LMS）には様々なものがありますが，Google

社が教育機関に無償で提供している G suite for Education のサービスを使った中学

校，大学における取り組みについてお話しします。また，Zoom ビデオ会議システムを

使った授業動画作成やライブ授業の実践例についてもお話しします。 

 

【実践報告２】 

【発表者２】残間 紀美子 氏［東京都立富士高等学校］ 

【発表題目】リモート授業実践報告～オンライン・オフラインでの工夫～公立中学校， 

      高校での例 

【発表概要】 

 今年度当初から、新型コロナ感染症の拡大により突然の旧交を余儀なくされた学校

現場において、休校が解かれるまでの 2 か月間、勤務校（都立高校）で生徒の学びを

継続させるために行った試行錯誤を振り返り、そこから繋げてきた教育実践の現在の

状況までをご報告します。オンラインやオンデマンドを用いた授業の工夫、今後のブ

レンディング授業への可能性等について、皆様と意見交換ができればと考えています。
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さらに、コロナ禍だからこそ実現した外部機関との連携によるプロジェクト型の教育

実践とその可能性についてもご紹介いたします。 

 

【参加者後記】 

 久保さんは ICT の活用の経験と関心が深く、視聴覚メディアの特長を深く探究して、そ

れぞれの年齢層の学習スタイル、生徒・学生の ICT 環境やメディアリテラシーを考慮に入

れた授業を４月から展開した。各メディアを思い切り活用しながら、学習者が事前→授業

中→事後に取り組むべきことを明確に提示し、質の高い学習の機会を 2020 年度前期に提供

された見事な実践例だった。久保さんからは今後の課題として、学習者（特に中高生）が

オンライン学習に安心して取り組めるだけのメディアリテラシーとモラルを徹底して教え

る機会の確保、および定期考査の平等性を高めるための検討継続が重要との提言をいただ

いた。 

 「ほんっとうに大変でした！」で始まった残間さんの発表は、３月から７月までのご勤

務校での状況を活写するものだった。学びを止めてはいけない、の一念で先生方が個々で

できることから動き出したこと、次々に出てくる課題に精一杯対応し続ける「カオス」の

中で、先生方の情報共有や学び合い、ICT 環境整備が急ピッチで進んだことを具体的に語

っていただいた。発表の中で言及される LMS や学習支援サイトの多様さも印象的だったが、

それ以上に個々の生徒の心身の健康状態や家庭の状況を細かく見守り、対面・LMS でのや

りとり・従来型の「宿題」・オンデマンド授業・ライブ配信授業・登校日の確認テストを組

み合わせるようになっていった経緯が圧巻だった。個々の教師の試みから学校全体の試み

に広がったアクションリサーチと呼んでもいいだろう。従来の授業の質を維持するだけで

なく、今までは会えなかった人ともオンラインで「会える」という発想の実践も紹介され

た。個々の生徒の状況に注意を払い、それぞれの生徒の学習が続くように支援を継続する

ことが教師と学校のミッションだということを再認識させられるお話だった。 

 発表後の意見交換では、長期の自習に適応できる力の差、学習内容の定着への懸念、前

例のない授業づくりのためのワークロードが話題となった。学習者の自習への適応の個人

差とオンライン授業への対応力の個人差は各教育機関で継続して注目していくべき課題の

一つと感じた。また今年度後半はテストの実施方法や成績算出で、実施方法や公平性の担

保の工夫が大きな課題となってくる。参加者の事後コメントでも、試験や評価の方法を例

会で扱ってはどうかというアイデアもいただいた。 

 2020 年度 TALK の例会は、４月下旬に第１回の企画を進めていたが実施できなくなり、

７月にオンラインでの第１回例会となったが、海外を含めた各地から 18 名の会員が参加さ

れた。スクリーンの中だけとはいえ、距離を問わずに「会って」話ができる嬉しさは大き
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い。当面オンライン開催が続くと思われるが、オンラインでの例会運営の方法の工夫を

TALK としても続けていきたい。 

 

＜久保岳夫氏の発表内容＞  

Ⅰ 大学１年生対象の実践例 

背景：春学期は対面 15 回から 12 回のオンライン講義に変更になった。 

対象：40 名強×２クラス、週１回 

内容：TOFEL ITP 対策 （Reading, Listening, Grammar） 

授業方法とツール：オンデマンドの演習２回、オンライン・ライブ授業 10 回 

- LMS：Google Classroom（事前・事後に教材や動画を配信） 

- ライブ授業：Zoom 

- 事後課題（単語テスト、英文和訳、アンケート等）：Google forms 

授業実践： 

①オンデマンドの演習：動画（１時間弱）で演習問題の解説、事後課題 

②ライブ授業：グループワークは Zoom の breakout rooms で実施。 

 演習問題の解答確認（グループワーク）→教員による解説→指名してグループの回 

 答を共有  

 →事後課題（各自） 

Ⅱ 中学校 3 年生での実践例 

背景：学年や教科によって状況が異なるが、中３生には 4 月から可能な限りオンライ 

     ン・ライブ授業を提供することになった。３月から教員同士の任意の研修、オ 

     ンライン始業式、２週間の慣らし期間を経て４月 20 日から本格的にオンライン 

     授業開始。 

対象：中学３年生全員（約 300 名）一斉授業、週１回 

内容：ネット上の動画教材を活用したリスニング、語彙、文法の力の向上 

授業方法とツール：オンライン・ライブ授業（50 分） 

- LMS: Google Classroom (事前に教材や動画を配信)使用、 

- ライブ授業：Zoom 

- 動画サイト：the Dodo, storyline online （英語の絵本の朗読動画） 

- 事前「学習セット（語彙、文法）」：Quizlet およびワークシート 

- 事後の確認クイズ: Kahoot! 

授業実践： 

①事前配信：動画の URL、ワークシート、Quizlet で作成した「学習セット」を配信 
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            し、自力でも動画の聞き取りができるような教材を持たせる。 

②授業内：動画を一緒に鑑賞、ワークシートの解説 

③授業後：Kahoot!で確認クイズ。個々の得点が Scoreboard に表示される。 

④中間考査：Google フォームで実施。リスニングテスト含む。 

 

＜残間紀美子氏の発表内容＞ 

Ⅰ 突然の一斉休校指示と緊急対応 

３月から新年度開始まで：生徒への課題配布と指示 

- 春休みの課題ハンドアウトを配布 

- 新年度の教科書販売はできた 

- 始業式に新学年の課題ハンドアウトを配布、Classi を定期的に見るように指示 

新年度開式期の試行錯誤：生徒の様子を把握し、学びを止めないために 

- 生徒の ICT 環境調査実施 

- 毎日の健康調査と生活状況のアンケート配信：Classi 

- 学習継続のための都からの指示：スタディサプリ 

- 校内での様々な試み：Zoom、 Edmodo、 YouTube 等を試行 

Ⅱ 新たな課題への対応 

- 学年や担当教員間で授業実施状況にばらつき 

- 生徒の ICT 使用状況のばらつき。家族全員が自宅からネット接続を求められてい 

 る家庭も。 

- 新入生が ICT に不慣れ 

- 各種アプリや LMS のリスク 

- 担任の日々の業務量が急増 

対応①：教科書、問題集、デジタル教材、LMS の長所を組み合わせた対応 

- 問題集の解答は配布して活用 

- LMS 配信で生活習慣維持、生徒とのコミュニケーション維持 

対応②：授業をオンラインで配信 

- Zoom を使ったライブ授業（参加生徒数は少なめ） 

- ライブ授業を録画し、YouTube で限定公開（オンデマンド教材化） 

- オンデマンド教材を視聴した後に確認テスト実施（休校解除後） 

対応③：普段の授業のスタイルでオンライン授業 

- explanation, oral drills, shadowing, worksheet 

- teacher's presentation using the white board in the classroom 
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対応④：学校および都の支援 

- Zoom 使用申請 

- YouTube 学校限定チャンネル開設、動画配信 

- Teams の導入 

 

Ⅲ 教員の「学びを止めない」努力がもたらしたもの 

- 個々の教員の試行錯誤でスタートしたが、学ぶ機会の提供を絶対に止めないという 

  意思は共通だった。「動画作成委員会」が発足するなど、次第に学校全体がチー 

  ムとして動くようになった。 

- 自主学習を支援できるような教材と配信方法の工夫が進んだ。 

- 反転授業の合理化と効率化が進んだ。 

- ICT 活用への教員の意識が変わった。動画、外部の学習コンテンツも活用された。 

- オンラインで世界各地と接続できる状況を生かし、著名人の講演会も実施した。 

- 海外大学の講義や STEM Project など、外部団体による高度な学習活動に参加する 

  生徒もいた。 

- 納得のいく授業準備に時間を費やせたのは良かったと言える。 

 

＜意見交換＞ 

１ 継続的な自習への取り組みは生徒間で個人差があるように感じるが、どうか。 

- 個人差は明らかにあった。 

- 課題はトップレベルの生徒でも飽きてしまわないように配慮した。 

- 寄り添いがないと自習に取り組めない生徒の存在も想定して、最低限の課題は全員が 

  こなすようフォローした。 

- 大学の e-learning course 場合は、単位取得の the minimum requirement を明示した。 

- 授業動画は、最初は取り組むが慣れると飽きてくる。オンデマンドの方が工夫次第で 

  よく取り組んでくれた。 

- つまづいている中高生徒には対面授業の時に補習をした。大学では TA にオンライン 

  で補習を依頼。ライブ授業終了後に希望する学生対象に対話の時間を作ったら好評だ 

  った。 

- 中高生の今年度１学期の期末考査の結果では、例年の到達度よりも低めでグループ内 

  学力差も大きい。特に 1 年生が苦労している。 

 

２ Blended の授業で、対面とオンラインをどう組み合わせたか。 
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- 各学年の担当教員が（クラス・グループごとの）対面とオンライン授業のスケジュール 

  を組んでくれた。 

- インプットはオンラインまたは自習、確認と練習は対面で実施した。 

３ この期間のワークロードはどうだったか。 

- 勤務先が指定する LMS の機能を短期間で把握するために徹夜した。 

- 自宅勤務期間中、パソコンから終日離れられなかった。 

- 教材の配信は夜間の方がスムーズなので、毎日夜半まで作業をした。 

- 休校期間中は部活指導も休みになり通勤もなく、大変ではあったが授業づくりのために 

  とことん時間を使うことができた。 

【文責：望月眞帆】 
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2020 年度 読書会 

 

オンライン読書会 
 

担当者： 肥田 和樹 氏［早稲田大学 教育学研究科 博士課程１年］ 

課題図書： 「高校英語授業における文法指導を考える」（アルク選書） 

日 時： 
第１回：2020 年 8 月 23 日(日) 15：00～18：00 

第２回：2020 年 9 月 26 日(土) 15：00～18：00 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【担当者後記】 

 2020 年度の読書会は ZOOM で、８月・９月の２ヶ月にわたり行われました。「高校英語授

業における文法指導を考える」（アルク選書）を対象図書と設定しました。さまざまな意見

が交わされ、予定していた３時間、合計６時間では短いと感じるほどでした。以下、簡単

ではありますが読書会での議論の一部を紹介させていただきます。 

 

『文法指導の必要性は以前と変わらず高いはず』 

大学において、英語力が高い・低いに関わらず文法指導を求める声が学生から届いている

現状がある。文法はコミュニケーションとは切り離せない関係にある。文法が正しくない

英語を話すと「相手に値踏み」されてしまうこともあるため、英語が「通じる・通じない」

を超えた英語を身につける必要があるのはないか。 

 

『文法を覚えるのではなく、理解する』 

定型表現を覚え、使えるようになるだけでは、その表現の文法構造はわからない。応用で

きない。使えること、と文法構造を理解することは別物。小学生は定型表現をよく使う。

しかし応用はできない。表現を使えているが、理解とは違うと実感。 

 

『活動を通じた文法指導での教員の役割』 

活動を通じた文法指導では、教員が狙いを定めた input を生徒に与える必要があるため、

教員が計画性を持って授業を行う必要がある。どのような input を与え、どのような活動

をさせるのか。そして、どのタイミングでどのようなフィードバックを与えるべきか、こ

れらを組み合わせ、綿密な授業準備が必要になる。 

今回の読書会を通して、指導内容によって日本語・英語を設定し、生徒の発達段階(中・高・
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大)に合わせた指導内容、授業設計の必要性を共有することができました。平成 29 年・30

年に改定された学習指導要領により、日本の英語教育ではコミュニケーション能力を育成

することが求められていと思われます。その中で、文法指導の重要性を再認識することが

できた素晴らしい機会となりました。８月・９月と２ヶ月にわたり行われた読書会ですが、

会員みなさまのご助力により、無事に終えることができました。心より感謝申し上げます。 
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2020 年度 第 2 回研究会 (研究発表) 

 

リモート研究発表 
 

発表者： 
肥田 和樹 氏［早稲田大学 教育学研究科 博士課程１年］ 

浅利 庸子 氏［早稲田大学］ 

日 時： 2020 年 10 月 31 日(土) 17：15～19：00 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【研究発表１】 

【発表者１】肥田 和樹 氏［早稲田大学 教育学研究科 博士課程１年］ 

【発表題目】「発表指導」に関する現状調査：公立中学教員の場合 

【発表概要】 

 ２０１７年に新しい学習指導要領が公示されたことにより、「やりとり・発表」に対

する関心が日本全国で高まり、２０２０年には幅広い地域の公立中学校で発表活動が

行われている現状が文部科学省の調査によって明らかになりました。しかしながら、

British Council（2019）が行った調査では、公立中学教員の多くが生徒の発表活動に

対する指導を十分に行えていないと答えています。つまり、公立中学校では発表活動

を取り入れる一方で、発表活動に対する指導があまり行われていない、という現状が

あるのでは、と考えます。 

 この現状を解決するためには、「発表指導が充分に行えない」現状を改善するための

支援が必要となります。そのためにはまず、大規模調査では明らかにされない、中学

英語教員の「発表指導」に対する意識・現状を詳しく調査し、「発表指導」が充分に行

えていない原因を明らかにする必要があると考えます。 

今回の発表では、実験的に３名の公立中学英語教員に対して行ったインタビュー調査

の結果を中心に報告します。さらに、今後の大規模調査に向けたアンケート項目を提

示したいと思っています。まだまだ検討段階でありますので、多くの意見やアドバイ

スを頂けると幸いです。 
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【研究発表２】 

【発表者１】浅利 庸子 氏［早稲田大学］ 

【発表題目】日本人英語学習者の FS 使用頻度・タイプとスピーキング評価の関係について 

【発表概要】 

 日本の英語教育において、学習者のスピーキング能力がさほど向上していないことが大

きな課題となっている。その根本的な原因の一つとして、学習者の言語能力に定型的言語

表現（formulaic sequence, FS）およびそれを使用する能力が十分育成されていない点が

挙げられる。FS とはひとつのまとまりとして記憶の中に備わっているパターン化した表現

を意味する。FS は流暢でかつ正確に話すために必要不可欠であることがわかっているのに

もかかわらず、国内において研究および教育は盛んに行われていない。10 月の例会では L2

学習者の FS 使用頻度及び使用タイプはどのようなものか。また、FS 使用頻度及び使用タイ

プがどのようにスピーキング評価へ貢献するか、について発表します。 
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2020 年度 第 3 回研究会 (TALK TIME) 

 

「With コロナにおける英語教育」 
 

司会者： 

日 時： 

肥田 和樹 氏［早稲田大学 教育学研究科 博士課程１年］ 

2019 年 11 月 21 日(土) 17:15～19:00 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【概 要】 

 TALK 内容： 

「対面授業とオンライン授業の併用や関係」 

「前期の授業で学んだこと」 

「後期に工夫していること」 

「新たに試みているオンライン授業について」 

「おすすめのオンライン教授法」 

「直面している問題」等 
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2019 年度 第 4 回研究会 (実践報告) 

 

CELTA Insiders 
 

発表者： 

    

   日 時： 

望月 眞帆 氏［早稲田大学本庄高等学院］ 

Emily Choong 氏［新潟市教育委員会 ALT］ 

2020 年 12 月 26 日(土) 17:15～19:15 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【概 要】 

 英語教授資格認定コースの１つ CELTA(Certificate in English Language Teaching to 

Speakers of Other Languages) Course は、必要な英語力があり受講生選考を通れば、教歴

がなくても受講できる講習です。英語教師志望者だけでなく教歴を持つ受講生も多く、現

職教員の授業力向上プログラムとしても活用されています。  

 私たちは今年の 6 月から 10 月にかけて 19 週のオンラインコースに参加しましたが、繰

り返し強調されたポイントのうち、"Students know more than you think." "Make your 

lesson more student-centered." "Have your students engaged in learning."について

熟考し実践に移す方法が特に強く印象に残りました。今回の例会ではこのアプローチを日

本の教室で応用する可能性について、参加者のみなさんと意見交換をさせていただきたい

と思います。例会は英語で行い、CELTA の講習に準じたインタラクティブなスタイルで進め

ます。 

 Maho and Emily are two of the twelve teammates who took the CELTA (Certificate of 

English Language Teaching to Speaker of Other Language) course, a teacher training 

course provided by Cambridge Assessment English, from June to October, 2020. In the 

normal format of the 120-hour* course, candidates choose from face-to-face courses 

(full time or part time) and a blended course (online self-study and face-to-face 

teaching practice). During the Covid-19 lockdowns, Cambridge allowed the approved 

CELTA centres to provide a complete online course. It was a new challenge for CELTA 

centres, tutors, candidates, and students in the teaching practice.    

*minimum contact hours  

 Both of us are experienced teachers, but the impact of this 19-week online course 

was not small, in terms of revisiting the concept of teaching and teachers' role, 
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how methodology should be implemented, and how good a good learning community affects 

your improvement. We will share how our learning from the course is / can be applied 

to our teaching.  

 The December 26th session will be given in an interactive style, replicating the 

teaching practice and ClassLive sessions during the CELTA Online course. 

 

【参加者後記】 

 

 CELTA コースをオンラインで学ばれたお二人によるお話を頂きました。 

 Emily Choong さんは、とても和やかな雰囲気作りをしてくださいました。19 週という長

いコースの概要を説明してくださいましたが、私が印象に残ったのは、学習者一人ひとり

を把握することの重要性です。 

 また、今年度はコースが完全にオンラインになった中で、オンデマンド学習教材が配信

される LMS のフォーラム機能を活用した毎週のディスカッション、および Zoom でのライブ

授業実習を利用して、活発な学びが行われていたことを伺い、私自身の 4 月からの授業実

践にて私の担当した学習者には活発な学びがあったのかを考え直しました。 

 望月さんは、参加者を Intermediate Level 程度と見立てた Zoom での模擬授業を実施し、

個別・一斉を適宜切り替えた授業展開を行い、授業の進行段階ごとにメッセージ・文法・

音声指導に適宜フォーカスを絞った授業が行われました。 

 その後、望月さんは、コースを受講した感想をいくつか挙げていました。中でも、「すべ

ての学習者は自らの学びに対して責任を持ち、学びたい内容を自ら選べるようになるべき」

という自律学習の視点に改めて目が開かれたと強調されていました。 

 教育制度の中での学びには、「お仕着せ」な学びにならざるを得ない部分があると思いま

すが、個人的に望月さんから見せていただいた今回の模擬授業案にもあるとおり、いかに

個々の学習者のニーズをとらえ、その学びを活性化できる授業設計（全体・グループ・個

人での学びの切り替え）が肝であると感じました。 

【文責：山口高領】 
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2020 年度 第 5 回研究会 (KLA・TALK の第 19 回合同セッション) 

 

KLA・TALKの第 19回合同セッション 
 

  講演者： 山村 公恵 氏 (KLA)［青山学院大学 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀ— 助手］ 

発表者： 
小林 潤子 氏 (TALK)[駒澤大学 非常勤講師] 

田中 広宣 氏 (KLA)［東京大学大学院 総合文化研究科 修士課程］ 

日 時： 2021 年 2 月 6 日(日) 14:00～18:10 

会 場： オンライン ZOOM 開催 

 

【講  演】 

【講 演 者】山村 公恵 氏 

【講演題目】Non-anthropocentric Orientation in Socially Oriented Applied 

Linguistics 

【講演概要】 

 This talk features my recent endeavor to provide a new understanding about 

linguistic interactions from a perspective of applied linguistics. In this talk, 

I first explain about socially oriented applied linguistics, a label I constructed 

to differentiate the related studies from those grounded in structural and generative 

linguistics and cognitive SLA. I then introduce a nonanthropocentric orientation. 

I talk about how the orientation is constructed based on French philosophers Gilles 

Deleuze and Pierre-Félix Guattari's (1980/1987) concept of assemblages and touch 

upon the related approaches in appzlied linguistics including post-humanist applied 

linguistics (Pennycook, 2018) and spatial and material orientations (Canagarajah, 

2017, 2018). The data collected through an ethnographic approach also provides 

examples of how interactions are shaped with heterogeneous resources including 

verbal language, hand movements, drawings, and scientific instruments. In 

conclusion, I discuss the importance of introducing a non-anthropocentric 

orientation to understand linguistic interactions. 
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【研究発表１】 

【発表者１】小林 潤子 氏 

【発表題目】CAN-DO リストを使った英語教育と学習者の意識について――大学生を対象

とした研究 

【発表概要】 

 ヨーロッパで  2001 年に  CEFR（ Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment）が発表されてから 20 年余りたった(2018 

年からは CEFR companion volume)。日本でも語学教育の中で CEFR や他の CAN-DO リスト

を使用しての研究やシラバスへの活用は増えている。小・中・高では、2020 年度から順

次施行されている新学習指導要領で、５技能の CAN-DO リストが示され、教科書やテキス

トでも CAN-DO を学習目標として５技能のどれを学ぶかが記載されるようになってきた。

また、テキストや教材でも CEFR 基準で学習のレベルを示すことが多くなった。日本の英

語教育は、このことで変わろうとしているが、導入の効果は検証されたか、日々の授業の

中で活用されているのかなど、十分に解明されてはいないのが現状といえそうである。こ

のような中で、実際に CAN-DO リストをチェックする時にリストの違いなどでなんらかの

影響を受けるのか、CAN-DOリストが動機づけや英語力とどのように関係しているのか、 学

習者達は CAN-DO リストに関して、どのような意識を持っているのか、について調査する 

事がこの研究の目的である。今までは、高校生を対象として研究を進めてきたが、今回の

発 表では、大学生を対象とした調査を中心に発表する。調査は、大学の必修英語Ⅰを受

講している学生を被験者とした。４月・７月・学年末の３回に渡って、１つの群に CEFR-J 

を元に作成した CAN-DO リストを自己評価してもらい、動機づけのアンケートと TOEIC の

簡易版を実施した。もう１つの群には日本英語検定協会を元 に作成した CAN-DOリストの

自己評価と動機づけのアンケート・TOEIC の簡易版も同様に実施した。両群とも 7 月と学

年末には「4 技能の CAN-DO リストの自己評価に関しての感想」も記述してもらった。こ

れらのデータの分析したものを比較検討していきたい。 
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【研究発表２】 

【発表者２】田中 広宣 氏 

【発表題目】日本人英語学習者の名詞句構造把握能力の発達プロセス 

【発表概要】 

本研究の目的は，日本人英語学習者の名詞句構造把握能力がどのようなプロセスで発達 

していくのかを，横断的調査によって考察することである。先行研究のテスト形式（金谷

他, 2015; 鈴木・臼倉, 2018）を踏襲しつつも問題点を改善することにより，8 種類の主語

位置 名詞句構造が把握できているかを測定するテスト（DB テストと呼ぶ）を開発した。

調査に は習熟度の異なる日本人英語学習者 80 名が参加した。参加者の英語力は多岐にわ

たり，事前アンケートの結果から CEFR の A1 から C1の間に位置すると考えられる。DB テス

トの結果から，初級レベルの英語学習者の名詞句構造把握能力の習得度合い（DB テストの

正答率）は「前置修飾を含む名詞句→後置修飾句を含む名詞句→後置修飾節を含む名詞句」

の順に習得が難しいという Processability Theory（Pienemann, 1998, 2005）に基づく先

行研究の予測（e.g., 酒井他, 2006; 鈴木・臼倉, 2018）を支持しているが，習熟度に応

じて名詞句構造把握能力も発達し，中級後半レベルに到達すると習得難易度の階層性は見

られなくなり，本研究で対象とした全ての名詞句構造をほぼ完全に習得していることが示

唆された。また，名詞句構造は把握できても英文の意味は理解できていない（もしくはそ

の逆）場合もあることが分かった。さらに，詳細な誤答分析により名詞句構造が構文とし

て定着していないことによる典型的なエラーパターンが観察された。本発表では，調査で

得られたデータに基づき，用法基盤モデル（usage-based model）の観点を加え，名詞句構 

造把握能力の発達プロセスについて詳細な提案を行う。 
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【参加者後記】 

 

 山村さんの講演では、言語活動に対する新しい知見が述べられました。言語活動を考え

る際、その言語活動だけを取り出し研究してきた従来の言語学・応用言語学に対して、そ

の言語活動が行われる状況との関連を考慮したものでした。その言語活動が行われる際、

「モノ」「空間」「人」がどのように関連しているか、その関わりによってどのような言語

活動が生まれるか、に着目されていました。KLA の会長であるトム・ガリー先生も、「言語

習得を考える上での新しい領域に関する発表であった」と述べられ、今後の発展がとても

楽しみな講演でした。 

 小林さんは、大学生を対象に CAN-DO リストを使用した研究結果を発表されました。これ

まで、高校生を対象に CAN-DO リストが動機付けに与える影響や、学生がどのような意識を

CAN-DO リストに対して抱いているかを研究されておられます。本研究では、大学生を対象

に４月から翌年３月までの１年間にわたり、CAN-DO リストの種類の違いが学生の自己評価

や動機付けに与える影響を調査し、さらには TOEIC 簡易版でのスコアとの比較もされてい

ました。CAN-DO リストが奨励されている日本英語教育現場において、CAN-DO リストと英語

教育がどのように関連・発展していくか、とても楽しみになる発表でした。 

 田中さんは、１月に審査を終えたばかりの修士論文から、研究の一部を発表してくださ

いました。発表について特筆すべきは、英語学習者が持つ名詞句把握能力の発達プロセス

を４段階に分けて提唱した点であると思われます。検証の際には、典型的なエラーパター

ンも分析されており、なぜその４段階が正しいと思われるか、客観的・理論的に述べられ

ていました。さらに田中さんは、修士論文において教科書分析を行っており、実験参加者

が英語を学習上でどの程度ターゲットとなる名詞句に触れてきたか、インプット頻度に対

するコメントもありました。機会があれば、田中さんの修士論文についてじっくりとお話

を伺ってみたいと思う発表でした。 

 コロナ禍にも関わらず、KLA・TALK 第 19 回合同セッションを無事に開催、終えることが

できたことを、とても嬉しく思います。KLA 会長のトム・ガリー先生、TALK 会長の松坂ヒ

ロシ先生、そしてご尽力いただいた関係者の皆様をはじめ、KLA・TALK 会員の皆様へ感謝申

し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【文責：肥田和樹】 
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TALK規約 

［2015.4.18 改訂］ 

 

1. 名称： TALK (Tanabe Applied Linguistics Kenkyuukai) 

(田辺英語教育学研究会) 

2. 目的： ・英語教育及び関連分野の理論と実践 

・日本の英語教育の改善・進歩発展・方法の開発 

3. 理念： (a) 自己の研究発表を通し，その研究内容を再確認する研究活動をする 

(b) 自己の研究に対する各会員の専門分野からの意見を聞き，討論を重ねる 

 ことによって新しい知見を得る研究活動をする 

(c) 各自の専門分野での知見や新情報を会員相互に伝える活動をする 

(d) さまざまな研究分野の会員が自分の持てるものを生かして研究を重ね， 

 併せて会員の知識を増やし見識を深める一助とする研究活動をする 

4. 会員： ・一般会員（本研究会員及び趣旨に賛同する者） 

・名誉会員（顧問経験後の退職者。名誉会員は会費不要） 

5. 会費： 年会費：3,000 円 

会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする 

6. 組織： 各部署の担当者には 1 名の責任者を置く。任期は 1 年。再任は妨げないが， 

持ち回りが望ましい 

    【会    長】本研究会の代表者 

    【顧    問】本研究会の協力者 

   以下の各部署の担当者には１名の責任者を置く。任期は１年。再任は妨げないが、 

   持ち回りが望ましい 

    【幹    事】発表者や司会者の依頼を含む，研究会の行事・運営に関わる調整， 

 および会全体のまとめ役 

    【事  務  局】会に関わる諸行事の連絡・出欠確認，名簿作成・更新を含む事務一般 

    【会    計】予算決算の報告，一般会計，諸行事の会計 

    【庶    務】諸行事の会場確保，会当日の鍵や機材の管理 等 

    【研 究 企 画】月例会 (研究発表・読書会 等)・合宿等の企画案作成および運営 
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    【年 次 大 会】年次大会(夏合宿)の企画および運営 

    【紀要編集委員会】各研究会の後記および研究会誌の原稿依頼・校正・編集 

    【ネットワーク】ホームページ・メーリングリストの管理・運営 

 

7. 活動内容： ・原則として月 1 回研究会を開く 

 ・発表者は発表要旨を，司会者は司会者後記を執筆する 

 ・各活動内容を月刊報告としてホームページ上で公開する 

 ・定期的に研究会誌『Dialogue』を発行する。『Dialogue』には，「年度 

  活動報告」，および投稿規定 (別に定める) に従って「研究論文」「実践 

  報告」「書評」を載せることとする 

 ・研究書の出版，教材の開発 

8. その他の活動： 

 ・夏期休暇中の研究会は合宿の形をとることとする 

 ・年１回４月に総会を開く 

 ・本研究会の目的に沿った外部の行事にも，必要があれば TALK として 

  参加する 

以上 

  ■上記規約に基づき、2020年 5月～2021 年 4月「組織」の担当者（TALK運営委員）が 

   2020年 6月 25日の総会で以下の通りに承認されました。（敬称略 ○は責任者） 

    【会    長】  松坂 ヒロシ 

   【顧    問】  折井 麻美子  澤木 泰代  中野 美知子  原田 哲男   

             森田 彰    矢野 安剛 

    【幹    事】 ○浅利 庸子 

    【事  務 局】 ○安田 明弘  鈴木 久実 

    【会    計】 ○北野 功祐 

    【庶 務 広 報】 ○須能 麻衣花 

    【研 究 企 画】 ○小林 潤子  久保 岳夫  小屋 多恵子  残間 紀美子        

             下川原 広樹 高橋 真由美  肥田 和樹  望月 真帆    

             山口 高領  湯舟 英一     
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    【年 次 大 会】 ○肥田 和樹  澤田 翔   

    【紀要編集委員会】○杉内 光成  柳川 浩三  山口 高領 

    【ネットワーク】 ○下山 幸成 
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『Dialogue』投稿規定・執筆要項 

 

■投稿規定 

 1. 発行回数：年 1回、発行する。 

 2. 投稿資格：TALK の会員。(共著の場合には全員が会員であること) 

 3. 内容：「研究論文」「実践報告」「書評」「年度活動報告」等を掲載する。 

 4. 分野：英語教育学、応用言語学、およびこれらに応用できる分野。 

 5. 使用言語：日本語または英語。 

 6. 論文の著作権：本会に帰属する。 

 7. 査読・選考： 

 「研究論文」「実践報告」の採否は，紀要編集委員会が審査のうえ決定する。 

 「研究論文」に関しては，研究会の定める査読委員に専門に応じて査読を 

 依頼することがある。「研究論文」「実践報告」「書評」の採用原稿について 

 も，分量の圧縮や一部書き直しを求めることがある。 

 8. 抜き刷り：希望者には有料で行う。 

 9. 期日：当該年度の 12 月末日 (必着) までに投稿する。（投稿数が少ない場合は締切

日を延長する場合がある。その際は会員メーリングリストで通知する。） 

 10. 原稿の制限：原稿は未刊行のものに限る。 

 

■執筆要項 

 1. 原則： 

この執筆要項は APA (Publication Manual of the American Psychological 

Association) 第 5版を基準にして，TALK が作成したものである。ここに記述がな

い事項については APA 第７版に従う。ただし「研究論文」以外は，編集委員会が

認めれば，その分量や性質上，必ずしもこれに準じなくともよいものとする。 
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 2. 構成内容： 

1) 「研究論文」 

 論文題目，著者名，所属，要約，キーワード，本文，(注)，参考文献，(付録)  

 の順とする。(  ) 内は随意。 

  2) 「実践報告」 

 題目，著者名，所属，要約，キーワード，実践現場情報，本文，(注)，(参考 

 文献)，(付録) の順とする。(  ) 内は随意。 

  3) 「書評」 

 紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名，著者 

 名，所属，本文，(注)，(参考文献)，(付録) の順とする。(  ) 内は随意。 

 3. 分量： 

「研究論文」は，20 枚以内，「実践報告」は 2 枚から 10枚程度，「書評」は 1 枚 

から 4枚程度とする。この分量には，上記「2. 構成内容」をすべて含むものとする。 

 4. 書式： 

※研究論文・実践報告・書評とも、TALKのホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )

にあるテンプレートを用いること。 

 以下、テンプレートの設定内容を記述する。 

(a) Microsoft Word® を用い，B5版 (縦) の横書きで作成のこと。 

(b) 余白は，天地 25 ミリ，左右 20ミリに設定する。 

(c) 1ページの行数は，33 行に設定する。（文字数は設定しないこと。） 

(d) 英文原稿の場合，「Century」フォントを用い，題目・大見出し・小見出しには 

 太字を用いる。日本文原稿の場合，題目・大見出し・小見出しには「ＭＳ P ゴ 

 シック」，その他は「MS明朝」と「Century（括弧と数字の場合）」を用いる。 

(e) 題目は，3行目から中央寄せで書き，14 ポイントを用いる。「書評」の場合は， 

 紹介する書名・論文名を題目として書く。研究論文・実践報告を日本語で書く 

 場合は，題目の英文表記もつけること。 

(f) 著者名・所属は 11ポイントを用い，題目の下に 1 行空けて中央寄せで書く。 

 それぞれ各 1行ずつ用いること。複数の著者がいる場合は，第 1著者・第 1著 

 者の所属・第 2著者・第 2 著者の所属…の順に記載する。また，「書評」の場 

 合は，紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名と 

 記載したのち 1行空けて書き始める。 

(g) 要約は 9ポイントを用い，所属の下に 1行空けて 200 words 以内で書く。本 

 文の言語を問わず英文とし，研究論文・実践報告の場合は必須とする。 

(h) キーワードは 9ポイントを用い，要約の下に 1行空け，5つ以内で記載する。 
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 英語表記・日本語表記を併記する場合には，1キーワードと数える。 

(i) 実践報告の実践現場情報は 9ポイントを用い，「科目名」「対象者とクラス人 

 数」「学習の目標」を記載する。 

(j) 本文の大見出しは 12ポイントを用い，上下に 1行空ける。算用数字で番号を 

 つけてから大見出しを記載すること。（e.g. 1. ------ ） 

(k) 本文の小見出しは 10.5ポイントを用いる。上に 1 行空けるが，下は 1 行 

 空けずに書き始めること。（e.g. 1.1 ------ / 1.1.1 ------ ） 

(l) 本文は 10ポイントを用いる。英文原稿の場合は各段落前に半角 3文字分空け， 

 日本文原稿の場合には各段落前に全角 1文字分空ける。日本文原稿の句読点は 

 「，」「。」を用いる。文中でイタリック体にすべき箇所はイタリック体にしてお 

 くこと。 

(m) 注 (Notes) は 9ポイントを用い，脚注ではなく，すべて本文の末尾にまとめて 

 記載する。 

(n) 参考文献 (References) は，10ポイントを用い，本文・注などで言及したもの 

 のみ記載する。英文原稿の場合は，著者名のアルファベット順に一括して記載 

 し，日本文原稿の場合は，英語文献をアルファベット順に記載した後，日本語 

 文献を五十音順に記載する。 

(o) 外国の人名，書名などを日本語で表記する場合，原則として初出の箇所で原名 

 を示す。 

(p) 図・表は本文中に貼り付けること。「表 1」(Table 1)，「図 1」(Figure 1) のよ 

 うに，算用数字で通し番号を記入する。表のタイトルは表の上に，図のタイト 

 ルは図の下に記入する。 

 5. 送付方法： 

投稿締切日までに、Microsoft Word® で作成したファイルと、それを PDF に変換

したファイルを、メールで送信する。 

 

 注： 最新の執筆要項は必ず TALK のホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )

で確認すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALK紀要『Dialogue』第 19号  

 発行年月日 2021 年 3 月 31 日  

 編集・発行 TALK (田辺英語教育学研究会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 代 表 者 松坂ヒロシ  

 印 刷 所 株式会社リーブルテック  

    

 

発 行 所 

 

 

 

   編 集 委 員 

TALK 紀要編集委員会本部 

〒169-8050 

東京都新宿区西早稲田 1-6-1  

早稲田大学商学部 浅利庸子研究室内 

杉内光成 柳川浩三 山口高領 

 

 事 務 局 e-mail：office@talk-waseda.net  

 ホームページ http://www.talk-waseda.net/  

           ISSN 1349-5135  

 


