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Ⅰ．あいさつ

－省略－

Ⅱ．研究経過

－省略－

Ⅲ．Teacher Talk (4)

（１）本年度の研究に至る過程

－省略－

（２）本年度の研究過程

本年度は について４年目の研究を迎えた。前年度までに出された「Teacher Talk Teacher Talk

は な授業につながるのではないか？」という疑問に答えるために、Teachercentered Teacher

Talk Student Talkと の使用割合の先行研究との比較で量的分析を行った。

同時に昨年度行った の中に現れる生徒の未習語いの調査をさらに進めた。Teacher Talk

（３） と授業分析Teacher Talk

①分析を行った授業

今回分析をまとめた授業は以下のとおりである。指導案は15ページ－省略－、未習語いリ

ストは234ページを参照されたい。

授業の時期 授業形態及び主な言語活動／学校／授業者（授業の公開）

１ 1993.11.5 の疑問文を使ったWhat Group Work

１年２学期

墨田区立錦糸中学校 石井 亨

（関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会）

２ 1993.11.5 現在進行形を含むスキットの練習

１年２学期

墨田区立両国中学校 杉本 薫

（関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会）

３ 1995.2.20 形容詞の最上級 原級 を使った〈 〉the most + Pair Work

２年３学期

足立区立第三中学校 三浦 邦彦

（東京都中学校英語教育研究会研究部研究発表会）

②分析の方法

『平成２年度 英語の表現力を高める指導法の研究』（東京都立教育研究所）を参考に、

授業のビデオ録画を再生しながら次の発話数をカウントした。

a.教師の日本語の発話数

b.教師の英語の発話数

c.教師の総発話数 （a.教師の日本語の発話数）＋（b.教師の英語の発話数）
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d.生徒の日本語の発話数

e.生徒の英語の発話数

f.生徒の総発話数 （d.生徒の日本語の発話数）＋（e.生徒の英語の発話数）

g.日本語の総発話数 （a.教師の日本語の発話数）＋（d.生徒の日本語の発話数）

h.英語の総発話数 （b.教師の英語の発話数） ＋（e.生徒の英語の発話数）

なお、上記先行研究を選択した理由として、研究部に所属する２名（北原、日薹）が上記

都研の調査委員として授業分析に参加したことと、発話分析表にその授業のカテゴリー分析

の結果が掲載されており、今回の中英研の分析結果と比較しやすいことによる。

【資料】先行研究（都研）の概要

抄 録

英語における表現( )は「話すこと」( )の技能productive skills speaking

と「書くこと」( )の技能である。本研究は表現力を高める指導法writing

についての２年間の継続研究であるが、平成２年度は中・高一貫した

「話すこと」の指導の創意・工夫に関する研究を行った。文献研究では

「話すこと」に関する内外の先行研究や実践報告書を収集し、分析・検

討を加えて授業研究と実践に生かした。授業実践のための事前研究では

中学・高校14校の生徒の「話すこと」の実態調査の結果を踏まえて効果

的な言語材料の開発と工夫・改善、教具の考案、OV・AV機器の活用等に

ついて充分検討した。13回の授業実践の考察と教師・生徒の発話分析の

結果から生徒の「話すこと」の技能を高めるためには言語相互作用を多

様な授業展開の中で促進することである。言語相互作用の機会は ora l

introduction pair workにおける質疑応答、 における対話文を用いたやり取

り、 を用いた 、英語による自己表現と短いスピーチ等が有skit role play

効な学習形態であることが実証できた。さらに「 話すこと」の技能を

伸長させるためには、他の技能として「書くこと」と「聞くこと」の技

能が関連性が極めて高いことを再確認した。「書くこと」の技能との関

わりとしては、 と の対話文を用いたやり取り、 をpair work role play skit

用いた 、英語による自己表現と短いスピーチ等が有効な学習形role play

態であることが実証できた。さらに「 話すこと」の技能を伸長させる

ためには、他の技能として「書くこと」と「聞くこと」の技能が関連性

が極めて高いことを再確認した。「書くこと」の技能との関わりとして

は、 と の対話文や自己表現のためのスピーチ原稿の作pair work role play

成が「話すこと」の活動の基盤となる。「聞くこと」の技能は話せる内

容への応答を促すうえで「話すこと」の技能の育成に不可欠である。

『平成２年度 英語の表現力を高める指導法の研究』

（都立教育研究所）p.2 より
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③分析結果の表とグラフ 東京都立教育研究所「平成２年度英語の表現力を高める指導法の

学校／授業 「英語の表現力を高める指導法の研究」平成２年度

項目 Ａ中学 Ｂ中学 Ｃ中学 Ｄ中学 Ｅ中学

教師の総発話数 453 874 669 707 97978.6 69.6 66.8 56.4

教師の日本語の発話数 166 419 465 562 19528.8 33.4 46.5 44.9

日本語の総発話数 172 504 501 661 21429.9 40.2 50 52.8

生徒の日本語の発話数 6 85 36 99 191 6.8 3.6 7.9

生徒の総発話数 123 381 332 546 40221.4 30.4 33.2 43.6

生徒の英語の総発話数 117 296 296 454 38320.3 23.6 29.6 36.2

英語の総発話数 404 751 500 592 116770.1 59.8 50 47.2

教師の英語の発話数 287 455 204 138 78449.8 36.3 20.4 11

総 計 576 1255 1001 1253 1381
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研究」の発話分析データに、今回分析を行った３授業のデータを収録した。

注：表の中の数字は各項目における と発話数

総発話数 総 に対する割合(%)( 計) である。

なお、都立教育研究所の分析の中の「Ｅ

中学校２学年」「Ｇ中学校３学年」の授

業者は、それぞれ本研究部所属の北原、

日薹である。

都立教育研究所より 今回分析した授業

Ｆ中学 Ｇ中学 Ｈ中学 ①石井 ②杉本 ③三浦

70.9 78 73.6 68.5 39.6 70 651141 1007 641 209 826 783

14.1 49.2 4.7 5.7 0 6.6 2.2720 64 53 0 78 26

15.5 55.9 6.7 11.3 0 6.9 2.3818 91 106 0 81 28

1.4 6.7 2 5.7 0 0.3 0.298 27 53 0 3 2

29.1 22 26.4 31.5 60.4 30 35322 361 295 319 354 422

27.7 15.3 24.4 25.9 60.4 29.7 34.9224 334 242 319 351 420

84.5 44.1 89.7 88.7 100 93.1 97.7645 1227 830 528 1099 1177

56.8 28.8 68.9 62.8 39.6 63.4 62.8421 943 588 209 748 757

1463 1368 936 528 1180 1205
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④分析にあたって留意したこと

授業１～３（石井、杉本、三浦）の分析については次の点に留意した。

a.次の発話内容はカウントした。

1.文・語（句）のリピート

2.個々の生徒の発話

3.クラス全体の発話

4.Good. Excellent.などの１語のほめ言葉

5.あいさつ

b.次の発話内容はカウントしなかった。

1.Bingo!の声

2.O.K. All right.などの授業者の口癖

3.生徒の呼名

4.歌

c.授業の発話の量的分析を行う際に、上記の分析表は、一斉授業を分析するには適している

と思われる。しかしペアワーク、グループワーク中の生徒同士の発話すべてを記録するの

は不可能なため、今回は代表的なペアの発話のみを記録・分析した。

d.記録ビデオの録音音声の関係で、机間指導中個々の生徒に対して行った教師の小さな声で

の発話は拾いきれていないものがある。

⑤今回の調査における についての分析Teacher Talk

③の表とグラフから次のことが読みとれる。

a.この都研の研究は生徒の発話を増やす研究であるので、ここに現れた生徒の発話数は通常

の授業より高い割合になっている。にもかかわらず教師の発話が総発話数の70％前後とい

う結果からみると、 の総発話数に占める割合は高くても30％前後であることがStudent Talk

わかる。

In a teacherfronted classroom teacher talk takes up on average more than

twothirds of classroom talk.

 Analyzing Teaching Behaviour  Flanders 1970

Studies conducted on classroom interaction have shown that student talk

accounts for an average of less than 30 percent of talk in teacherfronted

classrooms.

Introducing Classroom Interaction  p.81 Amy B. & M. Tsui 1995

Teacher Talk を意識して行った本研究の石井、三浦の授業における生徒の発話数は60％、35

％と高率の結果となっている。したがって、 は を少なくする、というTeacher Talk Student Talk

指摘は正しくない。 を工夫することで授業に対する を高め、Teacher Talk student involvement

Student Talk を増加させるきっかけとなるのである。

b.授業１（石井）の授業で生徒の発話数が教師の発話数を上回っているのは、ペアワーク、

グループワークの の学習形態を多用しているためである。都研の研究の中のＥsmall group

中学、Ｇ中学、Ｈ中学で教師の発話が他の中学より少なく生徒の発話が多いのも同じ理由
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による。したがって生徒の発話数を確保するという観点からは生徒のスピーチ、ペアワー

ク、グループワークなどの小集団による活動が不可欠である。

c.授業１(石井)、授業２(杉本)、授業３(三浦)のグラフに見られるように、教師の日本語に

よる発話数が減少したことは、特に の「語いと英語教育(16)」 「生徒を動かす Teacher Talk

と学習形態」の成果である。

（４） と未習語いTeacher Talk

①本年度の研究

授業１(石井)、授業２(杉本)、授業３(三浦)の３授業における未習語についての分析

及び考察（ここで言う未習語とは、その授業の時点においてまだ教科書に現れていない

語を指す。）

(1)未習語総数

授業１(石井)… 120語 授業２(杉本)… 52語 授業３(三浦)… 142語

(2)「文部省学習指導要領第２章第９節外国語（英語）別表２」以外の語

授業１(石井)… 60語 授業２(杉本)… 32語 授業３(三浦)… 137語

(3)外来語としてカウントできる語

（『コンサイス カタカナ語辞典』を基準にした）

授業１(石井)… 78語 授業２(杉本)… 33語 授業３(三浦)… 93語

それぞれの授業の時期は、石井・杉本…１年生２学期、三浦…２年生３学期であるが、３

授業とも相当数の未習語を授業で使っている。それにもかかわらず、生徒が教師の指示を聞

いて反応しているということは、継続的に教師がそれらの語を使用して授業を行っているた

めであると考えられる。たとえ未習語が含まれていても、授業の度に Teacher Talk を用い

ることによって、生徒の receptive vocabulary を増やすことができる。更に、意識的に T

eacher Talk を使用することによって productive vocabulary まで高めることも可能である。

Teacher Talk は必ず状況設定のある中で行われるために、未習語があったとしても継続して

用いていれば、生徒への定着度は高いと考えられる。

外来語については、３授業とも未習語総数の半数以上を占めている。普段、生徒はかなり

の数の外来語に接していると考えられるので、教科書に現れない語でも積極的に活用して語

いを増やすことに役立てることができると考えられる。

②未習語いのリスト （ ）内の数字は各授業における使用頻度数を表す。

授業１（石井）

about (10) accent (1) again (10) ah (2)

along (1) answer (7) ask (25) attention (3)

because (1) beg (4) best (1) blackboard (3)

bus (2) before (1) bonus (1) can (17)

circle (2) check (3) cloudy (1) congratulations (2)

collect (2) correct (2) choose (2) course (2)

count (2) dictation (2) date (6) draw (1)

excuse (4) example (1) fifth (2) finish (3)
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first (3) guest (2) give (1) group (24)

guess (2) hear (1) hand (4) heart (1)

hit (1) highest (1) handout (11) how (20)

if (1) interview(11) lucky (1) leader (5)

last (2) more (7) memo (4) members (6)

must (4) nervous (6) November(5) number (5)

neighbour (1) next (17) nobody (2) or (29)

page (2) please (46) pair (20) point (1)

put (2) pay (3) paper (2) partner (4)

question (20) report (2) reporter(1) radio (7)

raise (4) repeat (15) right (24) ready (3)

sixth (2) score (1) sweet (1) spelling (2)

sure (5) should (9) something(4) sorry (6)

sing (3) start (5) sound (1) seat (1)

share (4) tell (1) theme (1) together (1)

test (2) top (1) use (1) wait (2)

want (71) weather (7) well (2) when (5)

wife (3) will (4) write (10) and so on (1)

a pair of (13) by the way(1) come on (1) how many (4)

have you got(1) have you finished(1) here we go(1) I see (1)

look at (23) sit down (2) stand up (7) so much for(1)

take it easy(1) take out (2) turn over (4) what you want(4)

授業２ （杉本）

anybody (1) anyone (3) anything (4) beauty (1)

blank (1) check (1) choose (4) easier (3)

exiting (27) file (2) fill (1) gonna (4)

got (1) hint (2) interesting(36) key (1)

list (1) mystery (19) only (2) original (2)

own (1) pairwork (1) part (1) partner (4)

pattern (1) point (6) put (1) skit (4)

smile (2) someone (2) something (1) special (2)

sticker (1) understand(1) try (1) video (2)

waiting (1) want (1) watch (5) winner (3)

without (2) writer (1) asas··· (1) here we go (2) I'll

(1) make (it easier)(2) one more (14) no one (1)

show me (2) shall we (1) what they are doing (1) you can do (1)

授業３（三浦）
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absent (3) Alien (1) ate (2) attacked (2)

bag (4) Batman (1) bell (1) best (4)

bit (3) blew (1) boiling (3) brick (20)

broke (1) built (2) care (1) carefully (6)

cat (1) CD (1) change (1) chimney (1)

choose (1) classic (5) clever (3) cloudy (1)

concrete (1) congratulations(2) correct (1) count (1)

course (1) damage (2) damaged (7) dictation (2)

dog (3) done (1) durable (10) easily (9)

European (1) excellent (12) exciting (9) exciting (1)

face to face(2) familiar (10) forgot (2) Frankenstein(1)

front (1) future (4) grade (1) guess (2)

guitar (3) hint (2) history (2) huffed (2)

Indiana Jones(1) instrument(4) jazz (5) Jurassic (5)

lazy (5) line (2) listening (2) loudly (1)

made (5) match (2) math (10) middle (3)

mistake (1) move (1) movie (8) movies (10)

musical (3) musician (1) nervous (1) nickname (1)

number (3) oink (2) oldest (3) oops (1)

opened (1) page (3) pair (2) pardon (2)

part (2) partner (1) pass (1) piano (2)

pig (20) player (1) points (4) practice (2)

present (1) raise (4) read (3) recently (1)

repeat (10) round (3) said (1) science (6)

seat (1) seen (1) sentence (3) sheet (3)

shower (1) situation (1) skit (1) sleepy (3)

social (1) song (1) south (1) squeals (1)

stars (12) storm (1) straw (17) strong (2)

stronger (4) strongest (3) subject (3) super (1)

surprised (1) syllable (1) test (2) textbook (9)

theme (1) thunder (1) tired (1) title (1)

Top Gun (4) trip (4) trumpet (1) types (1)

video (1) vocabulary (1) voice (1) watching (3)

weather (11) well (9) went (3) western (10)

win (1) wolf (12) wooden (17) wow (3)

youngest (3) yourself (1) E.T. (4)

（５）今後の課題

1992年度から始まった の研究も本年度で４年目を終わろうとしている。部員Teacher Talk
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ひとりひとりが過去４年間の研究で多くのことを学び、それを実践に生かしてきた。

その結果として、効果的な は を促すのに非常に有効であるというTeacher Talk Student Talk

実証を得た。そして、 の中でかなりの数の未習語が使われているが生徒は場面・Teacher Talk

文脈の中でその意味をとらえ、 として蓄積していることがわかってきた。receptive vocabulary

今後は に焦点を当て、Student Talk ① を阻害する言語的・文化的・外的要因とStudent Talk

それらを打破する方策の研究、②生徒の語いの定着、語い力形成の過程のデータによる実証

などに努めたい。

（６）資料 Teaching Plans

－省略－
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