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抄録

英語教育において，「優れた授業創出の方程式」があれば，授業の名手でなくても，誰もが，

いつでも，意図的に優れた授業を実践することができる。このようなコンセプトのもとに，「優

れた英語授業創出の方程式」を構成する５つの仮説（仮説(4)(5)がそれぞれ２つに分かれており，

実質，７つの仮説になる）について，115名の学生を被験者として，その可否を調査した。その

結果’５つの仮説（実質，７つの仮説）のうち，仮説(5)（ｉ）が支持率がやや低かったこと，仮

説(5)（ii）が棄却されたこと以外は支持された。仮説（ｉ）（ii）については，被験者の意見。

感想をもとに，Ⅷ今後の課題，＜結びに代えて＞の項で示したように，多少の修正を加えたい

と考える。支持された仮説(1)～仮説(5)（ｉ）と棄却された仮説(5)（、）の修正を含めて，親近性

の高い媒体を選ぶこと，低い媒体は高めること，多様な媒体を使い，学習者の英語のイメージを

高めること，等が明らかになったと考えられる。

１．研究の背景

英語教育において優れた授業を創出することは，最も重要にして最終的な目標である。優れた

授業を創出する要素を確定し，意図的にそれらを創り出し，統合すれば，優れた授業が創出でき

ると考えられる。これまで，授業の改善は基本的に授業の実施者が自分の授業の欠点を各を補正

する形で行われてきたと思われる。たとえば，視聴覚教育の導入，具体的には，ＬＬ教室の活用

（様交な視聴覚機器がある)，一般教室においては，テープ・レコーダーやビデオを使うこと，

および授業課程の手直し，教材の選択等によってである。このほか，小・中．高の段階では授業

研究会も行われていると思われる。

しかし’その取り組み方は総合的であり，外見に目を向けたものであったと言うことができる。

筆者は学習者と英語間に存在する英語学習に関わるものや事項を「英語学習媒体」と定義し，可

視媒体の承ならず，不可視媒体も設定して，「優れた授業創出の方程式」を提唱する。それに関

する５つの仮説を検証するために，学生115名を被験者として，各仮説の可否について，アンケー

トを実施した。
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n．研究の目的

1．研究の目的

(1)英語と学習者間には様々な媒体が存在し，その中には可視媒体と不可視媒体がある，

(2)英語と学習者間の媒体には，操作性の高い媒体と操作性の低い媒体がある，

(3)英語と学習者間に存在する媒体はそれぞれ親近性の度合い（親近度）を有している，ことを

明らかにすることである。

(4)英語学力増進のメカニズムとして，

（ｉ）英語と学習者間の－媒体（英語の一分野または総合における，その時点での学習者の

英語学力）に，「より親近度の高い媒体（学習者の新たな学習）」を付加することによって，

より親近度の高い媒体（より高い学力）を持つ場合。（直接的なケース）と，

（ii）英語と学習者間の一媒体（学習者の英語に対するイメージ）に「より親近度の高い別

の媒体」〔操作性が高く，且つ親近性（必要性十好感性）の高いもの）〕を付加することに

よって，より親近度の高い媒体（より高い学習者の英語に対するイメージ）になる場合（間

接的なケース）の２つの場合があることを明らかにすることである。

(5)（ｉ）英語と学習者間の媒体のイメージ（親近度）は次の公式によって，測定できることを

明らかにすることである。

学習者の英語に対するイメージ

（親近性）（Ｃ）（10点）

必要性(Ｎ）

（10点）

好感性(Ｆ）

（10点）

＋

※OclosenessN:necessityF:favorableness

(ii)10点満点で評点し，ＮかＦのいずれか高い方をその媒体の親近度（Ｃ）とする。

同点の場合は，その媒体の本質等を考慮して，測定者がいずれかを選択する。

５０人以上の成人の被験者に回答を依頼することが望ましいが，個人で評点しても人

間の感覚の共通性によって，１０％は違わないことを明らかにすることである。

llL仮説

(1)英語と学習者間には様含な媒体が存在し，その中には可視媒体と不可視媒体がある。

(2)英語と学習者間の媒体には，操作性の高い媒体と操作性の低い媒体がある。

(3)英語と学習者間に存在する媒体はそれぞれ親近性の度合い（親近度）を有している。

(4)英語学力増進のメカニズムとして，

（ｉ）英語と学習者間の－媒体（英語の－分野または総合における，その時点での学習者の

英語学力）に，「より親近度の高い媒体（学習者の新たな学習）」を付加することによって，

より親近度の高い媒体（より高い学力）を持つ場合。（直接的なケース）と，

（、）英語と学習者間の￣媒体（学習者の英語に対するイメージ）に「より親近度の高い別

の媒体」〔操作性が高く，且つ親近性（必要性十好感性）の高いもの）〕を付加することに

よって，より親近度の高い媒体（より高い学習者の英語に対するイメージ）になる場合（間

接的なケース）の２つの場合がある。

－２０－



和歌山大学教育学部教育実践研究指導センター紀要Ｎｏ７１９９７

(5)（ｉ）英語と学習者間の媒体のイメージ（親近度）は次の公式によって，測定できる。

学習者の英語に対するイメージ

（親近性）（Ｃ）（10点）

必要性(Ｎ）

（10点）

好感性(Ｆ）

（10点）

＋

※OclosenessN:necessityF:favorableness

(ii)10点満点で評点し，ＮかＦのいずれか高い方をその媒体の親近度（Ｃ）とする。

同点の場合は，その媒体の本質等を考慮して，測定者がいずれかを選択する。

５０人以上の成人の被験者に回答を依頼することが望ましいが，個人で評点しても人

間の感覚の共通性によって，１０％は違わない。

Ⅳ、方法（調査）

１．被験者Ｅ大学教育学部１年生

２年生

３年生

工学部１年生

計

名
名
名
名
名

９
１
２
３
５

３
７
１

１

２－１．調査資料仮説と仮説設定の根拠について，各項目ごとに可否を記す（）を配し

たアンケート（後掲）

２－２．調査期間（１）説明（４０分）・配布

平成９年４月16日（水）

〃 １８日（金）

（２）提出日

平成９年４月23日（水）

２５日（金）

3時限

2時限，４時限

3時限

2時限，４時限

Ｖ･調査表（アンケート）および調査結果

英語学習の仮説に関するアンケート

記入日：平成９年４月11日（金）２限，４限

〃 １６日（水）２限

記入者： 大学，学籍番号氏名

(1)英語と学習者間には様戈な媒体が存在し，その中には可視媒体と不可視媒体がある。

(2)英語と学習者間の媒体には，操作性の高い媒体と操作性の低い媒体がある。

(3)英語と学習者間に存在する媒体はそれぞれ親近性の度合い（親近度）を有している。
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(4)英語学力増進のメカニズムとして，

（ｉ）英語と学習者間の－媒体（英語の－分野または総合における，その時点での学習者

の英語学力）に，「より親近度の高い媒体（学習者の新たな学習）」を付加することによっ

て，より親近度の高い媒体（より高い学力）を持つ場合。（直接的なケース）と，

鑿蝋篝Iiiiliiiliii11i1i1ill1illi繍!！｛鱗ｉ１ｉ１;iiliiillii;iii鑿ｉｉｉ綴;;鑿i鱗1鑿i;1iii；鑿ｉｌｌｉ１ｌ鰯|iii:|i鑿'1！;鍵iiiiim11i：蝿鱗ｉＩｉｂ職K灘： 鬮憂：蕊

(ii）英語と学習者間の一媒体（学習者の英語に対するイメージ）に「より親近度の高い

別の媒体」〔操作性が高く，且つ親近性（必要性十好感性）の高いもの）〕を付加するこ

とによって，より親近度の高い媒体（より高い学習者の英語に対するイメージ）になる場

ｉｉ１ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉl1iii1iii;iiiili;1iiii1iiiiii1iii1iiil1i;ｉｉｉｉｉｉｉ;1iiiil鑿繊ｉｉｉｉｌｉ;iilii1ilii1iiilｉｉｉｉ;;iiilii鑿Ｉ：霧：醸難醗穣鷺合（間接的なケース）の２つの場合がある。

(5)（ｉ）英語と学習者間の媒体のイメージ（】(親近度）は次の公式によって，測定できる。

好感性(Ｆ）

（10点）

必要性(Ｎ）

（10点）

学習者の英語に対するイメージ（親近性）（Ｃ）

（10点）

＋

※Ｃ:closenessN:necessityF:fiavorableness一
（灘：髄．瀞､蕊鈩灘穐錦選亀欝 難鬮麓

(ii）１０点満点で評点し，ＮかＦのいずれか高い方をその媒体の親近度（Ｃ）とする。

同点の場合は，その媒体の本質等を考慮して，測定者がいずれかを選択する。

５０人以上の成人の被験者に回答を依頼することが望ましいが，個人で評点しても人間の

感覚の共通性によって，１０％は違わない。

鱈鰯惣

Ｖ－２.上記英語学習の仮説に関するアンケート（付属資料）

1．仮説設定の根拠

（１）英語学習メカニズムの仮説について，

図１英語学習メカニズムの仮説の概念構成図

－２２－

巴
英語学習媒体
へ､

教師の外見（スタイル，容貌，服装等）

教具テープ・レコーダ

ク ，

－－

' OHP，チョー

黒板，教材提示装置，ノート ，

筆記具等，校舎，各種教室（ＬＬ

教室，一般授業教室等）

教材テキスト ， テープ・ビデオ教材，

ハンドアウト ，

等

実物教材等

学習者の英語に対するイメージ

教師の人柄（性格，話術）

教師の英語力

教師の採用する教授法（各種課題：個人

課題，グループ課題を含む）

学習者の知能

学習者の学習方法

教師・学習者間のラポート

等

英語
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(2)英語学力増進のメカニズムの仮説について，

(ｉ）

より親近度の高い

媒体（より高い学

習者の英語学力）

より親近度の高い媒体

（学習者の新たな学習

英語の－分野または

総合における学習者

の，その時点での英

語学力

＋

(ｈ）

学習者の英語のイメ

ージ＋ａ（より高い

学習者の英語に対す

るイメージ）

学習者にとって親近性

の高い媒体

学習者の英語に対す

るイメージ

＋

図２英語学力増進メカニズムの仮説の概念構成図

列．(1)親ijT件０

駒室Ｕ)孑可ﾘﾖﾆﾛﾍﾟJな称

の便圧

コーチ－０）ｲ(ｿﾞﾘﾖさＨＷＦ上

罫ラ音の再語０ ﾛｎｏ

０１.運動（CorporateldentityCampaign）で組織名を良いイメーシ゛をもつ名前に変えたた

めに業績が伸びた企業・団体はソニーを始めとして数多い。この種の運動で使われるものに，シ

ンボル・マーク，シンボル・フレーズの設定がある。これらの方法によって，社会の，その組織

への良いイメージを招くことに成功した場合は殆ど良い結果に終っていることは周知の通りであ

る。この法則は英語学習媒体の親近性の向上にについても適用できると思われる。

(3)（ｉ）英語学習媒体の親近度測定公式の仮説について，

吋悶十同
図３英語学習媒体の親近度測定公式の仮説の概念構成図
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☆10点満点で評点し，ＮかＦのいずれか高い方をその媒体の親近度（Ｃ）とする。

同点の場合は，その媒体の本質等を考慮して，いずれかを選択する。

※OclosenessN:necessityF:favorableness

(ii）１０点満点で評点し，ＮかＦのいずれか高い方をその媒体の親近度（Ｃ）とする。

同点の場合は，その媒体の本質等を考慮して，測定者がいずれかを選択する。

50人以上の成人の被験者に回答を依頼することが望ましいが，個人で評点しても人間の感覚

の共通性によって，１０％は違わない。

★意見・感想記入欄（仮説設定の根拠の番号を記入の上，書いて下さい）

Ｖ－３．アンケートに示された意見．感想

仮説(1)について，英語の授業としては，可視媒体と不可視媒体がると思う。しかし，英語学力

を増進するためには不可視媒体がより重要だと思う。可視媒体は基本的なことをマスターするだ

けで，外国人と話す前の段階だと思う。

仮説(1)について，このようなことは今まで考えもしなかったが，確かに教材や教具は目に見え

ているが，自分の英語に対するイメージや英語力，教師の英語力，学習方法など目に見えない。

ところが英語学習において，前者よりも後者の方が大事なのではないかと考える。

仮説(2)(3)(4)について，英語を学習するとき，単語など単調な作業をしていると，飽きてきて，

いつの間にか英語が嫌いになっていまうということが，これまで私にあったのだが，単語だけで

なく，読解かヒアリングなどをしていると，飽きずに英語に打ち込むことができたので，媒体に

はそれぞれ親近度があり，親近度の高い媒体を付加すると，より高い学力が得られると思う。

仮説(4)（ｉ）（ii）について，確かに何かに対する自分のイメージが良くなれば，それに対し

て頑張っていけるという体験がある。

仮説(4)（ｉ）（ii）について，「より親近度の高い媒体（学習者の新たな学習）」を付加する

ことにより親近度の高い媒体を持つとあるが，自分の受験勉強に限っては裏目でした。むしろ，

仮説（ii）にあるように，英語に対するイメージを良くする方が効果が上がると思う。英語も苦

手というイメージを持ちながら勉強するより，良いイメージを持てるようにすると効果が上がる

と思う。

仮説(4)（ii）について，イメージが良ければ，その対象に対して人は興味を示す。すると，ま

ず“やって見よう，，となり，キッカケが掴め，学力も知らず知らずのうちに付くと思う。

仮説(4)（ii）について，これは英語に限らず，他の教科にも大切だと思った。

仮説(5)について，（Ｎ）も（Ｆ）もどちらか高い方ではなくて，総合的に足してみる方がいい

のではないかと思いました。どちらも大切なものなので高い方を（ｃ）として考えなくても単純

に足して見た方が分かりやすいような気がしたからです。

仮説(5)について，はじめ，必要性（Ｎ）と好感性（Ｆ）の総和によって親近性（Ｃ）が出るよ

うに思った。しかし良く考えてみると必要性と好感性のどちらかがあれば英語に対するイメージ

（親近性）は高くなると納得できるようになった。

仮説(5)について，必要性（Ｎ）と好感性（Ｆ）を足して２で割る方が親近性（Ｃ）をより表せ

－２４－
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ると思う。

Ⅵ、調査の結果

仮説(1)について，被験者115名のうち，108名が可（９４％)，７名が否（６％）であったので，

この仮説は支持されたと解される。

仮説(2)について，被験者115名のうち，105名が可（９１％)，７名が否（６％)，であったので，

この仮説は支持されたと解される。なお，１名（どちらとも言えない)，２名が無回答であった

仮説(3)について，被験者115名のうち，９７名が可（８４．３％)，１５名が否（13％）であったの

で，この仮説は支持されたと解される。なお，１名が，どちらとも言えない，であった。

仮説(4)（ｉ）について，被験者115名のうち，９２名が可（８２％)，１５名が否（13％）であった

ので，この仮説は支持されたと解される。なお，１名が，どちらとも言えない，（8.7％)，無回

答が７名であった。

仮説(4)（ii）について，被験者115名のうち，８５名が可（73.9％)，１０名が否（8.6％）であっ

たので，この仮説は支持されたと解される。なお，１名がどちらとも言えない，１９名が無回答で

あった。

仮説(5)（ｉ）について，被験者115名のうち，６７名が可（58.3％)，４７名が否（41％）であった

ので，この仮説は辛うじて支持されたと解される。なお，１名がどちらとも言えないであった。

仮説(5)（ii）について，被験者115名のうち，３７名が可（32.2％)，６５名が否（56.5％）であっ

たので，この仮説は棄却された。なお，１名がどちらとも言えない,４名が無回答，３名が，分

からない，であった。

Ⅶ、調査結果の考察

仮説(5)（ｉ）が58.3％と低かったのは，仮説(5)（ii）の記述のうち「10点満点で評点し，Ｎか

Ｆのいずれか高い方をその媒体の親近度とする。（ａ）（中略）５０人以上の成人の被験者に回答

を依頼することが望ましいが，個人で評点しても，人間の感覚の共通性によって，１０％は違わな

い（Ｕ」，の件，特に下線部（ｂ)，次に下線部（ａ）に支持が少なかったことが，仮説（ii）

の支持率を下げる主要な原因になったと考えられる。

（ａ）についての，主な反論は，仮説(5)（ii）の公式の通り，親近性（Ｃ）＝必要性（Ｎ）＋

好感性（Ｆ）と，すべきであり，仮説(5)（ii）のようにどちらか高い方をその媒体の親近度とす

る，という件と考えられる。

Ⅷ．今後の課題く結びに代えて＞

英語学習媒体を認知・特定し，その親近度を測定,,各媒体，特に「学習者の英語のイメージ」

を高めることが，「優れた英語授業」創出の鍵である。他方，各媒体の親近度を高めても，それ

らを統合するものがなくてはならない。その役割を果たすのが「教師」という媒体であることは

疑いないであろう。また，「教師」「英語のイメージ」の次に重要な媒体が「教材」であり，他

の媒体の親近度を左右する力が強いと考えられる。なお，棄却された仮説(5)（ii）については，

検討の必要があり，足して２で割るのが妥当かもしれない。また，Ⅶ、の下線部（ｂ）について

は削除し，５０人以上の成人の被験者に親近度の評点を依頼し，その平均をとるのがよいと思われ

る。

－２５－
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