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要約 

本研究では，大学通信教育課程において短期間に集中的に行われるスクーリングの英語のリスニング

の授業において connected speech と音読・発表を取り入れた授業が，参加した学生のリスニング力にど

のように影響を及ぼすか，また，彼らがそれをどのように受け止めたのかを調査した。事前事後におい

て行ったリスニングテストとリーディングテストにおいて対応のある t 検定を行った結果，事後の点数

が事前に比べ有意に高かった。事後に行ったアンケートではリスニングの授業を楽しかったかどうかに

ついて82%，やりがいがあったかどうかについて82%の学生が、自分に自信がついたかどうかについて

53%，リスニングの授業は満足感が持てたかどうかについて 71%の学生が「あてはまる」「少しあては

まる」と答えていた。よってリスニングの授業において connected speech と音読・発表を取り入れた授

業はリスニング力向上に効果的であり，参加者におおむね肯定的に受け止められたと言えるであろう。 
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1．はじめに 

グローバル化の進みつつある現代社会において，今やコミュニケーションするツールとして英語力の

育成が教育の現場に求められている。コミュニケーション能力とはどのような力であろうか。コミュニ

ケーションは話し手と聞き手の双方向のやりとりであり，情報交換を目的とするものである。コミュニ

ケーションを潤滑に行うためには，相手の意図や考えを的確に理解できる能力と，論理的に必要なこと

を発言できる能力が育成されなければならない。つまり，英語教育に求められているものは，英語で相

手の意図や考えを的確に理解し，また，英語で自分の考えを相手にわかるように伝えることができるよ

うにする力をつけることなのである。この受信力と発信力を共に育成していくわけであるが，特に普段

あまり英語に触れることのない学習者においては，一連の英語の音声を意味のある塊としてとらえるこ

とができるようになること，つまりリスニング力の向上が何よりも肝要であると思われる。このために

は，十分なインプットに浸り英語特有のリズムを体感することが必要であると思われる。しかし，時間

的制限のある学校教育において，十分なインプットに浸ることはなかなか難しい。特に，大学の通信教
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育課程のスクーリングでは，1 年を通じて継続的に行う通学生の授業と異なり，他教科と共に短期間に

集中して授業を行うので，学生は授業の復習をすることも十分にできない状態で翌日の授業に参加する

ことになる。参加する学生の中には普段英語に触れる機会もあまりないものも多いことも考慮に入れる

と、英語に触れるのは数日間の授業中のみになり，英語特有のリズムを体感できるほどのインプットに

浸ることはできない。ましてや英語の音声を意味のある塊としてとらえることができるようになるのは

至難の業である。このような状況においてどのようにしたら効率的に学生のリスニング力を向上させる

ことができるのだろうか。 

近年 connected speech の導入における効果についての研究が多くされている（Brown & Brown, 

2007 ; Brown & Hilferty, 2007；Carreira, 2009； Matuzawa， 2007；水田，2005）。これは，connected 

speechを理解することで，文字で表されているスクリプトの各単語の発音と聞こえてくる一連の音声に

差異を埋めることができるようになり聞き取りがよくなるためである。また，言語処理における音読の

効果についての研究が多く行われており，リスニング力も音読によって向上すると報告されている（溝

畑, 2009）。これは音読をすることで音の塊であるチャンクの音韻処理が迅速にできるようになり，その

結果意味処理まで短時間でできるようになる（門田, 2003，2007；Nishida，2007；小寺，2005；鈴木，

1998，2009）ためである。これらの研究の多くは週に数回定期的および継続的に行われる授業であるが，

果たして，短期間（具体的には6日間）に行われる集中講座のような授業においても同様の結果が得ら

れるであろうか。よって，本研究では短期間でもリスニング力の向上に効果があるかどうかを検討する

ため，短期間に集中して行われる大学の通信教育課程のスクーリングの英語のリスニングの授業に，十

分なインプットを確保できない代償として connected speech を明示的に導入し，さらに音韻処理の自動

化を促進するために音読と発表を取り入れ，通信課程の学生のリスニング力にどのように影響したか，

また彼らがそれをどのように受け止めたのかを調査することにした。 

 

2．第2言語能力の育成―語彙チャンクと音韻ループ 

門田（2003）は，外国語学習は「（1）全体的チャンク処理」から「（2）分析的な規則に基づく処理」，

そして「（3）習慣的自動化処理」に至る3つの段階で行われているという「外国語学習の3段階モデル」

（p. 315）を提案し，この3段階を経ることが外国語学習にとって自然であり効率的であると主張して

いる。さらに，日本の英語教育では，「（1）全体的チャンク処理」が見過されがちであり，学習当初か

ら「（2）分析的な規則に基づく処理」のアプローチに入ってしまうが，「どのような語と共起して生じ

るか，その生起確率の高い組み合わせを学習する」（p. 315）「（1）全体的チャンク処理」を学習するこ

とが，外国語学習の第一段階では特に重要であると述べている。門田（2007）によれば，語彙チャンク

は「単語と単語のよくある組み合わせ」（p. 172）であり，これら数語の集まりが，「あたかも家を建て

る時のプレハブのように，文を作る際の主な骨子になる枠組み」（p. 172）となっており，言語運用をす

る際の「心（＝脳）の中での実質的な操作・処理単位を形成しているのではないか」（p. 172）と分析し，
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その重要性を主張している。では，語彙チャンクを多く習得するにはどのようにしたらよいのであろう

か。 

門田（2007）によると，音声や文字などの知覚刺激はワーキングメモリにおいて保持，処理され長期

記憶となっていく。さらに，ワーキングメモリは，音韻ループ，視空間スケッチパッド，エピソードバ

ッファ，そしてこれらのシステムを統括する中央実行系から成るとしている。それぞれの役割は以下の

とおりである。（門田，2007，pp. 135~137） 

・音韻ループ：言語音声として操作することが可能な情報を，一時的に保持しつつ，長期記憶中の各

種の知識データベースから必要な情報を検索して，処理するシステム 

・視空間スケッチパッド：言語音声として操作できない情報の保持および処理を担うシステム 

・エピソードバッファ：上記二つのどちらかのシステムを通り保持処理された入力情報を長期記憶に

ある自分自身の具体的な経験・体験に基づく自伝的な知識（エピソード：episodic information）を

利用して，自分自身との関わりの中で（p. 137）保持処理していくシステム 

・中央実行系：上記一連の処理過程を制御するシステム 

さらに，門田（2007， p. 151）によれば，音韻ループには，以下の二つのサブシステムからなると

述べている。 

・音韻性短期ストア：音声情報をそのまま2秒間保持する受動的機能 

・サブボーカル・リハーサル（内語反復）：音声情報を内的に反復しつつ心的音声化(subvocalization)

として保持しその情報の保持期間を延長することができる能動的機能 

つまり，音声情報を音韻ループにある音韻性短期ストアに取り込み，言語情報として非常に短い期間

で保持処理し，次の段階のエピソードバッファにおいて保持処理すると考えられる。しかし，外国語の

リスニングでは，言語情報と認知できない，つまり未知語からなる音声情報が多くあったり，あるいは

既知語であっても一連の音声の流れの中にあって，それを一語一語の単語としてあるいは言語情報とし

て分析できないことが多くあることが予想される。その結果，言語情報として心的音声化して音韻性短

期ストアに保持されるためには，サブボーカル・リハーサルを繰り返し行うことで保持期間を延長する

ことが必要となってくる。しかもリスニングでは音声情報は連続的に入ってくるので，音韻ループにお

いて入力情報をできるだけ早く，できるだけ多くサブボーカル・リハーサルし音韻性短期ストアに到達

するようにすることが重要になってくるのである。このためにはサブボーカル・リハーサルすることの

自動化が必要であると門田（2007）は述べている。つまり，サブボーカル・リハーサルが自動化すれば

リスニングから得た音声情報が早く，しかも欠損が少なくエピソードバッファへたどりつくことができ

る，言い換えればリスニングした内容がよくわかるようになると言えるのである。 

よって，外国語学習においてリスニング力を向上させるためには，音韻ループ内のサブボーカル・リ

ハーサルを自動化させ，実質的な操作・処理単位を形成していると思われる語彙チャンクを習得するこ

とが大切であると思われる。このことを踏まえて大学の授業においてどのようなリスニングの授業を実
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践することで学生の音韻ループ内のサブボーカル・リハーサルを促進し自動化させることができるよう

になるのであろうか。 

 

2.1 connected speechの導入 

リスニング力向上の一つの方法として connected speech を導入することがあげられる。水田（2005）

は，学習者にとって聞き取れない要因として，普段の授業で触れている速さとネイティブスピーカーが

普通に話す速さが違うために，「自然に生じている音声変化が理解できず，ついていけない」（p.19）こ

とを挙げ，connected speech を授業中に導入する意義を述べている。また，Brown and Brown (2007)

では，connected speech を導入する理由として以下の5点を挙げている。 

・connected speech は言語の実在するものである 

・connected speech は学習者が学ぶ必要のある新情報の重要な部分である 

・connected speech を理解し使用する能力は，学習者のスタイルやレジスター（言語形態）の調整を

するために不可欠なものである。 

・connected speech はいかなるレベルの会話に，最も正式な会話においても起こる 

以上のことより，目標言語の connected speech を学習することが，会話での聞き取りがよくなる

（Brown & Hilferty, 2007；Carreira, 2009； Matuzawa， 2007；水田，2005）と思われる。 

水田（2005）は，高校2年生を対象に研究授業を行い、connected speech のうち，弱化，短縮，連結，

脱落，同化の説明，練習をし，その後ディクテーションを行った。事前アンケートでは，「聞き取りは難

しい」と感じている生徒が 80%あり，難しいと思う点として，「質問には早すぎて聞き取れない」，「単

語がくっついて異なる読みになってしまう」，「弱く発音させる言葉が聞き取りにくい」，「簡単な表現や

単語もなんだか違って聞こえる」（水田，2005，p. 20）を挙げていた。事後アンケートでは，弱化，短

縮，同化について，「よく理解できた」と「まあまあ理解できた」と答えた生徒が全体の 50%を超えて

いた。95％の生徒が「音声変化に慣れるとリスニング能力が伸びると感じた」（水田，2005，p. 21）と

答えており，さらに connected speech の学習は「中学 1 年」あるいは「中学 2 年」が適切であると思

った生徒が約65%いた。以上より，connected speech を授業に取り入れることで，参加者は connected 

speechを理解し，リスニングをする際にはそれを生かし，より聞き取れるようになったと自覚している

ことがわかる。また，彼らは英語学習開始時である中学校1~2年生から開始したほうがよいと述べ，そ

の効果について高く評価していることがわかる。 

Carreira (2009)では，日本にいる留学生（中国10人，台湾4人，ベトナム2人，スリランカ1人，

バングラデッシュ1人，インド1人）の対象に，週1回の英語の授業，計30回に connected speech を

導入し，事前事後にTOEICテストの listening sectionとディクテーション選択式問題を行った。その

結果，前者では事前事後において点数に有意な差は見られなかったが，後者のディクテーション選択式

問題では事後の点数が事前に比べ有意に高かった。このことより connected speech を授業に取り入れる
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ことは聞こえてくる一連の言語音声の流れの中で，単語一つ一つを認識するという聞き取り能力に効果

があるのではないかと推測できる。 

さらに，大学院生を対象にしたBrown and Hilferty (2007)においても，日本人ビジネスマンを対象に

したMatuzawa (2007)においても，connected speech を導入することは英語の聴解において効果があ

ったと報告している。 

以上のように，connected speechの導入は学習者のリスニング力の向上に効果をもたらしている。特

に，水田（2005）の事後アンケートにあったように，学習者自身が聞き取りのむずかしさを文字と実際

聞こえてくる音声の差異によるものであるとするならば，connected speechを学習することが聞き取り

に役立つと感じるのは当然であると思われる。また英語との言語間の距離が遠いと思われる日本語を母

語とする学習者であれば英語における connected speech の学習を早い段階から行うべきであろう。 

 

2.2 音読の導入 

近年音読について多くの研究がされてきている（門田，2007；溝畑，2009；Nishida，2007；小寺，

2005；鈴木，1998，2009）。溝畑（2009）は音読の効果を以下のように述べている。 

・「音読中は，『返り読み』でなく，英語の語順のまま理解し，直読直解に近づく」（p. 18） 

・「音読練習を繰り返すと文字を音声化することが自動的にできるようになり，頭の中の声のスピー

ドが上が」る（p. 18） 

・「音読で英文の理解が上手になれば，リスニングも上達する」（p. 18）「音読により前から意味を取

れることが，リスニングで活きる」（p. 19） 

・「音読で口や耳を使って能動的に練習すると，英語が直接頭に焼きつき，学んだ単語，表現，文法

事項を自分のものにできる」（p. 19） 

・「英語に反応する回路を作れば，英語を理解する過程が自動化される」（p. 19） 

以上のことより音読は，門田（2007）が主張している入力された音声を音韻ループにおいてサブボー

カル・リハーサルの過程を経て，音韻性短期ストアに貯蔵することの自動化を引き起こし，「内語反復過

程の効率化」，および「語彙，チャンクの構文の効率的な記憶」（p. 175）を可能にするのである。よっ

て，音読はリスニング力の向上に効果があるということになる。 

小寺（2005）では，高校専門学校の「コミュニケーション II」の授業（15 回）に DVD 鑑賞後，音

読を取り入れた授業を行うクラスとリスニングを取り入れた授業を行うクラスにおいて，事前事後にデ

ィクテーションのテストをしたところ，前者のスコアの方が後者に有意差をもって上回ったと報告して

いる。 

鈴木（1998）では，大学での週1回の授業に音読をさせる回数を大幅に取り入れた実験群とあまり音

読しない統制群で事前事後にテストを比較したところ，リスニング力と理解を伴ったリーディング・ス

ピードの伸びに，実験群が統制群を上回っていたと報告している。 
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また，Nishida (2007)では，大学生を対象に以下のような音読練習を週1回の授業にとりいれた。 

1回目 未知語の意味を知りモデルリーディングの後に発音など気にせず音読をする 

2回目 知らない発音を確認しながらモデルリーディングを聞きそれを再生するように音読する 

3回目 音声変化に注意しながらモデルリーディングを聞きそれを再生するように音読する 

4回目 速さとリズムに注意をしながらモデルリーディングを聞きそれを再生するように音読する 

その結果，事前テストのスコアで4つに分割したグループのうち，一番レベルの高いグループ以外の

すべてのグループにおいて有意な差がみられた。 

さらに，土屋（2004）は，音韻体系を理解するために生徒自身が「どこで区切り，どこに強勢を置き，

どんな抑揚をつけて読むか」（p. 7）を考えて読むことが重要であり，模倣をするだけではなく聞き手に

わかるように読まなければ価値がないと主張し，音読をスピーキング活動と捉えることを勧めている。 

リスニング力の向上にとって重要なことは，音韻ループ内において入力情報をできるだけ早くできる

だけ多くサブボーカル・リハーサルし音韻性短期ストアに到達するようにすること，つまりサブボーカ

ル・リハーサルの自動化（門田，2007）である。このためには，あまり熟達していない学習者は，聞き

取った言語音声を音韻として音韻性短期ストアに貯蔵するために，まず，口頭の会話に使用される音声

言語と文字列であらわされている言語の差異に気づくことが肝要である。よって，connected speech を

明示的に導入することが効果的であると思われる。さらに，何度も音読・発表することが，頭の中の声

のスピードを上げサブボーカル・リハーサルを自動化させ，意味の塊であるチャンクをそのまま理解で

きるようになることに効果があると思われる。以上のことを授業に取り入れることでリスニング力が向

上するのではないか思われる。 

 

2.3 本研究の目的 

上記の先行研究からは connected speech や音読を授業に取り入れることがリスニング力に効果があ

ることがわかったが、それらの研究すべては週1回を数か月にわたって継続的に行う授業である。本研

究では，6 日間という短期間に集中して行われる大学の通信教育課程のスクーリングの英語のリスニン

グの授業においてもこれらを取り入れた授業が，参加者のリスニング力に影響があるかどうか，また学

生はその授業をどのように受け止めたかを検討することを目的とする。本研究では以下のようなリサー

チクエスチョンを設定する。 

1．短期間に集中して行われる大学の通信教育課程のスクーリングの英語の授業において，明示的に

connected speech を導入し，音読と発表を繰り返し行う活動を行うことによって学生のリスニン

グ力が高まるであろうか。 

2．本スクーリングに参加した学生はこのリスニングの授業をどのように受け止めたであろうか。 
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3．本研究 

3.1 参加者 

本研究の参加者は，東京都内の大学の通信教育課程に所属し，英語リスニングを選択している1年生

から 4 年生の学生 17 人である（18 歳～52 歳，男子 6 名，女子 11 名）。通信教育課程であるので通常

はそれぞれに仕事を持っている学生がほとんどであり，また居住地も日本全国さまざまである。英語学

習は，ほとんどの学生が中学校から学習を開始していた。現在英語を使用して仕事をしている学生は 1

名であり，また友人などと英語でコミュニケーションをとっている学生が2名程いたが，残りのほとん

どの学生は普段あまり英語に触れる機会がない。 

 

3.2 方法 

参加者である学生が受講した授業は，2013年8月12日から17日までの6日間で，一日に90分の授

業を2コマ，合計1080分行われた。使用したテキストは『英語のリスニングストラテジー ―コミュニ

ケーションのための実践演習』（金星堂）で，CD 付きである。90 分 2 コマ続きであったので，1 回の

授業を180分とみなし前半校半と分け以下のように行った。 

 

表1 授業内容 

回 前半 後半 
1 
 

・事前テスト 
・イントロダクション 

・フォニックス（文字の名前と音） 
・テキスト（音声変化の明示的説明） 

2 
 
 
 

・activity（名前暗記） 
・フォニックス（文字の名前と音） 
・テキスト（音声変化の明示的説明およ

びスキットの発表） 

・テキスト（音声変化の明示的説明およびスキットの発表）

・歌（Do-Re-Mi，音声変化の明示的説明練習） 
・DVD鑑賞（スポンジボブ，音声変化の明示的説明） 

3 
 
 

・activity（仲間外れ探し） 
・テキスト（音声変化の明示的説明およ

びスキットの発表） 

・テキスト（音声変化の明示的説明およびスキットの発表）

・歌（Do-Re-Mi，音声変化の明示的説明練習） 
・DVD鑑賞（スポンジボブ，音声変化の明示的説明） 

4 
 
 

・activity（英字新聞の天気予報を読む）

・テキスト（音声変化の明示的説明およ

びスキットの発表） 

・テキスト（音声変化の明示的説明およびスキットの発表）

・歌（Sound of Music，音声変化の明示的説明練習） 
・DVD鑑賞（スポンジボブ，音声変化の明示的説明） 

5 
 
 

・テキスト（音声変化の明示的説明およ

びスキットの発表） 
・キング牧師の演説鑑賞（YouTube） 

・テキスト（音声変化の明示的説明およびスキットの発表）

・歌（Sound of Music，音声変化の明示的説明練習） 
・DVD鑑賞（スポンジボブ，音声変化の明示的説明） 

6 
 
 

・テキスト（音声変化の明示的説明およ

びスキットの発表） 
・事後テスト 

・キング牧師の演説(I have a dream)発表 
・歌（Sound of Music） 
・DVD鑑賞（スポンジボブ） 

 

 表1の授業内容の各項目は以下の通りに行った。 

 フォニックス（文字の名前と音）では，アルファベットの名前読みと音読み（例えば，Aの名前

読みは/ei/，音読みは/æ/）があることを説明し，原則的な読み方を説明した。 
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 テキスト（音声変化の明示的説明およびスキットの発表）では，テキストの項目（単語・句強勢，

文の強勢とリズム，消える音，つながる音，変化する音，数字の聞き取り，意味グループ単位で

の理解，話の要点の理解，必要な情報の聞き取り）に沿って明示的に説明した後，モデルに沿っ

て音読指導した。また，各スキットではペアを組み，既習の項目に注意を払いながら練習しクラ

ス発表を行った。 

 2回目の activityでは，クラス全員の名前を覚えるゲームを行い、どのようにしたら覚えやすか

ったか（リズムを使う）の話し合いを行った。 

 3回目 のactivity では，数語の中から仲間外れの単語をみつけるゲームをグループで行った。仲

間外れになる基準は種類の違うもの（意味的仲間外れ）と音の違うもの（音韻的仲間外れ）を用

意した。特に，音韻的仲間外れにおいて，語末音（rhyme）の違うものを組み入れ，日本語とは

異なる英語の音の体系に触れた。 

 4回目 のactivity では，英字新聞を配布し天気予報を尋ねあう活動をペアで行い，数字，気温の

言い方に触れた。 

 歌では，DVD（Sound of Music）の歌を鑑賞し，歌詞の説明をした後，歌詞カードを見ながら

connected speech およびリズムに注意して歌う活動を行った。 

 DVD鑑賞では，漫画「スポンジボブ」を字幕なしで鑑賞し，connected speech が起こっていた

箇所を見つけ出させた後，明示的に説明した。 

 キング牧師の演説鑑賞（YouTube）及びキング牧師の演説の発表では，キング牧師の演説を鑑賞

し，意味の区切りや，connected speech について説明し，生徒各自キング牧師の演説の一節を選

択し音読練習するように指導した。最終日にそれを選んだ理由と共に発表する活動を行った。ま

た聴衆である学生は，発表者の発表を既習の項目（強勢，リズム，消える音，つながる音，意味

の単位，要点）およびコミュニケーションの態度（アイコンタクト，姿勢，声の大きさ）に沿っ

て評価するよう指導した。 

 

3.3 データ収集 

表1に示したとおり，スクーリング期間の事前，事後においてリスニングテスト（英検3級程度）を

行った。リスニングテストは 20 問（選択問題）からなる。また，事後において「授業についてのアン

ケート」を行った。項目1~4は選択式（「当てはまる」「少しあてはまる」「あまりあてはまらない」「あ

てはまらない」のうちいずれかを選ぶもの）である。各項目の質問は以下のとおりである。 

項目1 リスニングの授業は楽しかった 

項目2 リスニングの授業はやりがいがあった 

項目3 リスニングの授業は自分に自信がついた 

項目4 リスニングの授業は満足感が持てた 
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3.4 結果 

大学の通信教育課程のスクーリングで，大学生を対象にした英語のリスニングの授業において，明示

的 connected speech の説明と，音読と発表を繰り返し行う活動が，学生のリスニング力向上に効果があ

るかどうかを調べるために，事前事後に行ったリスニングテストについて対応のある t 検定を行った結

果，有意な差が見られた。(表 2) 

 

表2 リスニングテスト 

 事前 事後  
 平均 SD 平均 SD t値 
リスニング 14.59 3.00 15.94 3.31 -2.63* 
*p < .05 

 

また明示的 connected speech の説明と，音読と発表を繰り返し行う活動が，参加者である大学生がど

のように受け止めたを調べるために，事後に行った「授業についてのアンケート」を分析した項目 1~4

は結果以下の通りになった。（表3） 

 

表3 授業についてのアンケート 

 
項目 

あてはまる 少しあて
はまる 

あまりあて
はまらない 

あてはま
らない 

1 リスニングの授業は楽しかった 8人 6人 2人 1人 
2 リスニングの授業はやりがいがあった 5人 9人 3人 0人 

3 リスニングの授業は自分に自信がついた 2人 7人 6人 2人 

4 リスニングの授業は満足感が持てた 4人 8人 4人 1人 

 

3.5 考察 

リサーチクエスチョン 1「短期間に集中して行われる大学の通信教育課程のスクーリングで，英語の

リスニングの授業において，明示的 connected speech の説明と，音読と発表を繰り返し行う活動が，学

生のリスニング力に効果があるか」について調べるために，事前事後にリスニングテストを行い，それ

ぞれにおいて対応のある t 検定を行なった結果，いずれのテストにおいても事後の成績が事前に比べ有

意に高かった。これは，授業に行った明示的 connected speechの説明と，音読と発表を繰り返し行う活

動が，参加者のリスニング力に効果的であったことを示していると思われる。明示的に connected 

speechの説明を行うことで，文字には表れない自然に生じる connected speech を理解（水田，2005）

することが，リスニングをする際の意味検索のための手掛かりになったからであろう。また，音読と発

表を行うことで音韻ループ内のサブヴォーカル・リハーサルを自動化できるようになり（門田，1998，

2007），語彙チャンクを効率的に記憶にとどめることができる（門田，2007；Nishida，2007；小寺，

2005；鈴木，1998，2009)ようになった結果，リスニング力が向上したものと思われる。 
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さらに，リサーチクエスチョン 2「本スクーリングに参加した学生はこのリスニングの授業をどのよ

うに受け止めたであろうか」を調べるために，事後に行った「授業アンケート」を分析した結果，明示

的 connected speech の説明と，音読と発表を繰り返し行う活動を取り入れたリスニングの授業を楽しか

ったかどうかについて「あてはまる」あるいは「少しあてはまる」と答えた学生は，14人（82%）であ

り，また，やりがいがあったかどうかについて「あてはまる」あるいは「少しあてはまる」と答えた学

生も14人（82%）であった。よって，8割以上の参加者が授業にやりがいがあったと思っていることが

分かった。また，本スクーリングのリスニングの授業で自分に自信がついたかどうかについて「あては

まる」あるいは「少しあてはまる」と答えた学生は9人（53%）であり，過半数の参加者は，明示的connected 

speech の説明と音読と発表を繰り返し行う活動を取り入れたリスニングの授業で自分のリスニング力

に対する自信が持てたということになる。さらにリスニングの授業は満足感が持てたかどうかについて

「あてはまる」あるいは「少しあてはまる」と答えた学生は12人（71%）であったので，7割の参加者

が満足しているということになり，水田（2005）が高校で行ったアンケートの結果と一致していると言

える。以上の事からおおむねリスニングの授業に明示的な connected speechの導入と音読・発表を取り

入れたことは学生たちに肯定的に受け止められたと言えるであろう。 

 

4．おわりに 

本研究では，短期間に集中して行われる短期間に集中して行われるスクーリングの英語のリスニング

の授業において，十分なインプットの確保の代償として，connected speechを明示的に説明し音読・発

表を繰り返し行う英語のリスニングの授業を行い，参加した学生のリスニング力に及ぼす効果を報告し

たものである。その結果，週1回数か月にわたって継続的に行われる授業と同様，短期間に集中して行

われるスクーリングの授業においても参加した学生たちのリスニング力の向上に効果がみられた。また，

参加した学生たちは年齢も英語のレベルも異なっていたが，そのどの学生たちにもおおむね肯定的に受

け止められていた。しかしながら connected speech を明示的に説明し音読・発表を繰り返し行う活動の

うちどれがリスニング力に結び付いたかを論じることはできなかった。今後、個々の活動がどのように

リスニング力に影響するかを課題とし，調査していく予定である。 
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