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要約 

本研究では、小学校外国語活動において使用されている副教材『Hi, friends! 1・2』のデジタル教材

に収録されている対話のコンテクストの特定化および構造について発話当事者の国籍、発話場所、対話

内のターンと発話について調べた。その結果、発話当事者の国籍、発話場所については不明なものが多

くコンテクストが特定化されているとは言えなかった。また、対話においては単純な構造のものが多く、

自然なコミュニケーションを促すためのインプットを提供しているとは言い難いが、『Hi, friends! 1』と

『Hi, friends! 2』が段階的に複雑な対話を収録している教材であることが分かった。 
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1．はじめに 

2011年度より日本の小学校において外国語活動が全国一斉に導入され、それに伴い2012年度から外

国語活動教材として『Hi, friends!1・2』が配布された。これは、2008年3月に改訂された学習指導要

領において、「1. 総説、（4）外国語活動における『指導計画の作成と内容の取扱い』の要点『指導計画

の作成や授業の実施に当たっては、学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が行うこととした。』」

（MEXT, 2008，p. 4）ことを受けて、「教育の機会均等、中学校との円滑な接続、外国語活動の質的水

準の担保等の観点から」（MEXT, 2012）、2009～2011 年度に共通教材として作成・配布された『英語

ノート』を改善したものとして作成されたものである。 

『Hi, friends! 1・2』に使用の仕方については各地方教育委員会や研究部会および研究者、出版社な

どで多く取り上げられており、3 年間のみの使用となった『英語ノート』に比べ、はるかに小学校外国

語活動の定番教材として定着、活用、研究されているように思われる。特に、『Hi, friends!1・2』のデ

ジタル教材は、画面と同時に英語母語話者の発音を聞かせることができ、英語にあまり精通していない

小学校教員が一人で外国語活動をする教室で、力強いサポートとなっていると思われる。 

根岸（1990）では、「自然なdiscourse competence を習得させようとしたならば、自然な言語環境を

反映した状況で言語教育を行う必要がある」（p. 44）と述べ、「このような観点から言えば、もし主たる

input の 1 つたる教科書のディスコースが現実のディスコースを反映しないものであれば、それに基づ
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いて習得される‘discourse competence’も非常に不自然なものとなることが考えられる。」（p. 44）と

し、外国語教育で使用される教材の一つである教科書の重要性を説いている。また、McGroarty & 

Taguchi （2005）では、言語教育では、言語が特定の場所で特定の目的のために使用されることに焦

点を置くべきで、インプットの量や、適切性や、文脈が欠如した教材は，特に、English as a Foreign 

Language （EFL）の環境においては、外国語学習者の言語運用能力の育成を阻むものであるとしてい

る。 

以上のことを踏まえて、本研究では、全国に普及し活用されている『Hi, friends!1・2』のデジタル教

材は、学習指導要領の目標である「コミュニケーション能力の素地を養う」（MEXT, 2008， p. 8）た

めのインプットとして適切であるかどうかを調査するものである。 

 

2．教科書分析に関する先行研究 

伊東・高津・福嶋（1993）は、「コミュニケーションとは、特定の言語的・文化的コンテクストの中

で生起するもの」（p. 25）であることから、中学校用教科書（1993年版）にある発話のコンテクストの

特定化がどのくらいなされているかを明らかにするために、発信者年齢、発信者性別、発信者国籍、受

信者年齢、受信者性別、受信者国籍、発信地域、発信場所の項目について調査した。その結果、受信者、

発信地域、発信場所の特定率が低く、コンテクストの特定化はされにくくなっていると報告している。

さらに、発話者または受信者のいずれかが日本人であることが多く、また、中学生であることが比較的

多いが、一方、非英語話者であることは非常に少ないと報告している。これは、「登場人物が学習者にと

って身近に感じられるように、意識した教材作りがなされている」（p. 29）からであろうとしている。

まとめとして、コミュニケーションを学習するための教材としての中学校用教科書には「個々の発話の

コンテクスト（発信者・受信者・場面）をもっと特定化する必要がある」（p. 30）と示唆している。 

伊東・高津・長安・廣地・福嶋（1994）においても、中学校用英語教科書を分析し、コンテクストの

特定化について研究している。分析項目は、上記の8項目（発信者年齢、発信者性別、発信者国籍、受

信者年齢、受信者性別、受信者国籍、発信地域、発信場所）に加え、発話機能、発話の話題、談話的機

能である。その結果、伊東・高津・福嶋（1993）同様、どの教科書も発信者よりも受信者の条件の特定

化の割合が低く、また、発信受信の場所がはっきり特定できていない場合が多いことから、「対話文にお

いても、発信者・受信者・場面のすべての条件が特定されているものが、全体の半数近くにしかならな

いのは、コンテクストの特定化をコミュニケーションの本質として捉える立場からすれば、問題である」

（p. 60）と示唆している。さらに、半数以上が発信者・受信者のいずれかが日本人であること、英語話

者の割合はどの教科書も比較的高いが非英語話者は少ないことを報告している。発信者が日本人である

場合は、発信地域はほぼ日本に設定されている教科書と日本と英語圏どちらにも設定されている教科書

があるが、いずれの教科書においても非英語圏に設定されていることはほとんどない。また、発信場所

の詳細では、おおむね学校と家庭になっていると報告し、「この場面設定は、中学生にとっては自然なも
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のだと言える半面、発話の具体的内容を調べてみると、英語での発話の必然性が損なわれているものも

多くみられる」（p. 62）と述べている。 

発話機能と話題に関しては、相手を物理的に動かしたり、精神的に動かすような積極的な発話は1割

に満たず、相手に情報を与える発話はようやく 5 割を超えているものの、「相手からの発信に対して答

えるという消極的なもの」（p. 64）が多いと報告している。また、話題においては、日常生活が他の話

題と比べてかなり多い一方、日本人が知りたい海外事情に関する話題が少ないことから、「話題の質を深

めるとともに多様性を持たせる必要がある」（p. 64）と指摘している。 

最後に、発話ターンの構成に関して、対話の中で発話者が占有している対話区域（ターン）内の談話

の種類（「始動」「反応」「追加」）の構成について分析した結果、「追加」の割合が低く、「対話に発展性

がなく、自然さに欠け」（p. 66）ていること、「始動」と「始動‐反応」「反応‐追加」の3つの単純な

構成のターンのみで 7 割の対話が組み立てられていることを指摘し、「自然な対話を学習者に身につけ

させることも教科書の大切な役割であることを考えると、もっと多様な構成の対話を多く取り入れるべ

きである」（p. 66）と示唆している。 

根岸（1990）は、外国語学習における input の重要性に注目し、「『教科書』による input は『教師』

や『音声テープ』による input と同じ位重要である」（p. 44）と考え、日本の中学校用検定教科書と英

米の出版社が外国語としての英語のテキストとして出版したコース・ブックにおいて、「第 1 話者が判

断を下した事柄に対して、第2話者が判断を下す場合と、第1話者がある判断（本稿では「好み」に限

る）を求めて、それに対して第2話者が答える場合」（p. 45）について談話を比較した。前者後者とも

合意する場合と反対する場合についていくつかのディスコース・パターンに分類し、それぞれ日本の中

学校用検定教科書と英米の出版社のテキストに含まれる談話がこれらの分類においてどのように分布し

ているかを調べた。その結果、前者の方が、ディスコース・パターンの種類が少なく、分類対象にした

ディスコース・パターンに当てはまるものが全くないものもあったと報告している。 

山森・藤田・武知・秦・伊東（2003）では、中学校の検定教科書においてどのように学習指導要領が

具現化しているかを見るために、中学校英語教科書のテキストを場面設定、談話構造、言語機能の点か

ら分析した結果、場面設定では「学校を舞台とする対話の割合が最も高く」（p. 161）「家庭、屋内 屋外

も満遍なく扱われている」（p. 161）とし、生徒にとって身近な場面が数多く設定されていることが分か

ったと報告している。また、談話構造においては、いずれの教科書においても話し手が話を終えるまで

に、平均 2 つの発話から構成されていることが分かった。さらに、その発話の役割である「開始」「応

答」「再開」（p. 162）に割り当てられる文数は、教科書によって異なるが1～3文で構成されていること、

また、「同じ教科書でも、スキットにより談話構造が異なって」（p. 163）いることをあげている。 

日本の高等学校で使用されるオーラル・コミュニケーションの教科書分析を行った McGroarty and 

Taguchi (2005)では、多くの対話が学校を場面としていること、話題では、教育（学習）と楽しみにつ

いての対話が最も多く、また、話者の7割が、友人、クラスメイト、家族であることから、教科書に導
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入されている場面や言語使用は、くだけた略式なものが多いことを指摘している。さらに、情報を授受

したり自己表現をする言語機能が大半を占めていたり、準備や許可などを含む要求に対する表現が非常

に限定的であることを挙げている。言語使用は文脈的要因に深く影響を受けており、文脈的要因こそが

異なる場面において適切で効果的な形式を決定するものであることを踏まえると、分析対象となった教

科書が、異なる場面で異なる言語形式を選択する理由を説明することにおいて欠如していると示唆して

いる。 

以上のことから、教室で使用される教科書が学習されるコミュニケーションの質に大きくかかわって

いることが明らかであることがわかる。本研究においても、小学校外国語活動の補助教材である『Hi, 

friends! 1・2』のデジタル教材を分析することが、今後の日本の小学校の英語の教科書作成に大いに教

育的示唆をあげられるはずであると思われる。 

 

3. 本研究 

(1) 本研究の目的 

本研究では、2012年度より全国に配布された小学校外国語活動補助教材である『Hi, friends!1・2』

のデジタル教材をコンテクストの特定化と対話の構造の点から調査し、「コミュニケーション能力の素地

を養う」（MEXT, 2008， p. 8）ためのインプットとして適切であるかどうかを調査するものである。 

 

(2) 方法 

 分析する教材 

本研究において分析に使用する教材は、2012 年文部科学省より各小学校に配布されている『Hi, 

friends! 1』および『Hi, friends! 2』のデジタル教材（DVD）である。これは、小学校5年生と6年生

全員に外国語活動の補助教材として配布されている『Hi, friends! 1』（小学校 5 年生用）および『Hi, 

friends! 2』（小学校6年生用）に音声データと動画データを加えたものである。各レッスンにある項目

（Let’s listen, Let’s Sing, Let's Play, Activity, ロールプレイスキット）をクリックすると、音声を

聞くことができたり、動画を見ることができたり、絵を動かすことができたりするものである。小学校

教員はこのデジタル教材を使用して外国語活動を組み立てることができるようになっている。収録され

ているものは以下のとおりである。 
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本研究では、上記のうち、単語や文の繰り返し練習を除く対話形式部分で、明らかに2人以上から構

成されるもの（太字）を分析した。 

 

 データの処理 

『Hi, friends! 1』および『Hi, friends! 2』のデジタル教材に収録されている発話において、コンテク

表1 『Hi, friends! 1』コンテンツ 

Lesson         

1 Let’s 
Listen 1 

Let’s 
Listen 2 

Let’s 
Listen 3 

Let’s 
Chant 

Activity ロールプレ

イスキット 
   

2 Let’s 
Listen 

Let’s 
Sing 

Let’s 
Play 

Activity ロールプレ

イスッキト 
    

3 Let’s 
Play 1 

Let’s 
Listen 

Let’s 
Play 2 

Activity 
1 

Let’s 
Chant 

Activity 
2 

ロールプレ

イスキット 
  

4 Let’s 
Play 

Let’s 
Chant 1 

Let’s 
Listen 1 

Let’s 
Chant 2 

Let’s 
Listen 2 

Activity ロールプレ

イスキット 
  

5 Let’s 
Listen 1 

Let’s 
Listen 2 

Let’s 
Listen 3 

Let’s 
Chant 

Activity ロールプレ

イスキット 
   

6 Let’s 
Play 1 

Let’s 
Play 2 

Let’s 
Listen 

Let’s 
Chant 1 

Let’s 
Chant 2 

Let's 
Play 3 

Activity ロールプレ

イスキット 
 

7 Let’s 
Listen 

Let’s 
Play 

Let’s 
Chant 

Activity 
①②③④ 

ロールプレ

イスキット 
    

8 Let’s 
Play 1 

Let’s 
Listen 1 

Let’s 
Play 2 

Let’s 
Sing 

Let’s 
Chant 

Let’s 
Listen 2 

Let’s 
Play 3 

Activity ロールプレ

イスキット 

9 Let’s 
Listen 1 

Let’s 
Play 

Let’s 
Listen 2 

Let’s 
Chant 

Activity 
1 

Activity 
2 

ロールプレ

イスキット 
  

 

表2 『Hi, friends! 2』コンテンツ 

Lesson         

1 Let's 
Play 

Let's 
Listen 

Let’s 
Chant 

Activity 
1 

Activity 
2 

ロールプレ

イスキット 
   

2 Let's 
Play 1 

Let's 
Listen 1 

Let's 
Chant 

Let's 
Play 2 

Let's 
Listen 2 

Activity ロールプレ

イスキット 
  

3 Let's 
Play 1 

Activity 
1 

Let's 
Listen 

Let's 
Play 2 

Let's 
Chant 

Activity 
2 

Activity 
3 

ロールプレ

イスキット 
 

4 Let's 
Play 

Let's 
Listen 

Activity Let's 
Chant 

ロールプレ

イスキット 
    

5 Let's 
Play 1 

Let's 
Listen 1 

Let's 
Play 2 

Let's 
Play 3 

Let's 
Listen 2 

Let's 
Chant 

Activity ロールプレ

イスキット 
 

6 Let's 
Play 1 

Let's 
Listen 1 

Let's 
Play 2 

Let's 
Listen 2 

Activity 
1 

Let's 
Listen 3 

Let's 
Chant 

Activity 
2 

ロールプレ

イスキット 

7 Let's 
Play 

Let's 
Listen 

Let's 
Chant 

Activity ロールプレ

イスキット 
    

8 Let's 
Listen 

Let's 
Chant 

Let's 
Play 

Activity ロールプレ

イスキット 
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ストの特定化を分析するために、伊東他（1994）の分析方法をもとに、（1）発話当事者の国籍、（2）発

話場所、および（3）発話の種類について分析した。 

(1) 発話当事者の国籍：日本人対日本人、日本人対日本人以外．日本人対不明、日本人以外対日本

人以外、日本人以外対不明、不明対不明に分類した。 

(2) 発話場所：戸外、家、学校、不明に分類した。 

(3) 対話内のターンと発話：McCarthy（1991）は発話のやり取りは開始「initiation」、返答

「response」、さらに、コメント「follow-up」の3つから構成されるとし、これをもとに伊東

他（1994）はターンを構成する要素である発話を「始動  (INITIATING)」、「反応 

(RESPONDING)」、「追加 (ADDING)」の 3 つに分類している。本研究ではこれらをもとに

ターンを構成する各発話を「initiation（開始）」、「response（返答）」、「follow-up（コメント）」、

「adding（追加）」に分類した。さらに、1 ターンの構成の発話の組み合わせがどのようにな

っているかを分析した。 

 

(3) 結果 

 発話当事者の国籍 

発話当事者の発話者の国籍を調べた結果、『Hi, friends! 1』『Hi, friends! 2』いずれにおいても「不明

対不明」が一番多く過半数を超えていた。また、「日本人対日本人」「日本人対日本人以外」「日本人対不

明」のいずれも2割に満たないが、対話者のうち一方が日本人であるのは、『Hi, friends! 1』では38.8％、

『Hi, friends! 2』では54.8％であった。（表3参照） 

 

表3 発話当事者の国籍 

 Hi, friends! 1 Hi, friends! 2 合計 

 対話数  ％ 対話数   ％ 対話数   ％ 

日本人v.日本人  8 11.9  8 19.0 16 14.7 

日本人v.日本人以外  8 11.9  7 16.7 15 13.8 

日本人v.不明 10 14.9  8 19.0 18 16.5 

日本人以外v.日本人以外  1  1.5  0  0.0  1  0.9 

日本人以外 v.不明  0  0.0  0  0.0  0  0.0 

不明v.不明 40 59.7 19 45.2 59 54.1 

合計 67 100.0 42 100.0 109 100.0 
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 発話場所 

発話場所を分析した結果、『Hi, friends! 1』『Hi, friends! 2』いずれにおいても、「不明」がおよそ8

割であった。これらの対話は、発話している人物が多少動いたりするが背景がない。また、残り2割は、

各レッスンの最後にある「ロールプレイスキット」（paper-base の『Hi, friends! 1』『Hi, friends! 2』に

は載っていない）と『Hi, friends! 1』 Lesson 9にあるLet’s Listen 2であった。「ロールプレイスキ

ット」のうち、『Hi, friends! 1』では、「戸外」が4対話（全ロールスキットの44.4％）、「家」が5対話

（全ロールスキットの55.6％）、「学校」はなかった。一方、『Hi, friends! 2』では、「戸外」と「学校」

が1対話ずつ（各々12.5％）で、「家」が6対話（75％）あった（表4を参照）。 

 

 

 対話内のターンと発話 

分析の対象となる対話数、ターン数、発話数および対話を構成しているターン数と発話数の平均、さ

らに、ターンを構成している発話数の平均は以下のとおりである（表3を参照）。 

対話数とターン数において、『Hi, friends! 1』の方が『Hi, friends! 2』より多かった。しかしながら、

発話数においては、『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 2』では、大きな差はない。また、「対話を構成し

ているターンの数の平均」と「対話を構成している発話の数の平均」および「夕一ンを構成している発

話の数の平均」では、いずれも『Hi, friends! 2』の方が『Hi, friends! 1』を上回っている。これらのこ

とから、1対話において『Hi, friends! 2』の方が『Hi, friends! 1』に比べ、一つの対話の中のターンが

何度も繰り返されていること、一つのターンに多くの発話が入っていることがうかがわれる。 

さらに、一つの対話内におけるターン数の分布を調べたところ、グラフ 1 からわかるように『Hi, 

friends! 1』と『Hi, friends! 2』のいずれにおいても1対話におけるターン数は、2ターンが一番多く、

それぞれ59.7％と54.8％を占めている。3ターン（19.4％、23.8％）、4ターン（9.0％、8.3％）と続く

が、2ターンに比べるとはるかに少ない。8ターン、9ターン、12ターン、16ターンなどがいくつかの

対話あるが、これらは、同じパターンの繰り返しの発話が続くものが多い。 

表4 発話場所 

 Hi, friends! 1 Hi, friends! 2 合計 

 対話数   ％ 対話数   ％ 対話数   ％ 

戸外  9 13.4  1  2.4 10  9.2 

家  5  7.5  6 14.3 11 10.1 

学校  0  0.0  1  2.4  1  0.9 

不明 53 79.1 34 81.0 87 79.8 

合計 67 100.0 42 100.0 109 100.0 
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また、一つの対話における発話数の分布（グラフ 2）から、1 対話における発話数もターン数と同様

に、『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 2』いずれにおいても、2～4発話がかなり多くの割合を占めてい

るように見える。しかしながら、『Hi, friends! 1』には、2発話が59.7％を占めている一方、『Hi, friends! 

2』では、2発話が7.1％、3発話が38.1％と、2発話より3発話がかなり多くを占め、『Hi, friends! 1』

とは分布が異なっている。また、5対話においては、『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 2』がほぼ同じ

9.％であるが、6対話と7対話においては、『Hi, friends! 2』のみ14.3％、7.1％を占めている。 

一つのターンにおいて発話数の分布（グラフ3）を見てみると、1ターン内においては、『Hi, friends! 

1』と『Hi, friends! 2』ともに、1発話が一番多く、『Hi, friends! 1』では85.5％、『Hi, friends! 2』で

は59.7％となっている。しかしながら、『Hi, friends! 2』では、『Hi, friends! 1』同様他の発話数を大き

く上回っているもののその割合はかなり異なる。さらに、2発話と3発話では、『Hi, friends! 2』では、

25.7％と11.1％、『Hi, friends! 1』では、14.0％と0.5％であり、『Hi, friends! 2』が『Hi, friends! 1』

を大きく上回っている。 

加えて、対話におけるそれぞれの発話のはたらきの種類（「initiation（開始）」、「response（返答）」、

「follow-up（コメント）」、「adding（追加）」）を調査したところ、グラフ4からわかるように、『Hi, friends! 

1』では、「initiation」と「response」のどちらも30％を超えている。『Hi, friends! 2』では、「initiation」
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と「response」に加え「adding」がほぼ同じ割合（31.0％、30.6％、31.9％）を占め、「adding」が 1

割以下の『Hi, friends! 1』とは分布が異なる。また、『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 2』のどちらに

おいてもコメントを加える役割である「follow-up」はかなり少ない（11.4％、6.5％）。 

最後に、各ターン内の発話の構成を調べた結果、（グラフ5を参照）、『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 

2』いずれも「initiation」と「response」のみの発話でできているターンが一番多く（「initiation」：36.4％、

34.0％，「response」：42.1％、21.5％）、『Hi, friends! 1』では両方を合わせるとおよそ8割になる。一

方、『Hi, friends! 2』では、「response+adding」（13.9％）や「response+adding+adding」（4.9％）

「response+adding+initiation」「response+initiation」（4.2％）などが『Hi, friends! 1』より多くを占

め、対話者の話しかけに答えながら、次へと続けるための発話を行っていることがわかる。また、

「follow-up」「follow-up+adding」は『Hi, friends! 1』『Hi, friends! 2』ともに若干しかない。 

 

4. 考察 

本研究では、小学校外国語活動補助教材である『Hi, friends!1・2』のデジタル教材に収録している対

話が「コミュニケーション能力の素地を養う」（MEXT, 2008， p. 8）ために適切であるかどうかを明

らかにするために、それらのコンテクストの特定化と対話の構造について、発話当事者の国籍、発話場

所、対話内のターンと発話について調べた。 

発話当時者の国籍に関しては、「不明対不明」が過半数を超え、特定化しているとは言い難いものの、

対話をしている一方の発話者が日本人であるのは、『Hi, friends! 1』では38.8％、『Hi, friends! 2』では

54.8％となっていることから、学習者が身近に感じるように意識した教材作成が行われていることがわ

かる。これは、中学校用教科書の特徴と似ているように思われる（伊東・高津・福嶋，1993；伊東他，
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1994）。 

発話場所については、各レッスンの最後に配置されている「ロールプレイスキット」の全てにおいて

は明確になっており、特定化がされていると言える。また、それらのうち登場する場所は、『Hi, friends! 

1』では、戸外と家のみでバリエーションが乏しいように見受けられるが、詳細に調べてみると戸外で

は、公園、玄関先、リンゴの木の下、洋服屋、レストラン、道などバリエーションに富んでいる。『Hi, 

friends! 2』では、家が 75％を占め、戸外・学校は1回しか現れない。「ロールプレイスキット」以外に

は、『Hi, friends! 1』Lesson 9において特定化のできる発話場所があるものの、他の対話（分析対象の

対話の約8割）においては、発話者がクリックすると揺れる程度であり、背景が全くなく特定化ができ

ない。これについても、伊東・高津・福嶋（1993）や伊東他（1994）の中学校用教科書の分析結果にお

いて、「どの教科書においても、発信地域と発信場所の確定率が低く、特定化の度合いが低くなっている」

（伊東・高津・福嶋1993, p. 27）と似ている結果であると思われる。 

さらに、対話内のターン数と発話数、その役割について調べたところ、『Hi, friends!1』では2ターン

からなる対話が過半数以上あり、1 発話からなるターンが 8 割以上であることが分かった。一方、『Hi, 

friends! 2』では、2ターンからなる対話が過半数以上あるものの、3発話からなる対話が一番多くあり、

2発話からなるターンが3割弱あることが分かった。このことから、『Hi, friends! 1』では、1対話にお

いて、対話者がそれぞれ 1 発話からなる 1 ターンずつ話している対話が多いことを示す一方、『Hi, 

friends! 2』では、1対話において、一方の対話者が1発話からなるターンをもう一方の発話者が2発話

からなるターンを1つずつ話している対話が多いことを示している。このことは、対話内の発話の役割

と組み合わせからもわかる。『Hi, friends!1』では「initiation」と「response」の発話がほとんどであ

る一方、『Hi, friends! 2』では、「initiation」と「response」のターンに加え、「initiation+adding」と

「response」あるいは、「initiation」と「response+adding」のターンも多いことが分かった。これは、

『Hi, friends! 2』の方が、『Hi, friends! 1』に比べ、やや複雑な対話を展開していることを示している

と思われ、よりコミュニケーションが自然なやり取りになっているからであろうと思われる。つまり、

『Hi, friends! 1』から『Hi, friends! 2』と外国語活動が進むにつれて、段階を追ってより豊かなコミュ

ニケーションのやり取りを紹介しているということになり、『Hi, friends! 1・2』は計画的に作成された

副教材であるということになる。また、山森他（2003）にある中学校用教科書において話し手の平均発

話数が2つであることを考慮に入れると、中学校用教科書と合わせて段階的に作成されているように思

われる。 

しかしながら、どちらに収録されている対話においても、「follow-up」や「follow-up+adding」なの

ターンは『Hi, friends! 1』と『Hi, friends! 2』のいずれにも若干しか収録されておらず、自然なコミュ

ニケーションによく使用される、対話者の発話に対する「コメント」が『Hi, friends! 1・2』に乏しい

ことがうかがわれる。これらは、中学校用教科書が単純な構成のターンで対話が組み立てられている傾

向性があること（伊東他，1994）や、ディスコース・パターンの種類が少なくて、バリエーションに乏
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しい（根岸，1990）ことに似ているように思われる。 

以上のことより、『Hi, friends! 1・2』に収録されている対話は、コンテクストの特定化がされにくく、

対話が限定的なパターンでできているといえると思われる。伊東他（1994）が中学用教科書に関して述

べている通り、『Hi, friends! 1・2』においてもまさしく「もっと多様な構成の対話を多く取り入れるべ

きである」（p. 66）といえるであろう。 

 

5. おわりに 

小学校外国語活動で使用している『Hi, friends!』はコンテクストに不明なものが多く、対話が自然と

は言い難いものであることが明らかになった。これらのことを考慮し、教室では外国語活動の工夫をよ

り一層図るべきであるばかりか、コミュニケーション能力を育成するためには、言語の役割である特定

の場所で特定の目的のために使用されることを念頭におき、教材開発をすべきであると示唆できるであ

ろう。 
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