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【研究の梗概】
実践的コミュニケーション能力の育成を図っていく指導の工夫を求められている英語科教育
において、コミュニケーションの基盤となる他者との間に多様な人間関係を築くことのできる
力を育てていくことが必要となる。そこでカウンセリングの考え方を活かした活動を授業に取
り入れることについて検討し、リレーションづくりにつながるショートエクササイズを具体的
に提案する。
【キーワード】
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島根県立松江教育センター教職員研修スタッフ
研修主事

Ⅰ

成 相 智 志

はじめに
平成１４年より施行された中学校学習指導要領外国語、および平成１５年より年次進行により

段階的に実施された高等学校学習指導要領外国語においては「実践的コミュニケーション能力」
の育成がキーワードとなっている。この「実践的コミュニケーション能力」について、高等学校
学習指導要領解説には次のような定義がなされ、より現実的な場面での言語使用が強く意識され
ている。
「実践的コミュニケーション能力」とは、外国語の音声や文字を使って、実際にコミュ
ニケーションを図ることができる能力である。すなわち、外国語を使って、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して、通じ合う能力である」『
（ 解
説』p.11）
また、平成１５年３月に文部科学省により示された『「英語が使える日本人」育成のための行
動計画』*1 では「今後のグローバル化の進展の中で「聞く」「話す」「読む」「書く」の総合的な
コミュニケーション能力を身につけることが一層重要になってきている」とし、「文法や語彙な
どについての知識を持っているというだけではなく、実際にコミュニケーションを目的として英
語を運用する能力が必要である。このため、英語の授業においては、文法訳読中心の指導や教員
の一方的な授業ではなく、英語をコミュニケーションの手段として使用する活動を積み重ね、こ
れを通して、語彙や文法などの習熟を図り、「聞く」「話す」「読む」「書く」のコミュニケーシ
ョン能力の育成を図っていく指導の工夫が必要である」と述べられている。この観点から英語の
授業は知識伝達型のものからコミュニケーション重視のものへという転換が図られているところ
である。
Ⅱ

研究の背景
近年、人の話をきちんと聞けない、自分の言いたいことが上手に表現できないなど、子どもた

ちのコミュニケーション能力が落ちてきているのではないかという声をよく聞くようになった。
人と人とが直接にコミュニケーションをしなくても快適に生活ができるような現代社会において
人間関係が希薄になり、お互いに傷つくことを恐れて直接気持ちや考えを伝え合うということが
少なくなってきているように思われる。このような状況の中、学校においてはコミュニケーショ

*1

文 部 科 学 省 ( 2003)

『「 英 語 が 使 え る 日 本 人 」 育 成 の た め の 行 動 計 画 』

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/15/03/030318a.htm （アクセス 2005 年 2 月 10 日）
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ン能力を育成することを目指したさまざまな教育活動が活発に展開されるようになってきてい
る。国語科の目標で新たに「伝え合う力」が取り上げられたのもその一つであろう。英語科にお
いても実践的なコミュニケーション能力の育成が重視されるようになり、従来の言語についての
知識や理解に重きを置いた教師主導の授業から、知識・理解をベースとしながらも、実際に英語
をコミュニケーションの手段として明確に位置づけた上で生徒に活発に英語を使わせながら習熟
させていく指導へと大きく変化してきている。教室では、言語の使用場面や働きを適宜取り上げ、
スピーチ活動、あるいはペアやグループによるコミュニケーション活動が以前に増して盛んに行
われるようになってきている。
しかし、使用場面や働きを設定して「コミュニケーション活動」として行われていながら、そ
こに本当のコミュニケーションが成立しているとは言い難いものになってしまっていることも多
いように思われる。ゲーム的な要素が入れられたりしていて、活動自体は楽しんでいるように見
える。しかし果たして話し手は本当に自分の言いたいことを伝えようとしているのか、聞き手は
相手の言うことに本当に耳を傾けようとしているのか疑問が残ることがある。
直接的な原因としては、活動自体が真のコミュニケーションと呼べる要素が少ないことがあげ
られるであろう。例えば現在完了形の表現を学んだところで、Have you ever been to ○○○？を
使ってできるだけ多くの生徒にインタビューして回ろうという活動を入れたとする。このような
活動は学習した表現に馴染ませていくドリル活動としては欠かせないものであろう。問題なのは
この種の活動をコミュニケーション活動として位置づけ、最初から与えられた表現を使って空欄
を埋めていくだけの活動で終わってしまうことである。当然これだけでは自分の考えを伝えたい、
相手の話すことを聞きたいという気持ちにはなれない。学習者自身が学習した表現も使いながら
実際にアウトプットしていくという次のステップを用意しておくことが大切になってくる。
もう一つ、コミュニケーションが成立しにくい根本的な原因として、生徒同士のリレーション
が十分に築かれていないことがあげられるのではないだろうか。お互いのことに関心が向けられ
気持ちが十分に通じ合うという状態が不十分のままでは、どんなに活発にやりとりをすることを
促そうとしても、相手に聞いてもらおう、また相手の言うことをしっかり聞こうとする気持ちは
わき上がってこない。声の大きさや調子、あるいは表情などにもあまり関心が向けられないまま
の対話になってしまう。これでは、コミュニケーションの技能は身につきにくいし、何よりも、
コミュニケーションの価値が実感されない。
ドリル的な活動の段階では、リレーションが十分
に築かれていなくても活動を行うこと自体は不可能
ではない。しかしコミュニケーション活動と言える
段階にまで進め、お互いの気持ちや考えなどを伝え

実践的コミュニケーション能力

リレーション

合うことができるようになるためにはまず第一にリ
レーションがその基盤としてできあがっているかど

図１【リレーションとコミュニケーション能力】

うかが大きく関わってくることになる。
コミュニケーション能力とは、一般的には「他者とのやりとりを通して自分の気持ちや考えな
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どを他者に伝え、また、他者の気持ちや考えなどを理解していく力」

*2

と言える。その基盤とな

るのは他者との間に多様な人間関係を築くことのできる力である。お互いの考えや気持ちを分か
ち合ってのコミュニケーションであり、それが実感されるようになれば言葉で言い表し、伝え合
おうとする心が働いていくと考える。この基盤ができあがれば授業で実施する英語によるコミュ
ニケーション活動がよりスムーズに行われるようになっていくであろう。互いに学び合い、互い
に理解し合える場ができあがっていけば自己肯定感、自己効力感

*3

も高まり、自らの力で「実践

的コミュニケーション能力」を伸ばしていくことになっていくと考える。
したがって英語の授業で行うコミュニケーション活動をより学習効果を高めるものにするため
には、伝えたいことを安心して表現でき、また相手の言うことをしっかり受け止めたり、伝えた
いことがしっかり相手に受け止められるようなリレーションづくりを目指していくことがますま
す重要になってきていると考える。
Ⅲ

研究の目的
前章で、英語の授業の中でも意図的にリレーションづくりを行っていくことが重要であるとい

うことを述べた。では、どのようにリレーションづくりを行っていったらよいのであろうか。
コミュニケーションの基盤となるリレーションづくりをしていく手だてとして、ここではカウ
ンセリングの考え方を取り入れた諸手法を英語の授業でも積極的に活用してみることを提案した
い。望ましい学級づくり、リレーションづくりをするために、学校ではカウンセリングの手法を
取り入れた構成的グループエンカウンター、ソーシャルスキル・トレーニング、アサーション・
トレーニング、ピアサポート、ロールプレイング等いろいろなプログラムが実施されている*4。
これらは子どものコミュニケーション能力を積極的に育成していこうという意図も含んで実施さ
れるものであり、教育活動によく取り入れられているようになってきている。
授業の中でカウンセリングの考え方を活かした活動をすることによって、自己理解、他者理解、
自己開示が促進され、自尊感情が高まり、良好な関係が築かれていくなどの効果が期待できる。
上にあげた手法の中で特に構成的グループエンカウンターは多く行われるようになってきてい
る。國分*5 はその特徴として、①グループ体験を通して、グループ内の人間関係づくりを促進す
る、②グループエンカウンターには対人関係ゲーム的要素があるために参加者は楽しく、リラッ
クスした雰囲気の中でグループメンバーと関わりを持つことができる、そして③グループワーク
を通して特に意識することなくコミュニケーションの形を学ぶことができる、という３点をあげ
ている。構成的グループエンカウンターをはじめとするこれらの手法による活動の中に共通して
いることとして、人と関わる、自分を大切にする、相手を大切にする、互いに認め合う、心を解

*2 園田雅代(2003) 「今、子どもに必要なコミュニケーション力」とは」
『児童心理』第 57 巻 15 号

金子書房 p.4

*3 自己効力感とは「自分がある具体的な状況において、適切な行動を成功裡に遂行できるという予測、および確
信」と説明される。(國分康孝（編）(1990)

『カウンセリング辞典』

誠信書房）

*4 それぞれの手法については『児童心理』第 57 巻 15 号に手順等も含めて簡潔に説明されている。参照されたい。
*5 國分康孝（編）(1992)

『構成的グループ・エンカウンター』
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誠信書房

放させる、などがあげられる。さらにメッセージの伝達が中心であること、活動そのものが生徒
を惹きつけ、得られる情報が子どもたちにとって興味深いものであること、といった要素も持っ
ている。
実践的コミュニケーション能力の育成を目指す英語の授業でもこれらの手法を参考にしながら
積極的にリレーションづくりをしていくことが望まれる。使い慣れた日本語ではなく英語を使っ
てやり取りをさせるからこそ集中して対話しようとする姿勢が期待でき、その結果、自己を開示
し、自分の考えなどを伝え合うことに対する抵抗が小さくなるといったメリットもあるのではな
いかと考える。そこで本稿では、リレーションづくりを目指した英語の授業でも実施できる活動
を検討してみたい。
まずリレーションづくりにつながるカウンセリングの考え方を活かしたエクササイズとはどん
なものかを簡単にまとめ、実施するにあたって考慮すべきことについて触れた上で、具体的な活
動例を示すことにする。活動例については、今回は特に構成的グループエンカウンターで行われ
ているエクササイズを参考にしながら、英語の授業で使えるようなものにアレンジしたり、ある
いはこれまで英語の授業でよく行われてきたような活動を改めてカウンセリングの視点から捉
え、リレーションづくりを第一義とする活動に仕立て直してみたものを提案する。非常に多様な
活動が考えられるが、ここでは英語の熟達度に大きく依存しないどのレベルでも実施可能なもの、
比較的短時間で実施できるもの、準備に時間を要しないもの、特定の言語材料の習熟を目的とし
ないもの、手軽にどの場面でも実施できるもの、という条件に合致していると考えられるものに
限ってまとめてみることにする。
Ⅳ

英語を活かしたリレーションづくり
１ リレーションづくりにつながるカウンセリングを活かした授業
カウンセリングを活かした授業とは、一言で言えば対話のある授業と言うことになる。つまり

一方的に教えるのではなく、生徒同士、あるいは教師と生徒が考えや感情や体験を交換し合う機
会がある授業であり、その主なねらいはリレーションづくりにある。リレーションとは、「複数
の人間の間に感情交流か役割関係のいずれかあるいは両方が存在する場合」*6 と定義される。リ
レーションがあると自分の気持ちや考えを表現することに対する抵抗が小さくなるので、受け身
的学習から能動的学習に移行する。これが学習効果を高め、実践的コミュニケーション能力を伸
ばしていくことにつながっていく。
もう一つ別の観点から言えば、カウンセリングを活かした授業とは生徒の行動に具体的な行動
の変化、意識の変化を期待して行う授業と言うこともできる。カウンセリングとは「言語的およ
び非言語的コミュニケーションを通して、相手の行動の変容を試みる人間関係」

*7

である。した

がって、カウンセリングを活かした授業では単なるレクレーションと違って、楽しかった、気分
が晴れた、あたたかい感じがした、というだけでは不十分である。これらのことも大切な要素で

*6 國分康孝（編）(1990)
*7 國分康孝(1980)

『カウンセリング辞典』

『カウンセリングの理論』

誠信書房

誠信書房
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p.5

あるが、その結果として、具体的な行動変容が起こらねばならないのである。つまりエクササイ
ズを通して、相手の言うことに熱心に耳を傾けるようになった、相手の良い面が感じられるよう
になった、自分の言うことが相手に聞いてもらえるという実感が持てるようになった、あるいは
自分の考えなどを以前より楽に言えるようになった、などと生徒が感じられるようになっていく
ことが大切である。
２ リレーションづくりにつながる活動に必要な要素および留意事項
次章でリレーションづくりにつながるエクササイズをまとめていくこととするが、ここでカウ
ンセリングの考え方を活かした活動に必要な要素や留意しておきたいことについていくつか述べ
てみたい。
（１）対話があり、相互の協力関係があること
リレーションづくりにつながるエクササイズを考えるにあたってまず基本となるのは対話があ
ることである。お互いが向き合って何らかの形で意味の伝え合いのあるエクササイズをつくるこ
とが必要である。この「対話」は必ずしも言葉を使ってのみ行われるものではない。言葉だけで
伝わる割合は１割にも満たないという実験結果も出ている*8。教室内で使用する言語（英語）は
たとえわずかであっても生徒同士のやりとりが活発に行われるようなエクササイズが求められ
る。またお互いが協力し合う必要が自然に出てくるような活動であることも大切な要素である。
（２）一人ひとりに役割を持たせ、全員が活動に積極的に加わるようにすること
リレーションとは、感情交流があるか、または役割関係のいずれか、あるいは両方があること
である。エクササイズを考えるにあたっては、無味乾燥なものではなく、楽しい、難しい、それ
ぞれ違うなあ、嬉しい、など自然に感情の交流が持てるようなものにしたい。また、それぞれの
エクササイズの中でそれぞれが明確な役割を持つようにしておくことも必要である。どんな小さ
な役割であっても、遂行できれば自己効力感が伸びていく。実行力を実感できるようになれば、
その後の学習の推移に大きな違いを生むと考えられている。
グループやペアを次々と変えていくことも大切である。これによって心理的な抵抗を小さくし
ていくだけでなく、自己理解、他者理解、感受性が促進される。
（３）多様性を大切にし、失敗することへの不安を少なくしていくように構成すること
人前で話すことに抵抗を感じる生徒は多い。失敗したり人と違っていることを極度に恐れ、あ
まり口を開こうとしない生徒もいる。失敗しても大丈夫、考え方や感じ方は人によっていろいろ
であるという思いを教室内に根付かせていくことが大切である。活動に大きな抵抗を感じる中で
は望ましいリレーションづくりは期待できない。生徒の状況をみながらより抵抗の小さい条件設

*8 佐藤綾子（１９９５）
「ノン・バーバル（非言語）表現を豊かにする」
『児童心理』第 49 巻 16 号
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定をしたものである必要がある。カウンセリングの側面から言うと、シェイピング

*9

の技法を取

り入れるということである。また、それぞれが違う考えや思いを持っていることを大切にしよう
とする姿勢が不可欠である。多様性があることがコミュニケーションの成立条件である。
エクササイズの中には英語をかなり使わなければならないものもあり、当然生徒が用いる英語
には誤りが多く出てくることが予想される。活動を行う際には英語の使用に誤りがあっても即座
に訂正するようなことはしないという割り切りも指導者には必要であろう。
カウンセリングでは何が正しくて何が誤っているかという判断はしない。それをしてしまうと
とたんに子どもは口を閉ざしてしまうことになりかねない。安心して何でも表現できる雰囲気が
ある中で達成感を味わわせ、集団の中で学ぶ有効な経験を深めていくことが大切であろう。
（４）エクササイズのあとには短時間でもシェアリングの時間を持つこと
シェアリングとは学んだことや考えたこと、感じたことなどをフィードバックして分かち合う
ことである。エクササイズをやりっぱなしで終わってしまうと、ただ楽しかったという気持ちだ
けで終わったり、また、こうすれば良かった、ああ言えば良かった、難しかった、抵抗を感じた、
嬉しかった、ショックだった、といったようなそれぞれが感じた気持ちの処理ができないままに
なってしまったり、せっかく得られた気づきが分かち合えずに終わってしまうことになる。お互
いに感じたことや感想を述べ合ったりする時間を持ち、それをお互いが共有することで生徒同士
のリレーションが形成されてゆくことになる。短時間でも振り返りの時間を持つことが大切であ
る。
エクササイズを行った結果、それぞれに気づきが生まれ、それを共有することで具体的な行動
変容につながっていく。じっくり聞いてもらえて嬉しかった、言いたいことが言えないもどかし
さを感じた、何とか英語で相手に伝えたいという気持ちになった、同じ言葉でもみな感じ方が違
うんだなあと実感した、などいろいろな感想が出てくるであろう。そこから例えば、少し自分の
気持ちが楽に表現できるようになった、いろんな人と話をしてみよう、人の話はしっかり耳を傾
けて聞こう、といった意識の変化が期待できるのである。マイナスの感情や気づきも取り上げる
ようにしたい。これが自由に語れる安心感を生むからである。
シェアリングはペアで行う、グループで行う、そして全体で行うという３つの形が通常考えら
れる。グループで行う場合はリーダーを決めておく方が良い。また全体で行う時は、抵抗感が大
きいのでまずペアでシェアリングをしてからにするなどした方が良い。振り返り用紙を使って個
別に２〜３行程度で感想を書き、その内容は別の機会に何らかの形で全体に返していくといった
方法も考えられるだろう。
（５）リレーションづくりを第一義とすること
エクササイズを行っていくためには、そのねらいを明確にしておく必要がある。この際、リレ
ーションづくりをねらいながら同時に英語の習熟を目指すことができれば理想的であるが、これ

*9 行動カウンセリングの用語。ある作業を小分けにして、やさしいことから順繰りに学習をさせる方法
康孝（１９９７）『子どもの心を育てるカウンセリング』
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学事出版）

（國部

はなかなか難しいことである。英語を正しく使うことに意識がどうしても向いてしまう可能性が
高いからである。英語を正しく用いなければならないという気持ちが実は円滑なコミュニケーシ
ョンを阻害してしまう要素になってしまう。ここで提案するようなショートエクササイズを行う
にあたっては、知的な能力を伸ばすために行うものではなく、リレーションづくりに役立てば良
いと割り切ることが大切である。
（６）心的外傷を防ぐための配慮をすること
例えばグループをつくる時に取り残される子どもがいたり、身体接触を伴うことに大きな抵抗
感を感じる子どもが出てくる可能性がある。あらかじめ起こりうることを予測して事前に対応の
仕方などを考えておくことが必要である。また授業の流れの中で難しいことかも知れないが、無
理に活動に入るように強要しないようにしたい。活動の中に入りにくい場合は、例えば得点を記
入する、ワークシートを配布する、時間を計るなどアシスタントとしての役割を与えるようにす
る。

ただし、何となくやりたくないとか、恥ずかしいからいやだ、などという理由であれば、

逆に積極的に参加させるように促すことが大切である。このような生徒にこそエクササイズを通
して恥ずかしさを克服して人と積極的に関わる態度を身につけて欲しいからである。
（７）なるべくくだけた雰囲気をつくること
机をわきにやって円形になるとか、自由に動き回る、上着を脱ぐなどほんのちょっとした非日
常性を教室に持ち込むと、生徒の自己開示も促進される。体を動かしたり軽い身体接触を伴うも
のは生徒をリラックスさせる。また活動中はＢＧＭを流しておくと効果がある。自己開示への抵
抗感や英語を使用する負担感をいかに低くしていくかが活動の成否をにぎる。
グループ対抗戦にするなど、ゲーム的な要素を取り入れていくことも有効である。しかしこの
場合、ゲームで得点を競い合うことばかりに意識が集中しないように気をつける必要がある。ポ
イントを得ることが目的になってしまってはならない。

Ⅴ

英語の授業で使えるショートエクササイズ
この章でまとめたエクササイズは英語の習得段階によらず、いつでも比較的短時間で行うこと

のできるものである。ショートエクササイズであるために、メインの活動と自由に組み合わせる
ことも可能である。メインの活動に入る前のウォームアップとして取り入れたり、メインの活動
を補うものとして実施したり、授業の流れを変えるために投げ込みの活動として用いたり等、い
ろいろな使い方ができるのではないかと考える。
ここで紹介する活動例は、実際に学級づくりのために実施されていたり、筆者がこれまでいろ
いろな場で実践されているものを見聞きしたり、自ら実施してきたもの中から英語の授業でリレ
ーションづくりに有効であると思われる活動をまとめてみたものである。広く行われていて、も
ととなった活動の出所が確定できないためその出典を示すことは困難であることをご了承いただ
きたい。また、カウンセリングの基本的な考え方を踏まえてまとめてみたものであり、特定の理
論や技法に準拠しているものではないということもあらかじめ断っておきたい。
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（１）聖徳太子
グループ活動。出題チームが人数分の単語からなる英文を用意し、一人ひとりがその英文に
含まれるそれぞれの英単語を合図と同時に一斉に発声する。解答チームはそれを聞き取って英
文に直して答える。
・形態：グループ（リスニング活動）
①５人程度のグループをつくる。
②それぞれのグループで、グループメンバー数からなる英文を用意させる。
③グループごとに教室の前に立ち、用意した英文に含まれるそれぞれの単語を合図と同時に
一斉に発声する。他のグループはそれを聞き取り、グループで話し合って英文を再生成し
できたところから黒板に書く。
④出題チームがそれぞれの解答を確認する。もっとも速く正確にできたチームの勝ちとする。
⑤同じことを繰り返し、終了したところで簡単に振り返りをする。
◆実施にあたって◆
・グループで用意させる英文については誤りがないよう教師がチェックしておく必要がある。
またあらかじめ教師が英文を準備しておくことも考えられる。
・英文でなくても、例えば scientist を[sci],[en],[tist]のように音節に分けたり、"a man on the
street", "surf the internet", "for a long time"など句のレベルで行うこともできる。
・よく聞き取れなかったような場合、再度発声してもらうことができるようにしておく。
・全グループが行うとかなり時間を要する。出題チームを限定するとか、各グループから一人
ずつ出題者を出してもらうなどするとより短時間での活動が可能になる。
（２）肩もみエンカウンター
ペアになって肩もみなど軽いスキンシップで緊張をほぐしながら英語で自分の思いを相手に
伝えるエクササイズ。
・形態：ペア（リスニング＆スピーキング活動）
①あまり話したことがない人とペアをつくる。
②じゃんけんをして負けた人が１分間相手の肩をもむ。肩をもみながら最近の出来事や好き
なものなどについて思いつくままに英語で話す。肩をもまれている人は、うなずく程度で
質問したりせずじっくりと聞くようにする。
③時間が来たら、入れ替わって同じことを行う。
④終了したら向き合って座り、お互いに感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・肩もみに抵抗がある場合は、肩たたきにするとか、後ろに立っているだけでもよい。
・話題は最近の出来事、好きなスポーツ、最近嬉しかったこと、好きな季節など、話しやすそ
うなトピックを示して、その中から自由に選ばせる。
・肩もみをする時は相手の心地よさを確かめながら行うよう指示する。
・英語だけで語ることは難しいので、難しい部分は日本語を使っても良いこととしておく。
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（３）Birthday Line
お互いに誕生日を英語で聞きながら、誕生日の順に一列に並んでいく。続けて違う質問をし
（例えば first name など）、アルファベット順に並び直す。
・形態：クラス全体（リスニング＆スピーキング活動）
①生徒は自由に教室内を歩き回り、パートナーを見つける。
②お互いに When is your birthday?とパートナーの誕生日を尋ねる。
③これを繰り返し、誕生日の順に一列に並んでいく。
④全員が一列に並んだところで、教師は先頭から順にちゃんと誕生日順に並んでいるか確認
する。
⑤次に What is your first name? など別の質問を用意して、同様に一列に並んでいく。この
場合はアルファベット順に並ぶこととする。
⑥全員が並び終わったところで再び④と同様に先頭から確認していく。
⑦振り返り
◆実施にあたって◆
・これは構成的グループエンカウンターで定番のエクササイズである。通常は言葉を使わずに
誕生日の順に並ぶというものであるが、これを英語でお互いに誕生日を訊きながら並ぶよう
にアレンジしたものである。これだけではすぐに終わってしまうので、もう一つ質問を変え
て（例えば first name や好きな動物など）、並び直してみるようにすると良い。
・必要に応じて、あらかじめ質問の仕方、月の名前など確認しておくと良い。
・正しく一列に並ぶことが目的ではない。間違えて並んだ生徒がいた方が盛り上がる。
・声に出さずに口だけを動かしてやってみるのも面白い。
（４）Silent Speech & Palm Writing
ペアになって黒板に書かれた単語を相手に伝える活動。Silent Speech では声を出さずに口だ
け動かして伝え、また Palm Writing では無言で相手の手のひらに英単語を綴って教える。
形態：ペア
①ペアをつくり、一方が黒板を背にして立つ。
②教師が英単語を黒板に書く。（例：apple)
③(Silent Speech の場合）黒板に向いて立っている生徒はその単語を確認して、パートナー
に声を出さずに[¢pl]または a-p-p-l-e と口だけを動かして伝える。
(Palm Writing の場合）同様にパートナーの手のひらに a-p-p-l-e と綴る。
④２０秒程度の時間設定をして、パートナーの口から正解の単語が出てくるまで行う。まわ
りのペアに聞こえないように耳元で小さな声で言うようにさせる。
⑤これをいくつか繰り返し、お互いに感想を述べ合って終了する。
◆実施にあたって◆
・パートナーに伝えるためには口をしっかり動かすようにすることがポイントである。
・黒板に書く語は既習のものにする。Silent Speech においては単語の代わりに絵を示すなども
できる。
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（５）フルーツバスケット
全員輪になって座り、鬼が言うことに該当する生徒は立って違うイスに素早く移動する活動。
座ることのできなかった生徒は次の鬼役となる。おなじみのゲームの英語版。
形態：全体またはグループ（リスニング＆スピーキング活動）
①一つの円をつくって座る。イスの数は生徒の数より一つ少なくしておき、鬼役の生徒が円
の真ん中に立つ。鬼役の生徒は次のような英語を話す。
例）

・I like Hanshin Tigers.
・I come to school by bike.
・I am a boy.

②鬼の英語を聞き取って、該当する生徒は他のイスに素早く移動する。座れなかった生徒が
次の鬼役となり、同じことを繰り返していく。
③頃合いを見て終了し、お互いに感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・鬼役が言う英語は a member of tennis club, like skiing, a girl などのように英文になってなくて
も内容が伝われば良いこととする。
・単なる事実ばかりではなく、生徒の習熟度に応じて I think Mr.（担任名など）is a good singer.
とか I think school lunch is better than Obento.といったようにそれぞれの気持ちに関わるもの
が出てきた方が盛り上がる。この際、あらかじめ例として示したり、必要に応じて基本的な
表現方法を前もって提示しておくなどすると良い。

（６）どんな気持ち？
「驚き」「怒り」「喜び」「悲しみ」「悔しさ」「疲れた」などの感情を顔の表情とジェスチャ
ーだけで伝えていく伝言ゲーム。
形態：グループ（ノンバーバルコミュニケーション）

・準備：感情を記したカード

①７人程度のグループをつくり、それぞれ一列に並ぶ。先頭の人以外は後ろを向いて立つ。
②それぞれ最前列の生徒を集めて伝えていく感情を記したカードを見せる。伝えやすいよう
に状況の例を載せておく。
（カード）

HAPPY （状況の例） I've got a prize in a cooking contest.
③それぞれのチームに戻り、まず先頭の人に前を向かせて、指定された感情を顔の表情とジ
ェスチャーだけで伝える。
④１０秒くらいで合図をし、次の人に同じように伝えていく。
⑤最後まで伝わったら、最後尾の人は伝えられた感情が何だったかそれぞれ答える。正解チ
ームにポイントを入れる。
⑥１ラウンド終了するごとに順番をずらし、同じことを繰り返す。
⑦感想を述べ合う。
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（７）聞こえたら手パッチン
あらかじめ決めておいた音や単語が聞こえてきたら、相手の手をたたいたり、たたかれない
ように手をひっこめるリスニングゲーム。
形態：グループまたはペア（リスニング活動）

・準備：聞き取り用の英文

①偶数人数のグループをつくり机を囲んで座らせ、順番に「Ａ役」と「Ｂ役」を決める。
②聞き取る音「Ａ］と「Ｂ」を示す。例としてここではＡ＝[ai]、Ｂ＝[ei]とする。
③それぞれ右手を広げた状態で机の上に置き、左手をとなりの生徒の右手の上に浮かせた状
態にしておく。
④用意しておいた英文をゆっくり、必要な間をおきながら読み上げる。ここでは例として教
科書から次の英文を使うことにする。
Carson was a scientist who wrote about the danger of farm chemicals. Few people
worried about it in the 1950s.
In 1962 she finished her book Silent Spring.

"Silent Spring" means "a spring

without life." It became a best-seller. It was a book that changed our view of nature.
(New Horizon English Course 3. Unit 6 "20th Century Greats" より)
⑤読み上げられる英文を聞きながら scientist, 1950s, silent など[ai]の音が聞こえてきたらＡ役
の生徒はＢ役の生徒の手の甲をたたき、Ｂ役の生徒はたたかれないように素早く手を引っ
込める。また danger, became, change など[ei]の音が出てきたところでＡ役の生徒は今度は
手を素早くひっこめ、Ｂ役の生徒はＡ役の手をたたく。
⑥終了したところで感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・[ai][ei][f][k]などの任意の音の他に、特定の単語を指定することも考えられる。
・グループごとに行う場合などは生徒に英文を読み上げさせることになるが、その際負担のな
いよう既習の英文を使うなど英文のレベルに配慮する。
・ペアで行うことも可能。また生徒数が奇数の場合など、生徒が読み上げる役をする。

（８）連想ゲーム
出題された英単語をチームのメンバーのヒントからあてる活動。
形態：グループ
①５人程度のグループをつくり、そのうち２グループが教室の前に出る。それぞれのグルー
プから解答者を一人決め、黒板に背を向けて立つ。
②教師は黒板に英単語を書く。解答者以外の各グループ生徒はその語から連想する語を思い
つく限りそれぞれ自分のグループの解答者に言う。正解が出てくるまで各自思いつく語を
次々と叫ぶ。先に正解が出てきたチームの勝ちとする。
③解答者が一巡したところで次のグループと入れ替わる。
④感想を述べ合う。
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（９）こんな気持ちで言ってみよう
Please! / Good morning. / Come here. / No! / I love you. / Oh! などの短い表現をペアでいろい
ろな感情を入れて発話する活動。
形態：ペアまたはグループ（スピーキング＆ノンバーバルコミュニケーション活動）
①全員立って部屋に散らばる。教師は英語の短い表現を示す。例）Please!
②ペアをつくって向かい合う。教師は次のような状況や感情を次々と示して、その気持ちに
なって "Please!"と言うように指示する。ペアで交互に行う。
例）・友達に頼みにくいお願い事をしたい。
・小さい子どもがおもちゃをねだっている。
・なかなか頼んだことをやってくれないので、いらいらしている。
・電話で緊急の用件を伝えたいのに、相手がなかなか出てくれない。
③ペアを変えて、同様のことを繰り返す。その際、英語の表現を変え、また指示する状況も
表現に応じて変えていく。
例）I love you. （状況）恋人同士、子どもに、結婚２０年目、８０歳
Come here. （状況）図書館で、担任の先生、嬉しい知らせがある
Oh!

（状況）なるほどと納得、落胆、驚き、重い荷物を持って

④全体で振り返りをする。
◆実施にあたって◆
・テンポ良く行うようにしたい。３〜５人程度のグループでもできる。
（１０）Name Chain
輪になって行う自己紹介ゲーム。最初の人が I am Ken. I like English.と簡単に自己紹介をし、
次の人からは一番目の人の言ったことから順にすべて紹介してから自分のことを述べていく。
形態：グループ（リスニング＆スピーキング活動）
①１０人程度のグループをつくり輪になって座る。それぞれ自分の名前と好きなことやもの
を英語で話すように指示する。 例）I am (name). I like ~ .
②スタートする生徒を決め、最初の生徒は例えば I am Ken. I like English.のように話す。
③二番目の生徒は前の生徒を紹介してから自己紹介をする。
He is Ken. He likes English. I am Yuri. I like tennis.
④三番目以降の生徒も同様に一番目の生徒から順に紹介してから自己紹介をする。
He is Ken. He likes English. She is Yuri. She likes tennis. I am Taro. I like Karaoke!
⑤最後の生徒は全員分を話さなければならない。今度は話題を変えて逆順に行う。
⑥感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・状況に応じて名前の部分は省略しても良い。
例）Ken likes English. Yuri like tennis. Taro likes Karaoke. And I like sleeping.
・「好きなもの」以外に、「朝起きた時間」とか、ディベートの前段階として「給食と弁当のど
っちが良いか」など、実施するたびごとに内容を変えれば何度でもできる。
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（１１）Class Survey
インタビュー活動。生徒一人ひとりに調査する質問を用意し、時間内にできるだけ多くの人
にインタビューをする。また、その結果をあとで全体に報告する。
形態：全体 （リスニング＆スピーキング活動）

・準備：調査用紙（ワークシート）

①全員に異なる質問（英語と日本語）が書かれた調査用紙を渡し、内容を確認させる。
質問の例）Do you like Onsen?
Can you swim more than 2km?
Have you ever met a famous person?
Do you love this school?
Which do you like better, Udon or Soba?
Can you say "Basu Gasu Bakuhatu" three times? など
（調査用紙）
Ｑ．Do you like Onsen? （温泉は好きですか）
ＹＥＳ

ＮＯ

②与えられた時間いっぱい、教室内を歩き回ってお互いに次々と質問をしていき、その結果
を調査用紙にチェックしていく。パートナーを見つけたらまず簡単なあいさつをしてから
行わせる。
③時間がきたら着席し、感想とともにそれぞれの調査結果を日本語で発表する。
◆実施にあたって◆
・質問事項はなるべくバラエティーに富んだものを準備しておく。また質問そのものが理解で
きない生徒がいないように、日本語を付け加えておくとか、発音の仕方を示すなど配慮する。
・質問の回答を聞くだけではなく、お互い一言加えて話題が広がるように心がけさせる。
(１２）Number Call
グループで輪になって自分の番号と任意の番号をコールしていくゲーム。
形態：グループ
①クラスを２〜３グループに分け、輪になって座る。それぞれ並んでいる順に番号を決める。
②最初に No.1 の生徒が自分の番号とグループ内の任意の生徒の番号をコールする。
例）one, seven
③言い終わったところで、全員で１回目は膝をたたき、２回目で手をたたく。
④コールされた人は同じようにリズムを崩さないようにして続けていく。
例）one, seven, トン、トン、seven, two, トン、トン、two, eleven, トン、トン･･･
⑤とぎれないようにできるだけ長く続けていく。
◆実施にあたって◆
・ルールとして、前後の数字を言わない、失敗した生徒が No.1 になり、一つずつ繰り下がる
など決めておくと良い。慣れてくるにしたがって徐々にスピードを上げていく。
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（１３）Chain Writing
グループで紙を回しながら物語や対話文を書いていく活動。
形態：グループ（ライティング活動）

・準備：ライティング用の用紙（Ａ４）

①４、５人程度の小グループをつくり、机をあわせて座る。
②全員にライティング用の用紙を一枚ずつ配る。
③３分程度でそれぞれが自由に物語や対話の書き出しの部分をつくる。（できるだけたくさ
ん書くように促す）
④時間が来たら合図をして、それぞれとなりの人へ回す。書き出しの英文を読んで、話が展
開していくようにそれに続けて英文を書き足していく。（３分程度）
⑤一巡して自分の用紙が戻ってきたら、締めくくりの部分を書く。（５分程度）
⑥完成したら全員で回して読み、感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・ある程度の英語力を要するが、英語で書きづらい部分は日本語を使っても良いとしておくの
も良い。ただし極力英語で書くように励ます。負担が大きすぎるようであれば、ペアを組ん
で行うことも考えられる。
（１４）Draw As I Say
グループ内で順に回しながら教師の指示するとおりに絵を描く活動。
形態：グループ（リスニング活動）

・準備：絵を描く紙、読み上げ用の英文

（グループ活動として）
①５，６人程度のグループをつくり、机をあわせて座る。
②順番を決め、教師が絵について一つ説明するごとに順番に当たった生徒は絵を描き、次の
人へ回していく。順番に当たった生徒が困っているような場合はグループの他のメンバー
は援助する。ただし、身振り手振りだけで助けることとし、言葉を使って説明してはなら
ない。
③最後まで説明し終わったところで、完成した絵をグループごとに発表する。
④感想を述べ合う。
（読み上げる英文の例）
There are three stars in the sky.

You can see a big moon in the east. Draw a

house in the center. In front of the house is a big lake. There is a small boat on the
shore. There are two big trees near the house. You can see a dog under one of the
trees. You can hear the song of water birds from somewhere. ･･･
◆実施にあたって◆
・グループではなく、それぞれが個別に描き、あとで比べ合うのも良い。
・英文は正確すぎる描写は避けた方が良い。同じことを聞いていても多様性があることに気づ
くこともポイントの一つである。
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（１５）グループリーディング
グループになって、英語をいろいろな形で音読する活動。
形態：グループ（リーディング活動）
①グループをつくり輪になって立つ。
②次の a)〜 d)のパターンを織り交ぜながら音読をする。
a)全員声を合わせて音読する。
b)一人が教師役となり一文ごと、あるいはチャンクごとにリピートさせる。教師役以外は
テキストを見ない。
c)一人が音読し、残りの生徒は Shadowing をするようにワンテンポずらしてついていく。
先導役以外はテキストを見ない。
d)テキストを区切れの良いところで分け、単独で読むところ、数人で読むところ、全員で
読むところ等、それぞれ読む箇所を決めて行う。（群読）
③いろいろな形でグループで音読してみた感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・対話教材については d)の活動は馴染まないなど、素材によって適、不適があるので、これ
以外にもいろいろな形を工夫してみる余地がある。

（１６）Chain Story
友達と協力して一つの話をつくっていく。意外な展開を楽しみながら自然に相手の話に耳を
傾ける態度を身につける。
形態：グループ（リスニング＆スピーキング活動）

・準備：白紙のカードと接続詞のカード

①３〜４人程度の小グループをつくり、机をあわせて座る。
②それぞれが白紙のカード２枚とり、それぞれ好きな名詞を書く。
③全員のカードを集めシャッフルする。
④このカードとは別に各グループに接続詞が書かれたカードを１セット配り、②で集めたカ
ードの中に適当に混ぜて机の上に置く。
（一番上が接続詞のカードにならないようにする）
接続詞のカード：

and

but

so

for

の４種

⑤最初の人はカードの山から一枚引き、その語を使って英文をつくる。
⑥次の人も同様にカードの山から一枚引いて続きの文をつくる。
⑦カードの山が無くなったところで終了する。
⑧できあがった作品について感想を述べ合う。またいくつか選んで発表してもらう。
◆実施にあたって◆
・この活動はある程度の英語力が必要である。他のメンバーの援助も必要である。
・カードに書かせる言葉は名詞にした方がやりやすいと思われるが、誰もが知っている動詞や
形容詞、副詞なども使うと、また違った話の展開が期待できるであろう。
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（１７）対話ローテーション
次々とパートナーを変えながら与えられたトピックについて一定の時間対話を続ける活動。
形態：ペア（リスニング＆スピーキング活動）
①教師はトピックを与え、それぞれそのトピックについて話す内容を考える時間を与える。
②列ごとに向かい合って立つ。お互い簡単なあいさつをしたあと、与えられたトピックにつ
いて３分間対話を続ける。
トピックの例）最近嬉しかったこと、好きな食べ物、好きな季節、朝起きてからした事
③３分経ったら合図をして、片方の列の生徒は一つずつずれる。新しいペアで同じトピック
について話す。
④対話を続ける時間はペアが変わるごとに少しずつ短くしていく。一巡したところで終了し、
何人かの生徒に感想を述べてもらう。
◆実施にあたって◆
・誰とでも気軽に話せるようになることを目指す活動である。制限時間いっぱいお互い沈黙を
つくらず話し続けさせることが大切である。
・ペアが変わるので、話す内容は同じものになっても構わない。むしろその方が活発に話せる
ようになる。
・だんだん話す内容も決まってきて、話すことにも慣れてくるので、ペアを変わるごとに少し
ずつ時間を短くしていった方がより活発なやりとりができるようになる。
（１８）連想伝言ゲーム
ある単語から連想する語をそれぞれ次の人へ伝えていく伝言ゲーム。
形態：全体（リスニング＆スピーキング活動）
①７人程度のグループをつくり、それぞれ一列に並ぶ。
②それぞれ最前列の生徒を集めて、ある単語(例：tiger)を伝える。
③グループに戻り、それぞれが tiger から連想する語（句）を他の人に聞こえないように次
の人に伝えていく。
例）tiger → lion → baseball → Hiroshima → Peace Park → war など
④最後尾まできたら、全体でそれぞれのグループの最後の語を発表する。
⑤どのようにその語が出てきたか振り返り、最後に感想を述べ合う。
◆実施にあたって◆
・語（句）の代わりに英文を使用すると一つレベルの高い活動ができる。
例）I like apples. → Apples are red. → My bag is red. → I want a new bag. → など
ただし、この場合負担が大きくなるので、グループごとに輪になるとかペアで行うなどの形
にして助け合いながら行う。
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Ⅵ

終わりに
前章で英語ショートエクササイズを１８例あげてみたが、これならやったことがあるという方

も多いのではないだろうか。本稿でショートエクササイズをまとめてみた真のねらいは、活動そ
のものの提案と言うよりは、教室でいろいろな学習活動を行っていく際にまずリレーションづく
りを意識する必要があるのではないかということを再確認することにあったと言っても良いかも
知れない。
ここに取り上げたようなエクササイズを行えばすぐにリレーションができていくというもので
はない。リレーションづくりをしていく補助的な役割を果たすものに過ぎない。この種の活動を
入れることで少しでも教室内の雰囲気、居心地が良いものと感じられるようになれば良いと考え
ている。教室内でお互いが居心地良くいられるようになると、ちょっとしたことでどっと笑いが
起きたり、さりげない言動でとても嬉しい気分になったり、自然と拍手が出てきたりする場面も
出てくるだろう。同じことを学ぶにしても、つながりができていけば他者と協力しながらより高
い学びが可能になっていく。スピーチをする時も、話し手は聴衆に伝わるように話そうと心がけ
るようになるであろうし、聞き手も話し手の方を見てしっかり聞こうという姿勢が自然にできあ
がっていくであろう。
これまで繰り返し述べてきたように、生徒が安心してして自分の考えや気持ちを表現したり、
相手の言うことをしっかりと受け止めていくような雰囲気のある居心地のよい教室にしていくこ
とが実践的コミュニケーション能力の育成を目指す英語の授業においては特に重要なことではな
いだろうか。限られた時間の中で教科書を進めていかなければならないといった事情もあるであ
ろう。しかし英語を習熟させることに意識を集中する前に、リレーションづくりに意をそそぐよ
うにすることもまた必要なことであると考えている。
本稿ではリレーションづくりをしていくための活動として、比較的短時間でどの場面でも使用
できるエクササイズに限ってまとめてきた。学習者がある程度自由に英語を使って自分の考えを
表現できるような段階にあれば、コミュニケーションのスキルをさらに積極的に育成していくた
めに、ソーシャルスキル・トレーニング、アサーション・トレーニングあるいはロールプレイン
グで実施されているような活動を取り入れてみることも有効であろう。
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