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表現力を高めるための指導 

－プレゼンテーション活動を通して－ 

 

千葉県立○○高等学校 ○○ ○○ 

 

1 研究の目的と背景 

「コミュニケーション能力の育成」が学習指導要領の目標に掲げられているが，それを達成

するには教室をコミュニケーションの場としていく必要がある。そのためには聞くこと，読む

こと，書くこと，話すことの４技能がバランスよく組み込まれた授業を目指すことが重要であ

るが，十分な時間が取れないなどの理由から教科書の英文訳読・文法指導に陥りやすいことも

否めない。 

生徒たちがこれまでに培ってきた語彙力，文法力には個人差があるが，いずれにしても実際 

のコミュニケーションの中でそれらを使用することに慣れていないのが現状ではないだろうか。 

Swain （1995） は「理解可能なインプット」は言語習得にとって必要であるが十分ではな

い，と主張し，アウトプットの重要性を次のように述べている。アウトプットはインプットに

比べてより多くの知的努力（mental effort）を要求し，またより深い言語処理をさせる。「読む・

聴く」等の理解活動の際には言語能力の不十分さをごまかすことができるが，「話す・書く」等

の産出活動の際にはそのようなごまかしは利かず，学習者は内在化された自分の言語知識を精

一杯使って，自らの言語能力の限界に気づき，それを解決しようとする。その限界を認識する

ことで，将来，その不足を補うようなインプットを得た際に，そのインプットを効果的に摂取

する効果がある。 

また，正確さを促進する要因として以下の二つの機能を挙げ，アウトプットの機会がそれら

を担うとしている。 

（１）気づきの機能：アウトプットを通して，学習者は自分の言いたいことと言えることの間

にあるギャップに気づき，そのことが学習者にとって新しい言語知識を生み出したり，既

に持っている言語知識を強化するきっかけとなる。 

（２）仮説検証機能：アウトプットの結果，学習者の立てた仮説が誤っているとするフィード 

バックを得れば，学習者はそれを修正し，もう一度言語処理し直すことを促す。 

アウトプットの機会を持つことは，インプットの機会だけの場合と比べて，学習者の内在化

された言語能力を深め，さらに新たな言語知識を効果的に得られる機会が与えられるというこ

とである。 

以上のことから生徒たちが教室で学ぶ語彙や語法を使用する機会を与えれば，英語力，表現

力及びコミュニケーション力が高まるのではないかと考えた。各課のポスト・リーディング活

動として，学習した内容（インプット）を元に自分の意見を書き，話すという活動（アウトプ

ット）の機会を取り入れ，英語力，表現力及びコミュニケーション力を高める授業を目指す。 

この研究では，プレゼンテーションを目標において語彙・語法・文章構成スタイルに関する

学習を進め，スクリプト・ライティングとして原稿を書き，それを聴衆の前で発表するプレゼ

ンテーション活動によって知識の定着を図り，スキルを習得することで表現力を高める方法を

探りたい。 
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2 研究仮説 

スピーチの一般的な分類は次の３つである。リサーチをして，その結果を報告するような情

報を提供するもの（Informative Speech），ある考えや対象物を説明して納得，または説得させ

るもの（Persuasive Speech），楽しませるもの（Entertaining Speech）があるが，本研究で取

り上げる表現力とは Persuasive Speech ができるようになることとする。プレゼンテーション

の際に発表者は聴衆の前で自分の意見を述べ, なぜそう思うのかについて論理を展開しながら，

その正当性を主張する。Persuasive Speech は他２つのスピーチタイプと比較し構成面におい

て論理的な展開を必要とし，また聞き手を説得させるスピーチタイプであるので，Persuasive 

Speech をするためのスクリプト・ライティング及びプレゼンテーション活動が，表現力を高め

るトレーニングとなると考え，以下の２点を本研究の仮説とする。 

2.1 研究仮説１  

プレゼンテーションを目標に学習すれば，英語学習全般に対する意欲が向上するであろう。 

2.2 研究仮説２  

プレゼンテーションを目標に学習すれば，説得力のあるライティングができるようになるで

あろう。  

 

3 研究方法 

3.1 事前調査 

文献研究・生徒の意識調査 

3.2 授業実践 

ポスト・リーディング活動のスクリプト・ライティング及びプレゼンテーションの指導 

3.3 検証方法 

3.3.1 プリテスト・ポストテストの実施 

(1) 語彙・熟語・文法，リスニング力の変化の測定 

(2) ライティング力の変化の測定 

3.3.2 スピーチのスクリプト及びパフォーマンスの評価の変化の調査 

3.3.3 英検 Can-do リストによる自信・達成感の変化の調査 

3.3.4 質問紙調査による意欲の変化の調査 

 

4 研究内容 

4.1 スクリプト・ライティングの指導 

  ポスト・リーディング活動として，教科書各レッスンの内容に即して，プレゼンテーション

を目標としたスクリプト・ライティングを行う。 

4.2 プレゼンテーションの指導 

4.1 で書いたスクリプトをもとに，生徒はクラスの前で一人ずつプレゼンテーションを行う。 

4.3 検証方法 

4.3.1 プリテスト・ポストテスト 

(1) 語彙・熟語・文法，リスニング力の変化の測定 

実用英語技能検定（英検）準２級過去問題を用いた，語彙・熟語・文法，リスニング力の
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変化を測定する。 

(2) ライティング力の変化の測定 

  研究実践前・実践後に英作文を書く。4.3.2 の表１の評価基準で評価するとともに，サポー

ティング・センテンスの数を測定し，その変化について考察する。 

4.3.2 スピーチのスクリプト及びパフォーマンスの評価の変化の調査 

4.1で述べたスクリプト及び4.2で述べたクラス全体を聴衆としたプレゼンテーションのパフ 

ォーマンスを，表１及び表２の評価基準で評価し，その変遷を考察する。 なお，評価基準のル

ーブリック作成に際しては IELTS Writing band descriptors / Speaking band descriptors 

（public version）を参考にした。 

表１ スクリプト評価項目 

Content 

4 presents, highlights, illustrates key features /bullets points clearly and 
appropriately 

3 clearly presents and highlights key features /bullets points but could be more fully 
extended 

2 may confuse key features /bullet points with detail; parts may be unclear, 
irrelevant, repetitive or inaccurate 

1 presents limited ideas which may be largely irrelevant /repetitive 

Organization 

4 sequences information and ideas logically /manages all aspects of cohesion well 

3 logically organizes information and ideas /uses a range of cohesive devices 
appropriately although there may be some under-/over-use 

2 presents information and ideas but there are not arranged coherently /uses some 
basic cohesive devices but these may be inaccurate 

1 does not organize ideas logically /may use a very limited range of cohesive devices, 
and these used may not indicate a logical relationship between ideas. 

Grammatical 
Range and 
Accuracy 

4 uses a wide range of structures /the majority of sentences are error-free  

3 uses a variety of complex structures /produces frequent error-free sentences /has 
good control of grammar and punctuation but may make a few error. 

2 
uses only a very limited range of structures with only rare use of subordinate 
clauses /some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is 
often faulty 

1 attempts sentences forms but errors in grammar and punctuation predominate and 
distort the meaning   

表２ パフォーマンスの評価項目 

Facial 
Expressions 

4 appropriate expression, never notice a deadpan or conflicting expression 

3 occasionally displays either a deadpan or conflicting expression during 
presentation 

2 occasionally displays both a deadpan and conflicting expressions during 
presentation 

1 displays both a deadpan and conflicting expressions during entire presentation 

Eye Contact 

4 constantly looks at someone or some groups at all times 

3 occasionally looks at someone or some groups during presentation 

2 only focuses attention to one particular part of the class, does not scan audience 

1 does not attempt to look at audience at all /reads not entire time 

Pronunciation 

4 uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety /sustains 
flexible use of features throughout 

3 uses a wide range of pronunciation features /sustains flexible use of features with 
only occasional lapses 

2 uses a limited range of pronunciation features /attempts to control features but 
lapses are frequent 

1 speech is often unintelligible 

Fluency 

4 speaks fluently with only rare repetition and self-correction 
3 speaks fluently with only occasional repetition or self-correction 

2 usually maintains flow of speech but uses repetition, self-correction and/or slow 
speech to keep going 

1 speaks with long pauses /has limited ability to link simple sentences 
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4.3.3 英検 Can-do リストによる自信・達成感の変化の調査  

4.3.4 質問紙調査による意欲の変化の調査 

 

5 研究計画 

5.1 対象生徒 

平成 21 年度 第２学年３クラス（各クラス 40 名） 

平成 22 年度 （実験群） 第１学年１クラス（41 名） 

   （統制群） 第１学年１クラス（41 名） 

5.2 担当科目及び教科書 

平成 21 年度 英語Ⅱ（４単位）PROMINENCE  EnglishⅡ（東京書籍） 

平成 22 年度 英語Ⅰ（３単位）CROWN  English SeriesⅠ（三省堂） 

5.3 指導計画 

平成 21 年６月～８月 先行研究・文献研究調査 

平成 21 年９月～ 

平成 22 年１月 

授業実践① (試行実施） 

・ポスト・リーディング活動としてスクリプト・ライティングの指導 

・ポスト・リーディング活動としてプレゼンテーションの指導 

平成 22 年２月～３月 ・研究計画の修正 

平成 22 年４月～ 

10 月 

授業実践（本実施）および検証② 

・プリテスト実施（４月） 

・Can-do 調査・質問紙調査（４月） 

・ポスト・リーディング活動としてスリプト・ライティングの指導（５

月，７月，10 月の３回） 

・ポスト・リーディング活動としてプレゼンテーションの指導（５月，

７月，10 月の３回） 

・ポストテスト実施（10 月） 

・Can-do 調査・質問紙調査（10 月） 

 

6 研究実践 

6.1 事前調査 

6.1.1 英語に関する意識調査 （平成 22 年４月実施） 

表３ 質問紙による英語に対する意識調査（４領域の学習に関する質問） 

 

 
好き 

どちらかといえば 

好き 

どちらかといえば 

苦手 
苦手 

英語は好きですか。 25% 45% 22% 8% 

英語を聞くことは好きですか。 18% 24% 42% 16% 

英語を話すことは好きですか。 18% 20% 47% 15% 

英語を読むことは好きですか。 12% 54% 25% 9% 

英語を書くことは好きですか。 10% 50% 33% 7% 
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 聞くこと 話すこと 読むこと 書くこと 

英語で一番好きな分野は何か。 21% 14% 36% 29% 

英語で一番苦手な分野は何か。 22% 49% 11% 18% 

意識調査の結果から，英語に対して「好き・どちらかと言えば好き」と感じている生徒が約

７割いた。そのような生徒達が４領域の中の一番苦手と感じているのは「話すこと」である。 

  英語を勉強している理由については「将来に役立つ」の次に「４年生大学に進学したいから」

「受験・成績のため」という回答が多く見られた。また，英語の勉強に関する自由記述に関し

ても「英語の勉強をしても，話せるようになるとは思えない」「問題を解けても，実際には使え

ないだろう」などのコメントがみられる。英語学習に積極的な姿勢で臨む生徒が多いが受験を

意識した学習になり，単語や文法など英語の知識を多量にインプットするが，それに見合った

アウトプットの機会が少ないことが課題であると思われた。 

6.2 スクリプト・ライティングの指導 

平成２２年４月から１０月にかけて，教科書のレッスン終了後のポスト・リーディング活動

として，以下のタイトルで 100 語程度の３回のスクリプト・ライティングを実施した。 

 タイトル 
1 Who would you like to see in Lesson 1?   
2 Where would you like to go if you have enough time and money?  
3 English should be taught as a subject from primary school.  

手順は生徒がタイトルに沿って作文し提出，教師によるエラー・コレクションを経て，各自

書き直したものをプレゼンテーションのスクリプトとして使用した。第１回目のスクリプト・

ライティングの際に，パラグラフ構成について学習する時間を設けた。サンプル・ライティン

グを見ながらトピック・センテンス，サポーティング・センテンス，コンクルーディングセン

テンスを確認し，ライティングの際には内容を的確に伝えるために，上記の構成要素に留意し

ながら書くよう注意を促した。また，Persuasive Speech のポイントとしては，なぜ話し手が

そう考えるのかという理由が明確に述べられているかが重要となる。ゆえに構成要素の中でも，

トピック・センテンスを具体例で説明したり，根拠や理由を挙げて説明するサポーティング・

センテンスが含まれていることが重要であるということについても指導した。 

            ワークシート例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOW TO WRITE A PARAGRAPH 
伝えたいことを筋道立てて述べた文の集まりのことを「パラグラフ(paragraph)」といいます。内容を的確

に伝えるためには次の構成要素に注意してパラグラフを書く必要があります。 
 導入文 introductory sentence  ・ 主題(topic)を導入する文(省略されることもある) 
 
 主題文  topic sentence  ・ 最も述べたいこと(main idea)を提示する文 

  ・ 通常，パラグラフの冒頭に置かれます。 
 
 支持文  supporting sentences ・主題文の内容を具体例で説明したり、根拠や理由を挙げたり
     して main idea を展開する文。 
    ・通常，複数の文が挙げられます。 
 まとめ文 concluding sentence ・支持文を受けてパラグラフ全体をしめくくる文。 

Topic 
■ Topic ★ これから述べる「話題」を示す 
■ Opinion ★ 自分が「伝えたいこと（意見）」を書く 

Supporting 

■ First Support ★ 自分が「伝えたいこと」を詳しく説明する 
・「理 由」：どうしてそう思うのか 
・「具 体 例」：具体例をあげて説明する 
・「比 喩」：別なものにたとえて説明する 
・「引 用」：他の人の意見など（新聞・雑誌） 

■Second Support 

■ Third Support 

Conclusion ■ Topic & Opinion ★ トピックと意見をまとめて，もう一度言う 
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6.3 プレゼンテーションの指導 

  生徒は 6.2 のスクリプトを書き上げた後，そのスクリプトを元にクラス全体を聴衆としてプ

レゼンテーションを行った。全部で３回のプレゼンテーションを行ったが，各発表の時間の前

に効果的なプレゼンテーションについて確認する機会を設けた。教師によるデモンストレーシ

ョンを比較し，アイ・コンタクト・表情・ジェスチャーなど非言語メッセージがある場合とな

い場合でどのようにプレゼンテーションの印象が変わるのかに注目させた。 

  また，聴衆とアイ・コンタクトをとるためには原稿から目を離さなければならず，そのため

にはスクリプトを暗記することが必要となる。さらにスクリプトをしっかりと読みこなし，暗

記するほどにまで練習が進めば，英語の正確な発音・流暢さについても促進されるであろうと

いうことも，合わせて指導した。 

7 研究評価 

7.1 プリ・ポストテスト 

7.1.1 プリテスト 

プリテストを平成 22 年４月に実施した。語彙・語法・文法，リスニング力を測定するために，

実用英語技能検定（英検）準２級の第１問，第３問及びリスニングテストの過去問題を用いた。

ライティングテストは「なぜ小金高校を選んだか」というタイトルで，理由を明確にしながら

自分の意見を書くという内容で実施し，辞書の使用は不可とした。 

7.1.2 ポストテスト 

ポストテストは３回のスクリプト・ライティングとプレゼンテーション後の平成 22 年 10 月

にプリテストと同じ内容・方法で実施した。なお，ライティングテストの評価基準は 4.3.2 表

１のスクリプト評価項目と同じものを使用した。結果は以下の通りである。 

7.1.3 プリ・ポストテスト結果 

（１） 語彙・熟語・文法，リスニング力の変化 

表４ プリテスト・ポストテスト平均点                                                  

実験群 (n=41)             統制群 (n=41) 

語彙・熟語  文法 リスニング 総点   語彙・熟語 文法 リスニング 総点 

プリテスト   12.4     2.3      5.1     19.8         11.8      1.7      5.1      18.6 

ポストテスト  12.5      3.5      5.4     21.4         12.2      2.5      5.1      19.8 

  結果は，実験群・統制群共にポスト・テストの方が平均点が高かった。得点の伸びは語彙・

熟語に関しては実験群が 0.1 ポイントに対し統制群は 0.4 ポイントの上昇，文法に関しては実

験群が 1.2 ポイントに対し統制群は 0.8 ポイントの上昇，リスニングに関しては実験群が 0.3

ポイントの上昇に対し統制群は変化が見られなかった。 

（２） ライティング力の変化 

表５ プリテスト・ポストテスト平均点                                                  

実験群 (n=41)            統制群 (n=41) 

内容  構成 英語表現 総点     内容  構成 英語表現 総点     

プリテスト     2.5     2.5     2.1     7.1         2.6     2.5     2.0     7.1 

ポストテスト    2.8     3.4     2.9     9.1         2.7     2.6     2.1     7.4 
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表６ サポーティング・センテンスの数の変化（平均数）                                                 

実験群 (n=41)            統制群 (n=41) 

プリテスト                 7.5                                    7.6 

ポストテスト                9.7                                    7.9 

表５の結果から，ライティングテストの平均点については実験群の方が伸び幅が大きい。統

制群はプリテストのライティングの際と内容・構成面においてほぼ変化が見られなかったが，

実験群については，パラグラフの構成がはっきりしているものが比較的多く見られた。また，

サポーティング・センテンスの平均数の変化についても，統制群は 0.3 ポイントの上昇とほぼ

横ばいなのに対して，実験群は 2.2 ポイントの上昇と著しい変化が見られた。サポーティング・

センテンスの内容に関して言及すると，実験群のライティングの方がトピック・センテンスで

述べた自分の意見に対する理由の数も多く，理由づけがしっかりできている印象を持った。 

  次の英文（生徒作品例１）は，変化が著しく見られた実験群の生徒が書いた例である。プリ

テストでは小金高校を選んだ理由は「先輩の話を聞いて，行事に興味を持った」ということが

時系列に述べられていて，論旨がはっきりせず明確な理由が書かれていなかった。しかしなが

ら，ポストテストのライティングの中では「家から近い」「行事が面白そうで興味を持った」「大

学進学を希望していて，それに見合った授業が受けられると思った」という３つの理由がそれ

ぞれ述べられており，その理由をさらに詳しく説明しているパラグラフ展開となっている。 

 （生徒作品例１） 

7.2 スピーチのスクリプト及びパフォーマンスの評価 

7.2.1 スクリプトの評価の変化 

   表７が示すように第１回目と第２回目を比較すると

Content については共に 2.7 ポイント，Organization では

第 1 回目が 2.5 ポイント，第２回目が 2.8 ポイントと 0.3

ポイントの上昇，Grammar & Accuracy では 0.1 ポイント

の減少が見られた。Content，Organization については全

体的な印象としても，第１回目より第２回目の方が全体に

プリテスト 
  I entered Kogane High School this year.  I’m going to tell about why I chose this school. 

At first, I didn’t hope to enter this school until last spring.  But my feeling changed when I 
visited this school last summer.  I saw some students of this school. 
  And I listened they talk about “Kogane High School life”.  They looked very enjoy then.  I 
knew this school has many events and I’m interested in this school. For example, this school 
has a chorus festival, ball game festival, and school festival.  I thought they are very 
interesting and I hoped to join them.  So I chose “Kogane High School”.  I could enter this 
school, so I am very happy now. ( 118 words) 
ポストテスト 
  I have some reasons why I chose Kogane High School. 
  First, Kogane High School is located near my house.  It is easy for me to come to Kogane 
High School by bicycle. 
  Second, this school is famous for events.  For example, a school festival, a field day, a 
chorus festival, a ball game day.  We are able to enjoy our school life through these events. 
And I thought I want to join these events. 
  Third, I want to go to university.  I want to study hard in Kogane High School to pass the 
exam.  When I saw the lessons at open school last summer, I thought the lessons are very 
interesting.    

Now I have a lot of friends in Kogane High School and I enjoy school life. I thought that 
Kogane High School is a very good school before I entered.  I know I was right. 
  In conclusion, I chose Kogane High School for these reasons.(156 words) 

表７ 
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まとまりがあり，特にパラグラフ内の話題に一貫性があるライティングになっている印象があ

った。また，第１回目のライティングではトピック・センテンス，サポーティング・センテン

スなどのパラグラフ構成が曖昧であったものが，第２回目でははっきりとした構成で書けたも

のも幾つか見られた。 

生徒作文例２で見てみると，構成面において，第１回目のライティングでは第１パラグラフ

で主張とその理由が述べられているが，第２パラグラフにおいては，「By the way」で始まり，

話題にぶれが生じている。しかし第２回目においては，トピック・センテンスである「I would 

like to go to America.」を各パラグラフが具体例を挙げながらトピック・センテンスをサポー

トできているので，一貫した主張が表現されている。 

 

（生徒作文例２） 

 
第１回目 （タイトル）Who would you like to see if you have a chance?  

I would like to see Ramses Ⅱ if I have a chance.  Because I am studying history of 
Egypt now and I am interested in it.  I want to hear why are there four his statues and I 
also want to hear why built temples on the Nile River. 

By the way, Ramses Ⅱsaid, “the water got higher and higher.”  Now environment is 
worse than before.  So I want to talk with Ramses Ⅱabout environmental problems.  
For example, what should we do in the future, and we must solve the problems with all 
over the world.  So I would like to see Ramses Ⅱ. (102 words) 
 

第２回目 （タイトル） Where would you like to go if you have enough time and money? 
I would like to go to America. I have some reasons. 
First, because I would like to see the Major Leagues.  The Major Leagues is one of 

the most popular sports in America.  I think it is more popular than Japanese one.  I 
have played baseball for six years.  So I am interested in baseball.   Although 
Japanese baseball is the strongest all over the world now, the Major Leagues have wide 
run and you will get Ichiro’s laser beam! 

Second, I want to try hitchhike.  I read Lesson 2.  Hoshino Michio gave me interest.  
I also want to do experience like Hoshino Michio. 

In conclusion, I want to go to America if I have enough time and money. (133 words) 
 

  

   更に第３回目のスクリプト・ライティングでは，第１回目と比較し Content について 0.1 ポ

イント，Organization について 0.4 ポイント，Grammar について 0.1 ポイントの上昇が見ら

れた。（表７） 

   生徒作品例３は生徒作品例２を書いた生徒の第３回目のライティングである。論題について

自分が賛成か反対かの立場を明らかにして，その理由を述べる論証文タイプの原稿であるが，

３つの理由を明確に述べながら，自分が論題について反対の立場であることを明確に述べるこ

とができている。また，３つのサポーティング・センテンスで反対である理由を述べているが，

それらについて更に具体例を挙げ，詳しく説明を加えることで，反対である３つの理由をしっ

かりとサポートできている。この例に見られるように，回数を追うごとにスクリプトがしっか

りとした構成となり，サポーティング・センテンスの数が増え，またその内容に深みを増して

きたものが多く見られた。以上のことがポイントの上昇の理由であると考えられる。 
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（生徒作品例３） 

 

7.2.2 パフォーマンスの評価の変化 

第１回目と第３回目を比較すると，Facial Expression については，第１回目は 2.6 ポイント，  

第２回目は 2.7 ポイントと 0.1 ポイントの上昇，Eye Contact については，第１回目は 2.5 ポイ 

ント，第 3 回目は 3.0 ポイントと 0.5 ポイントの上昇，Pronunciation については，第１回目は

2.1 ポイント，第 3 回目 2.3 ポイントと 0.2 ポイント

の上昇，Fluency については，第１回目は 2.3 ポイン

ト，第３回目については，2.6 ポイントと 0.3 ポイン

トの上昇が見られた。   

３回のプレゼンテーションを通して，４つの項目

全てについて上昇が見られたのは，回を追うごとに

スクリプトの暗記が完了している生徒の数が明らか

に増えていったことが大きな要因の一つと考えられ

る。また，３回目終了後に実施したアンケートの中

で「自分の原稿を他の人に聞いてもらうので，発音

に気をつけるようになった」「自分の意見が伝わるよ

うにスラスラ発表できるよう練習した」などの感想が見られた。聞き手に自分の言いたい内容

がわかりやすく伝わるように気を配る姿勢が養われたことや，クラスメートのプレゼンテーシ

ョンを実際に多く見ることなどが，それぞれのスキルを向上させようという動機づけになった

ように思われる。 

7.3 英検 Can-do リスト調査 

7.3.1 英検 Can-Do リスト調査を利用した達成感の変化 

  ３回のスクリプト・ライティング及びプレゼンテーションの指導前（平成 22 年４月），指導

後（平成 22 年 10 月）に実施し,自己評価の推移を調査した。英語を使用し，自分の言いたいこ

とについて書いたり話したりする際，得意である・自信があると感じる度合いを調査した。｢５｣

に近いほど得意である・自信がある，「１」に近いほど得意でない・自信がないことを示す。な

お数値はクラス平均値である。 

 

 
第３回目 （タイトル）English should be taught as a subject from primary school. 
    I don’t think English should be taught as a subject from primary school.  There are 
some reasons. 

    First, I think that young children can’t use Japanese well.  Maybe the children who 
can’t use Japanese well can’t understand English.  I have a friend who started studying 
English since early childhood, but he doesn’t acquired it yet.  So I think it is too young 
for them to study. 

Second, they should study math and Japanese to get enough knowledge. The 
academic ability of Japanese students is falling now.  Because schools have less school 
lessons in recent years.  If we keep present situation, more and more people’s  
academic ability will fall. 

    Third, we should know good points of Japan.  I think the Japanese history and 
culture are very attractive. To get along with people in all over the world, it is important 
to know our country. 

   For these reasons, I don’t think English should be taught as a subject from primary 
school. (159 words) 
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表９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  統制群は「自分の夢や希望について話すことができる」「自分の将来の夢や希望について文を

書くことができる」の２つの項目については平均値の上昇が見られたが，それ以外については

減少傾向にある。それに対して実験群は全ての項目において平均値は上昇する結果となった。

特に「物事の「好き」「嫌い」とその理由を簡単に述べることができる」「物事の「好き」「嫌い」

とその理由を書くことができる」の２つの項目においては，他の３項目の値の上昇が微増であ

るのに対し，大きく上昇した。このことは今回の自己表現活動が Persuasive Speech を目標に，

自分がなぜそう思うのかという理由を明確に述べる練習としてスクリプト・ライティングとプ

レゼンテーション活動のトレーニングを重ねた結果，生徒の自信・達成感につながったと言え

る。 

7.4 アンケート調査 

  スクリプト・ライティング及びプレゼンテーション活動の指導前後にアンケート調査を実施

し，意識調査を行った。 

 

表 10 ライティング活動は好きですか     表 11 プレゼンテーション活動は好きですか 

 

4

20

13

45

23

12

1

0
5

10
15
20
25

指導前

指導後

7 8

19

78

15 14

4

0
5

10
15
20
25

指導前

指導後

① 物事の「好き」「嫌い」とその理由を簡単に述べることができる。 

 実験群 統制群 

実施前 3.44 2.95 

実施後 3.86 2.85 

増減 0.42 △0.1 

 

② 物事の「好き」「嫌い」とその理由を書くことができる。 

 実験群 統制群 

実施前 3.07 3.17 

実施後 3.80 3.10 

増減 0.73 △0.07 

 
③興味・関心のあることについて自分の考えを述べることができる。 

 実験群 統制群 

実施前 3.12 2.93 

実施後 3.14 2.90 

増減 0.02 △0.03 

 

④ 自分の将来の夢や希望について話すことができる。 

 実験群 統制群 

実施前 2.90 2.93 

実施後 2.95 2.98 

増減 0.05 0.05 

 
⑤ 自分の将来の夢や希望について文を書くことができる。   

 実験群 統制群 

実施前 2.93 2.85 

実施後 2.99 2.87 

増減 0.06 0.02 
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  表 10・11 に見られるように，ライティング活動・プレゼンテーション活動に対する意識は指

導前から指導後の方が「好き」と回答している人数が増加している。 

  また，表 12・13 は活動を通して自分の言いたいことを表現する力がついたと思うか・英語

学習に対する意欲が上がったかどうかという質問に対する回答結果を示したものである。「思う」

「どちらかというと思う」を合わせると，肯定的な感想を持った生徒が「思わない」という否

定的な感想を持った生徒をそれぞれ大きく上回る結果となっている。表 14 に関しては今回行っ

た活動が実際に学んだ英語を使用する機会として重要だと思うかという質問に対する回答結果

であるが，ほぼ全ての生徒が重要であると回答し，支持された。 

 

表 12 ライティング・プレゼンテーション活動を通して自分の言いたいことを表現する力がついたと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 13 ライティング・プレゼンテーション活動をすることで，英語学習に対する意欲は上がりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14 ライティング・プレゼンテーション活動は学習した語彙・語法・知識を使用する機会として重要だと思い 

ますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自由記述） 

・前よりも長い英文を書く力・自分の言いたいことが言えるよ

うな力が付いてきたと思う。 

・みんなの前で発表するのは苦手だったけど，クラス全員の前

でスピーチをするので，人前で自分の意見を言うことが得意に

なってきた。 

（自由記述） 

・社会に出た時、外国での活動を行う仕事に就いた時など、英

語を話すときに自信が出る。 

・英語を使用する機会の予行練習としていいと思った。もっと

英語を勉強したいと思った。 

・もっと上手に文を構成できるようになりたい。 

 

(自由記述) 

・学んだ英語を実際に活用することで英語の力がつくから。 

・自分の今まで使ったことのない文の使い方がわかる。授業で

覚えた文法を活かすことができる。 

・他の人の発表を聞くことでリスニング力が up していると思

う。ライティング力やリーディング力も up していると思うの

で英語のライティングとスピーチは役に立っていると思う。 
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8 結論 

仮説１ プレゼンテーションを目標に学習すれば，英語学習全般に対する意欲が向上する 

であろう  

  Can-do ステイトメント調査及び質問紙調査による意欲の変化の結果から，生徒の主観的な意

識は意欲的に変化したと考えられるが，それだけでなく，語彙・文法・リスニング力及びライ

ティングテストのプリ・ポストテストの結果から英語学習に積極的に取り組んだ成果としての

ポイントの上昇という客観的なデータを確認することができた。またスピーチのスクリプト及

びパフォーマンスの変化からも各活動に対し積極的な姿勢が養われたととらえることができる。

研究仮説１は支持されたと考える。 

仮説２ プレゼンテーションを目標に学習すれば，説得力のあるライティングができるよ 

うになるであろう  

 ライティングのプリ・ポストテストの結果及び３回のライティングのスクリプトの変遷から， 

 パラグラフ構成やサポーティング・センテンスに気をつけることで，自分の意見をわかりやす

く表現することができるようになっている様子が窺える。研究仮説２は支持されたと考える。

生徒は自分の意見をクラスメートに聴いてもらうためにスクリプトを書いた。どのように書け

ば，プレゼンテーションの際に聴衆に理解してもらえるか，ということを意識しながらライテ

ィングをしたことが，それぞれの検証結果に影響したように感じる。しかしながら，発表者の

意見を聞いた後で聴衆がそれをどう受け取ったか，どのような感想をもったのかという詳細な

調査については実施していないので，仮説２の説得力のあるライティングができているかどう

かについては，さらに研究を深める必要があると感じた。 

本研究を終え，授業の中で学ぶ英語のインプットに見合ったアウトプットの機会を設けるこ

とで生徒が英語学習に対し更に積極的な姿勢を持つ姿を目の当たりにし，その重要性を痛感し

た。しかしながら実際に生徒１人１人がプレゼンテーションを行うための時間を確保していく

ことの難しさを感じたことも事実である。今後も更に研究を重ね，生徒が英語を使用する機会

を持つことのできる授業展開を工夫していきたい。 
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