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課題研究中間報告

中学校英語教育における英語コミュニケーション指導に関する研究

比嘉ゆかり

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・南城市立大里中学校

1 . 問題関心

文部科学省 (2013) は 2020年に開催される「東京オリンピック ・パラリンピック競技大会」を見据

え，小 ・中・ 高等学校を通じて，英語を用いた「言語活動の内容や量を増加」させ，「英語によるコミ

ュニケーション能力を確実に養う」ことを目標とする「グローバル化に対応した英語教育改革実施計

画」を打ち出した。 2019年における訪日外国人は，約 2,940万人 (JTB総合研究所， 2020), 在留外国

人 283万人（法務省， 2019) と，その数は毎年増加傾向にある。多文化 ・多言語 ・多民族の外国人が

ごく身近に生活し，様々な場面において異文化を背景とする相手に対して，世界における主要言語で

ある英語を用いてコミュニケーションを図る必要がある。英語担当教員は，そのような社会がすでに

到来しており，英語を介して伝え合うことの重要性と必要性を生徒達に意識させなければならない。

NHK放送文化研究所 (2019) は， 日本は他の国々と比べ，

「伝統や文化が豊かな社会」であり「日本の伝統や食文化」

といった「日本固有の良さをオリンピックを機に世界に発信

すべきだ」という意見が上位であるという世論調査の結果を

報告した。しかし， 2019年に筆者が沖縄県内 2中学校 519名
ヽ

の生徒を対象にした「苦手と感じる英語技能は何か」という 忽:,,,, 42% '" /I 
％ 

質間紙調査によると，「書く」「話す」アウトプット活動を苦 .... , 匁 ／／ 
手と感じており（図 1)' これまで筆者が行ってきた授業の中 図 1 苦手と感じる英語技能

で ALT(外国語指導助手）の「日本の良いところは何か」，「沖縄や南城市のおすすめスポットはどこ

か」という間いに「No!I don't know.」と答える生徒や，首を横に振りながら何も答えようとしない生

徒が多く見られ，郷士の良さを英語で発信することができない状況である。この現状を踏まえ，「書く」

「話す」活動における指導の課題を明確にし，英語コミュニケーション指導の工夫改善を図る必要が

あると考えている。

2. 研究の目的（明らかにしたいこと）

本研究の目的は「書く」「話す」アウトプット活動における指導の課題を明らかにし，英語コミュニ

ケーション指導に活かすことで，生徒が自らの意見や考えを英語で発信できるようにすることである。

3. 研究方法

(1) 平成31年度（令和元年度）全国学カ・学習状況調査結果分析

国立教育政策研究所（以下，「国研」と記す）から公表された結果をもとに，間題別調査，生徒質

間紙の分析を行った。

(2) 英語科担当教員 (JTE)・ALT意識調査

2019年 10月 18, 19日開催の九小卜1地区英語教育研究大会で英語科担当教員 52名， 11月 21, 22 13 

開催の沖縄県 ALT研修会で ALT66名に対し，記述式のアンケート調査を実施した。
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(3) 課題発見実習 11授業実践

2019年 9月 9日から 25日において， A中学校の 3年生 7クラス 241名に対して，「30年後沖縄に

残したいものは何ですか」という自作資料を題材にした授業を行った。

4. 研究内容

(1) 平成31年度 （令和元年度）全国学カ・学習状況調査結果について

①問題別調査結果及び分析

筆者の勤務校は「書くこと」の領域で全国平均正答率より約 5ポイント低く，特に「与えられた

情報に基づいて説明する英文」， 「与えられたテーマについてまとまりのある文章」を書 く間題の平

均正答率が落ち込んだ。「話すこと」の領域でもまとまりのある内容を話すことの平均正答率が低く，

「書く」「話す」アウトプットの課題が浮き彫りとなった。国研調査結果資料各部会共通資料（図 1)

に見られるように，英語の 4技能指導をバランスよくコミュニケーション活動の中で継続的に行う

ことが重要であり，それが生徒達の英語学習への意欲や理解につながっていることがわかる。

表 1 中学校英語について （国研調査結果資料各部会共通資料，2019より抜粋）

（ア）即興で自分の考えを伝え合 う言語活動や，聞いたり 読んだ りした内容について英語で書いてまとめたり 自分の考えを書いた

りする言語活動を行っている学校と行っていない学校では， 「英語の勉強が好き」とい う生徒の割合に 2倍以上の大きな差が

出ている。 (p.20)

（イ）すべての領域において， それぞれに関する言語活動を行っている学校の方が当該領域の平均正答率が裔い傾向が見られ， 学

校における指溝が影響していること が伺える。 (p.21)

②生徒質問紙調査結果及び分析

「即興で自分の考えや気持ちなどを英語で伝え合う，書く活動が行われていたか」，「聞いたり読

んだりしたことについて，生徒で意見を述べ合う活動が行われていたか」という質間に対し，行わ

れているという肯定的な回答をした割合は，沖縄と全国でほぼ同様であったが 「英語の勉強が好き

か」，「英語の授業はよく分かるか」という質問に対する回答は全国の生徒に比べ，①で記した表 1

の結果と相反する否定的なものであった。

沖縄県英語教育改善プラン（文部科学省， 2019) は「授業における言語活動の時間不足」，「言語

活動を単なる話すことの活動のみと捉えている教師の多さ」といった課題をあげ，各技能全てが言

語活動に繋がるような授業改善を図る必要性を説いている。そこで筆者は「変化のないー間一答や，

フレーズ暗記等，何か話させていればコミュニケーション活動をさせたつもりになっている」こと

や「授業冒頭の帯活動のみがコミュニケーション活動の時間となっている」といったこれまでの授

業から脱却し，会話につながる明確な内容や目的を持たせ，生徒自身の考えや意見を伝える気持ち

にさせるようなコミュニケーション活動に転換しなければならないと考えている。

一方， 生徒質間紙に見られる沖縄の生徒達の 「英語の授業で学習したことは，将来，社会に役に

立つ」， 「日本や自分が住んでいる地域のことについて，外国の人にもっと知ってもらいたい」とい

う回答はいずれも全国の生徒より肯定的である。教師が授業の中でなぜ英語を学ぶのか，より外国

人が身近になる将来において英語が役立つことを語りかけることも，生徒達がコミュニケーション

活動に参加しようとする意欲や英語を話すことへの自信につながると思われる。

(2) 英語科担当教員 (JTE)・ALT意識調査分析について

JTE (英語科担当教員）は 「書く」「話す」活動の指導を難しいと感じており，生徒達の「書く 」

「話す」内容や発音等に「正確さ」を求めるあまり添削に時間がかかる (48%), 教科書内容の指導

をするのが精一杯で，「話す」「書 く」活動まで手が回らない (39%)という回答が多かった。一方， ALT

は沖縄の英語教育，指導法に疑間を投げかけている（表 2)。JTEの「正確さ」を求める授業や教科
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書中心の授業に問題を呈し，「間違えても良いから，まずは話させたり書かせたりする時間を与える

こと。その機会を与えない限り，生徒は話せないし書けない」という意見が大多数 (82%) であっ

た。図 1で見られる生徒の「書く」「話す」活動に対する苦手意識の要囚は，教師の文法や語彙に「正

確さ」を求める態度が影響し，間違えるから難しい，英語が苦手という気持ちにつながっているこ

とが考えられる。また， JTE と ALTは自国と地域について 表2 日本の授業に感じる問題点 (ALT)

英語で発信する重要性を感じており （図 2)' 日頃の授業の I' コミュニケーション活動がたりない

中で「話す」「書く」活動に自分の地域紹介（話すこと）や 2 : 文法中心・暗記 ・翻訳の活動が多い

地域パンフレット等の作成（書くこと）を行っているという

回答が多い (85%)。このような活動について， JTEは「生

徒達の意欲を出させるため」， ALTは「異文化理解のため」

という意識の違いが見られる。

文法や語彙の不足の間違えにとらわれすぎず，生徒達に自

由に話をさせたり ，書かせたりする活動の時間を取ること，

フリートピックが難しければ，より生徒に身近な地域文化等

のトピックを示すことで意欲的に活動し，異文化理解にもっ

ながるという授業づくりの視点を授業に取り入れたい。しか

し，現実的に教科書内容を指導していかなければならない中

で，新たに教材を作り出すのは物理的に負担となる。例えば，

3 : 教材に文化的な物が使われていない

教材が生徒から遠く，身近でない

4: 教科書中心の授業である

5 : 自由に話したり書いたりする時間がない

59% 

季節行事を扱う単元において，身近な沖縄の行事と比較をさ 図2 自国や自分の地域のことを英語で発信

せ，英語で紹介させるなど教科書の内容に文化的な視点を入 することは大切だと思うか (JTE・ALT)

れたコミュニケーション活動の工夫も可能だと思われる。

(3) 課題発見実習 11実践分析 (A中学校 3年0組）

声を出すことを恥ずかしいと感じる生徒が多く，英語で会話をするコミュニケーション活動を苦

手としており，英語を「聞く」「読む」活動の方を好むクラスであった。

表3 3年0組 課題発見実習 1I実践分析 （抜粋）

教 師 の 発 間 教師の工夫（●）及び生徒同士の会話及び様子（＊）
I What Okinawan food do you like? ●身近な沖縄料理を扱うこと，簡単な文法を扱うこと，「Me, too」等，あいづちで

きちんと返答させること

食 A 「Soba,soba!」→ B 「Oh,you like soba, Soki?」→ A 「Yes,I like Soki-soba!」

→B 「Me,too!」→ A 「Yeah!」（ハイタッチし合う）

森 C 「llike Taco-rice」→ D 「What?l eat yesterday! Very very l like」
→C 「Hah?Really?」→ D 「Yes!」（お互い驚き，笑顔になる）

II Who likes Tebichi-soba? 食 E 「No,no Tebichi-soba. I like Soki-soba.」（と言いながら手を上げる）

身近な沖縄料理をトピックにしたことで，ただ「I like~.」という文にとどまることなく，自由に

コミュニケーションを取る姿が見え，相手の発話に対してきちんと返答し，会話がつながっていた。

教師の発間を言い換えながら自分の考えを話す生徒 (E) もいた。

表4 3年0組振り返りシートの授業感想 （原文）

• いつも反応のないクラスと言われてるけど、この授業はめっちゃ声が出ていた。信じられない。（女子生徒：意欲）

・I enjoyed this class! This class is not as difficult as other classes because the class is about Okinawa! (外国人男子生徒：意欲）

• 自分の地域の素睛らしさを自分の国だけではなく国境を越えて外国の人々にも沖縄について知ってもらいたいと思った。沖縄に

ついて発信してみたい。（男子生徒：動機 ・異文化理解）
実践後，「英語と沖縄がつながっている授業は楽しい」「沖縄や自分の地域について英語で発信す

ることは大切」という生徒達の意見がいずれも 90%を越え，意欲や動機，異文化理解など多面的な

意見が出た（表 4)。また， 82%の生徒が理由を含め，自分の意見を英語で書くことができた。生

徒達に身近な沖縄の内容を授業で扱うことは「書く」「話す」活動に有効だと考えられる。一方，協
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同学習で自分の意見が出せない生徒，英作文作成に時間を要する生徒への手立ての課題が見えた。

5. 今後の展望と次年度研究計画

平成 31年度（令和元年度）全国学カ ・学習状況調査結果及び英語指導者意識調査結果分析，課題発

見実習 II実践分析からこれまでの授業の課題を明らかにし，授業改善の視点を考察してきた中で，「単

なる言葉の掛け合いに終わらないコミュニケーション活動の工夫」と「コミュニケーション活動を継

続的に実践すること」，「生徒の自由な発想を活動に組み込砂Jことが重要だと理解できた。

与那覇 (2007) は，国境を越えたコミュニケーションでは身近な地域や文化が話の中心となり，異

文化理解につながるものであるとし，授業の中で身近な地域教材を扱う重要性を述べた上で，生徒達

に身近な地域文化や問題をコミュニケーション活動に組み込むことで，生徒は自分ごととして捉え，

間題解決への意欲や世界へ地域を発信する視点が育まれる授業を提案している。 2年次 (2020年度）

以降，与那覇の提案する授業のように， 地域教材を活用することで生徒達を「伝えよう 」という気持

ちにさせ，間違いを恐れることなく自由に英語を書いたり話したりできるコミュニケーションの場を

生徒達と共有することに重点を置きたい。生徒達が首を横に振ることなく，ジェスチャー等を交えな

がら自信を持って郷土のことを「発信」できるよう，単元・題材の中でどのように地域教材を取り入

れ，コミュニケーション活動を展開していくのか，継続的な「書く」「話す」アウトプット活動をどう

組みこんでいくのか， という視点を踏まえ，指導計画を吟味，作成する（表 5)。

表5 2年次 (2020年度）研究計画

0基礎研究：異文化理解・地域教材の文献研究，年間指導計画及び単元計画 (can-doリスト）作成，教材研究，パフォーマンステ

スト ・評価ルーブリック計画作成

0調査研究：レディネステスト ・事前事後アンケート調査の実施、パフォーマンステスト及び沖縄県webテスト，地区学カテストの

実施，各調査分析

0実践研究：「沖縄」の題材を取り入れた授業実践と考察， 研究の成果と課題（考察）のまとめ

引用文献

法務省 (2019). 「令和元年 6月末現在における在留外国人数について（速報値）」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_ 00081.html (2020. 1 .22参照）

JTB総合研究所 (2020). 「インバウンド訪日外国人動向」

https://www.tourism.jp/tourism-database/stats/inbound/ (2020. 1 .22参照）

国立教育政策研究所 (2019). 「平成 31年度（令和元年度） 全国学カ・学習状況調査 調査結果資料」

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/setsumeikai/r01setsumeikai/19ers.pdf (2019.8.9取得）

文部科学省 (2013). 「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」

https:/ /www.mext.go.jp/a _ menu/kokusai/gaikokugo/ _icsFiles/afieldfile/2014/01/31/1343704_ 0 l .pdf 

(2019.9.1取得）

文部科学省 (2019). 「令和元年度英語教育改善プラン（沖縄県）」

https://www .mext.go.jp/component/a _ menu/education/detail/ _icsFiles/afieldfile/2019/06/21/1418089 _ 007. pdf 

(2019.11.28取得）

NHK放送文化研究所 (2019).『2020年東京オリンピック・パラリンピックヘの期待と意識：「2018年 10

月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査（第 4回）」の結果から』

https://www .nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/2019040 l _ 8.pdf (2020. 1 .22参照）

Y onaha, K. (2007) . "Introducing Okinawan culture material in English classes : Its significance and how 

and what to introduce"『名桜大学総合研究』11巻，pp.25-35.


