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１．はじめに

　平成24年より指導要領が改訂され、高等学校に
おいては「外国語を通じて、言語や文化に対する理
解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうと
する態度の育成を図り、情報や考えなどを的確に理
解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能
力を養う」（MEXT，2010）ことを外国語科の目標
を置くこととなった。さらに、外国語科における各
科目も前学習指導要領のもとでは「英語Ｉ」「英語Ⅱ」

「オーラル・コミュニケーションＩ」「オーラル・コミュ
ニケーションⅡ」「リーディング」「ライティング」で

あった科目名が、現行の指導要領では「コミュニケー
ション英語基礎」「コミュニケーション英語Ｉ」「コ
ミュニケーション英語Ⅱ」「コミュニケーション英語
Ⅲ」「英語表現Ｉ」「英語表現Ⅱ」「英語会話」となり、
目標に掲げている「コミュニケーション能力を養う」
を科目名にも色濃く出しているように見える。これは、
外国語学習は、知識として身につけるとことにとど
まらず、使用することを目的としているからであろう。
また、グローバル化が進む中で、ことばを通してや
り取りすること、つまりコミュニケーション能力の育
成の重要性は周知のとおりである。では、どのよう
な教材がコミュニケーション能力を育成するために
は適しているのであろうか。
　根岸（1990）は、「自然なdiscourse competence
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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
述べており、その教材として使用する「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、教科書に含まれているテキス
トの役割がコミュニケーション能力を養う上で非常
に重要であることを述べている。
　高𣘺（2015）は、文学の中のdiscourseは、登場人物・
発話場所などの設定が読者にとって明確になってお
り、また言語教育的意義などを含んで作られていな
い、つまり真正のdiscourseと見なすことができるこ
とから、イギリスやアメリカにおいては、文学作品
はコミュニケーション能力を養うのに適した題材で
あり、学習教材として価値が高いと評価されている
ことを紹介している。一方、日本では文学が外国語
科の題材として積極的に登場しなくなってから久し
い（江利川，2008）。日本における英語科の歴史を
辿ってみると、1948年「外国語の標準的な現代文学
作品が読めること」（江利川，2008，p.81）が『教科
用図書検定基準（案）』において高校の目標となっ
ていたが、1952年には、「教材が『文学面に限られ
ることは必要でもないし、望ましいことでもない』と
文学偏重にクギをさし」（p.81）、1955年では「シェー
クスピアより使える英語」（p.81）をと日本経営者が
要望しているとある。高𣘺（2015）はこのような事
態を、日本では、コミュニケーション能力が「狭い
実用主義と結びついた結果、すぐに役立ちそうな実
用的教材志向へと向かっていった」（p.51）と解説し
ている。
　本稿では、文学作品を教材として用いることが、
外国語学習にもたらす意義を再考し、高校でシェー
クスピアのRomeo and Julietを教材として用いた

「コミュニケーション英語Ｉ」の授業において、生徒
たちがそれをどのように感じ受け止めたか、授業を
受け持つ担当者は生徒をどのように観察したかを分
析し、文学作品の教材としての有効性を論じる。

２．外国語（英語）教育における文学教材
の意義

　伊村（2003）によれば、19世紀の日本の開国か
ら英語教育の歴史も始まったことになる。当時の教
材には、英米文学作品が主流であったという（江利
川，2008）。これにともない「より文学的な作品が入
試に登場」（江利川，2008，p.77）するようになって
きた。ところが、文部省からの通達で「入試にふさ
わしい文学作品には限りがあるから文学は避けた方
が無難」（江利川，2008，p.80）となっていった。そ
の後、日本の英語教育では、文学よりも実践的な
内容の教材を好むようになり（江利川，2008）、教
材としての文学は忘れ去られた存在になりつつある
のである。しかしながら、アメリカやイギリスにお
いて1980年ごろからコミュニカティブな言語教育

（Communicative Language Teaching：CLT）を推
進するうえにおいて文学は“authentic text”であり、
authenticな相互交流の言語活動を導入できる教材
として再評価されてきている（高𣘺，2015）。文学が
外国語学習の教材として有益であることについて以
下の点があげられる。

・ 楽しみを生む（Daskalovska & Dimova，2012；
Ur，2012）

・ 動機づけになる（Daskalovska & Dimova，2012；
Tasneen，2010；Ur，2012）

・ テキストにある文化的知識を得られる（池田，
2004；中村，2003；Ur，2012）

・ 思考を深める（Daskalovska & Dimova，2012；
Ur，2012）

・ 人間の立場や葛藤への気づきを引き起こす（Ur，
2012）

・ 文学それ自身の価値がある（Ur，2012）
・ 書き言葉のスタイルの違いや言語使用に多様性が

ある（Daskalovska & Dimova，2012；Tasneen，
2010；Ur，2012）

・ 語彙の拡充を図れる（Ur，2012）
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・ 読解力の発達を促す（Daskalovska & Dimova，
2012；池田，2004；Ur，2012）

・ discussionやwritingの き っ か け と な る
（Daskalovska & Dimova，2012； 池 田，2004；
Tasneen，2010；Ur，2012）

・ 自分と関 係 付 ける（Daskalovska & Dimova，
2012；Tasneen，2010）

・ 内 容を理 解 できる（Daskalovska & Dimova，
2012）

・ 真正の言語使用を提供する（Daskalovska & 
Dimova，2012）

・ 真 正 のもの を 読 ん で い る 満 足 感 が あ る
（Daskalovska & Dimova，2012）
・ 言語使用ができるという自信がつく（Daskalovska 

& Dimova，2012）
・ 人間形成の助けとなる（中村，2003）
・ 真正のものへの感動、共感が生まれる（室井，

2006；中村，2003）
・ 言語使用の巧妙さに触れる（室井，2006）
・ 言語使用を活性化させる（川畑，2008）

　文学作品は日常どこにでもある題材を扱ってい
るものが多い。つまり、学習者は、学習教材として
の文学作品を自分と関係づけて考えることができる

（Daskalovska and Dimova，2012）ものが多く、「普
遍的な人間や人生の真実に出会い共感し感動」（中
村，2003，p.118）したり、互いに異なる立場にいる
ことや人としての葛藤に気づくこと（Ur，2012）に
なったりする。文学作品を読み、共感的批判的創造
的に考えを深め（Ur，2012）ることで、「感情を豊
かにし、共感する力」（中村，2003，p.117）を育成
することができる。また、文学作品を題材に、「読み
手それぞれがテキストから読み取った解釈を教師や
他のクラスメートと共有することで、自分自身の読
みを表現する機会と、他者の読みと出会う機会を持
つことができる」（池田，2004，p.28）のである。こ
のように文学作品を読んでから表現活動へつなげる
ことで、「お互いを理解しようというコミュニケーショ

ンが成り立つのであり、そのコミュニケーションを通
して、さらに読みを深めていくこと」（池田，2004，
ｐ.28）になったり、「日常のコミュニケーションや言
語使用についての意義を高め、現実の言語活動を活
性化させる」（川畑，2008，p.55）ことが可能になる
のである。加えて、これらの言語活動は学習者に自
分には言語を使う能力があるという自信を持たせる

（Daskalovska & Dimova，2012）ことにつながる。
このことは、近年の動機づけの研究では外国語学習
にとって非常に有効な要因であるとされている（八
島，2003）。
　また、文学作品は読むこと自体に価値があり（Ur，
2012）、それを教材として扱うこと、つまり原作を
読むということが学習者に大いに満足感を与える

（Daskalovska and Dimov，2012）ことにつながる。
このことが学習の動機づけに大きく貢献することに
なる。文学作品自体が真正（authentic）なテキスト

（Daskalovska & Dimova，2012）であり、そこか
ら読者である学習者は「ことばの妙」（室井，2006）
や、書き言葉の様々なスタイルや言語使用の多様性
に触れること（Ur，2012；Tasneen，2010）ができ
るのである。文学作品を解釈しながら、語彙を増や
たり（Ur，2012）、読解力を発達（Daskalovska & 
Dimova，2012；池田，2004；Ur，2012）させながら、
省察的で効果的な学習者、ことばの使い手となって
いく（Daskalovska & Dimova，2012）ことができる
のである。このように文学作品を読むことで、学習
者は、ますます学習動機を強めていくといって良い
であろう。
　最後に、外国の文学作品に触れることは「他者あ
るいは異文化と自己を相対的に見つめなおすことが
でき」（池田，2004，p.28）たり、「テキストを超えた
社会や文化の理解へ発展」（p.28）していくことになっ
たりすることができる。これらが、学習者にとって
は楽しみの一つとなっていく。これも学習動機の要
因の一つになるのである。
　以上のことをまとめてみると、図１になる。この
ようにそれぞれ文学作品を学ぶ効果は互いに結びつ
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き、動機づけを強くしていくと考えられる。

３ ．文学作品を英語の授業に取り入れた先
行研究

　後中（2014）は、2012年４月から2013年１月に、
大学１年生を対象に、共通教養科目としての英語の
授業の教材としてイギリス文学の散文を使用し、「言
葉の意味、作家の特徴、作品の登場人物」（p.82）
について、協同学習でリーディング活動と、その「朗

読プレゼンテーション」（p.82）を行い、文学教材の
有用性を調査した。
　その結果、全講義を終えたあとの学生の自由記述
形式のレポートから、文学教材のメリットとしては
・ 新鮮さ、楽しさがある
・ 達成感が大きい
・ 異文化に興味がわくさまざまな味わい方がある
・ その他（後中，2014，p.92）
が挙げられていた。

図１　文学作品の効果
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「新鮮さ、楽しさがある」では、
・ 中学・高校までとは異なる英語学習でじっくり味
わうことができた

・ ストーリー性がイメージを引き起こしやすくさせた
り世界観を広げることができたことで学習が楽し
みであった

・ 作品中の言葉の表現に魅力を感じた
などが挙げられていた。

「達成感が大きい」では、
・ 文学特有の表現の妙への気づき
・ その難しさを克服した達成感
・ 作品に向き合いながら「考える力、読みとる力、

共感する力、想像する力」（p.92）を養いながら「能
動的な学習、自律学習」（p.92）をすることができ
るようになった

が挙げられていた。
　さらに、「異文化に興味がわくさまざまな味わい方
がある」では、イギリス文学の作品を取り上げたこ
とでイギリスへの興味、言い換えれば「異文化の理
解の重要性に目が向けられた」（p.93）ことが挙げら
れていた。「その他」では、「音のリズム」に気づい
たり、「実用的に使える表現」（p.93）が作品中にあ
ることに気づいたことが挙げられていた。
　また、朗読プレゼンテーションにおいては、作品
への理解が深くなれば発音や読み方、たとえば「音
の強弱」「間のとり方」「スピード」「抑揚」「息遣い」「意
味のまとまり」「区切り」（p.95）と、「登場人物への
感情移入」「イメージ」（p.95）に気づきながらプレ
ゼンテーションしていたことが挙げられていた。さ
らに、「聞き手を意識した」（p.95）ことも挙げられて
いた。その他、後中（2014）は、文学は難しいから
こそじっくり考えわかった時の達成感や喜びが大き
いやりがいのある教材であると主張している。
　Tasneen（2010）は、文学作品を授業で使用す
ることに対して、教師はどのように思っているのか、
学習者はどうのように思っているのかなどについて、
アンケート、授業観察、インタビューを用いて調べた。
結果として、教師も生徒も、文学作品は、語彙学習や、

４技能の発達を促し、また、グループワークに活用
でき、異文化理解になる教材であると捉えているこ
とが分ったと報告している。
　廣井（2004）は、高校１年生に英語の授業で文学
を扱ってほしいかどうか、また中学校英語教科書で
印象に残った題材についてアンケートを行った結果、
前者では「是非扱ってほしい」20％、「扱ってほしい」
46％、「ふつう」21％、「あまり扱ってほしくない」８％、

「全く扱ってほしくない」５％、後者では、「ジョーイ」
「葉っぱのフレディ」「マザー・テレサ」が上がった
ことを報告している（p.24）。これを受け、生徒たち
がストーリー性の高いものを読みたがっており、「生
徒の嗜好性を考えた場合、文学作品は扱うことそれ
自体で高いモチベーションが期待でき」（p.24）るの
ではないかと述べている。
　さらに、『ハリー・ポッター』を使い、「各自のスピー
ドで読み」（p.24）ながら、「所々で英問英答を交え
た活動」（p.24）を行った結果、「生徒の反応はよく、
毎回楽しい授業ができ、改めて文学の内容の深さを
実感した」（p.26）と報告し、コミュニカティブな授
業で文学作品を使用することの効果を以下のように
述べている。
　　 実際のコミュニケーションの場では、言語だけ

ではなく、相手の立場を理解することも重要に
なってくるが、人の心を打つ文学には、そのよ
うな理解につながる内容がある。より実践的な
コミュニケーション活動のアイデア源として、
今こそ文学を見直すべき時なのではないだろう
か。（p.26）

　以上のことから、文学作品は、学習者自身が外国
語学習において学びたいと思っている教材の一つで
あること、学習者自身に様々な気づきを与える教材
であること、さらに、コミュニカティブな授業で効
果があることがわかった。これを踏まえて、以下の
リサーチクエスチョンをおくこととする。
　高校１年生の「コミュニケーション英語Ⅰ」の授
業で文学作品を教材として使用することにおいて
　１．生徒はどのような感想を持つであろうか
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　２． 生徒の活動がどのように観察されるであろう
か

　３． 授業に参加したnative speakerは生徒の活動
をどのように思うであろうか。

４．本研究

4.1　目的
　本研究では、文学作品を教材として使用した高校
１年生「コミュニケーション英語Ｉ」の授業を、生
徒はどのように受け止めるかを生徒の振り返りから、
生徒の活動について授業を受け持つ担当者の観察か
ら、さらに授業に参加したnative speakerの感想か
ら分析し、文学作品の学習教材の有効性を検討する
ことを目的とする。

4.2　参加者
　本研究の参加者は東京都内私立女子高等学校１
年生（選抜クラス）４名である。そのうち３名は付
属中学校からの内部進学者であり、１名は公立中学
校からの外部進学者である。

4.3　分析方法
　2015年11月30日から12月７日、６単位時間に行
われたに高校１年生「コミュニケーション英語Ｉ」
において、ShakespeareのRomeo and Julietを教
材として用いた。各授業で行った内容は以下のと
おりある。なお、2015年11月17日からRomeo and 
Juliet（graded book）を読むことを参加者である生
徒たちは校外課題として出されていた。
１． 第１時：絵本　William Shakespeare and the 

GlobeでShakespeareに つ い て 英 語 で 学 ぶ
（native speakerがT1の授業）

２． 第２時：Romeo and Julietをビデオで観賞し、
物語について内容確認の質疑応答を英語で行う

（native speakerがT1の授業）
３． 第３時：心に残ったシーンをRomeo and Juliet 

（graded book）から選び、その理由を書く（日
本人担当者がT1の授業）

４． 第４時：Romeo and Juliet（オリジナル版）か
ら心に残ったシーンを見つけ、native speaker
と朗読の練習を行う（日本人担当者がT1の授
業）

５． 第５時：native speakerと共に発表する（日本
人担当者がT1の授業）

６． 第６時：Romeo and Julietの中から登場人物を
一人選びその人について書く。振り返りシート
を記入する。（日本人担当者がT1の授業）

　native speakerとはJETプログラム（The Japan 
Exchange and Teaching Program）から派遣され
たカナダ出身のnative speakerであり、全時授業に
参加した。彼の専門は英文学である。分析は以下の
項目で行った。
● 事後の生徒の振り返りシートを質的に分析する生

徒は以下の項目について自由記述した。
　・「Romeo and Julietを読んだことは楽しかった」
　・「Romeo and Julietを読んだことは役にたった」
　・ 「Romeo and Julietを読んだことは自信がついた」
　・「Romeo and Julietを読んだことは満足した」
● 生徒の各activityでの様子を観察し、分析する
● 参加したnative speakerの事後の感想を質的に分

析する

4.4　結果
4.4.1　生徒の振り返りシート
　生徒の振り返りシートの各項目から以下が抽出さ
れた。
●Romeo and Julietを読んだことは楽しかった
　・難しさの克服・達成感…３名
　　 「すごく難しい文で書かれているのにもかかわら

ず、ちょっと理解できただけでも達成感を味わ
うことができた」

　・ 原作（真正のもの）を読んだことに対する感動
…２名

　　 「シェークスピアが実際に書いた文章を、今自
分が読んでいることに感動しました」

　・原作とリトールド版の比較が面白かった…２名
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　　 「本編と照らし合わせながら読んだときに、自分
が探していたものだったり、意味を理解できた
ときがすごく楽しかった」

　・真正の言語活動を通して深く理解できた…１名
　　 「難しい内容の部分を話し合って考えて、それ

が理解できたとき、とても面白いと感じた」
●Romeo and Julietを読んだことは役にたった
　・読解力の発達…２名
　　 「原文の英語は、単語の形も違い読みも複雑に

なっていて、読めるようになるまでとても時間
がかかりましたが、辞書などで調べているうち
に、だんだんと理解ができるようになった」

　・作者に興味の喚起…１名
　　 「シェークスピアに興味を持ちました」
　・学習言語で読解することへの動機づけ…１名
　　 「今度は（他の作品を）英語の文章で読んでみ

たいと思いました」
　・ストーリー性が高い…１名
　　 「ストーリーがまずロマンチックだから、もっと

知りたいと思いました」
　・内容の深い理解…１名
　　 「詳しいことを知ることができ、もしも誰かに内

容を聞かれたとしても、私は話すことができる
と思う」

　・書きことばのスタイルに触れる…１名
　　「昔の英語を知ることができてとても興味深い」
●Romeo and Julietを読んだことは自信がついた
　・朗読活動の達成感…２名
　　 「こんなに長く難しい話を読んで…プレゼンテー

ションもうまくできた」
　・語彙の拡充…１名
　　 「英語の語彙力も上がったのではないか」
　・発音・読み方への注意喚起・感情移入…１名
　　 「パフォーマンスや話し方なども、そのシーンに

あった形でできた」
　・聞き手の存在・意識…１名
　　 「中１が見に来たので緊張しながら発表したが、

少し自信がついた」

　・内容の理解…１名
　　 「少しですが内容を理解することができたので

自信がつきました」
　・言語使用ができる…１名
　　 「Sean（native speaker）の授業が最初は難し

くて困難したこともありましたが、最終的に理
解することができて自信がついた」

●Romeo and Julietを読んだことは満足した
　・内容の理解…２名
　　 「時間をかけて英語で読んだことによって、話

の内容を知ることができた」
　・もっと読んでみたいという動機づけ…２名
　　「I want to read again.」
　・難しさの克服…１名
　　 「This story is difficult for me to read and 

write, but Sean helped me. I'm glad to read 
this story.」

　・学習した達成感…１名
　　「英語も学べることに満足感を得た」
　・真正のものを読んだ満足感…１名
　　 「英語で書かれているオリジナルや映画、そし

て本編に触れることができたのですごく満足し
ています」

以上21項目、一人平均７項目の気づきや感想を持っ
たことになる。

4.4.2　授業者による観察
● 第２時「Romeo and Julietをビデオで観賞し、物

語について内容確認の質疑応答する」において、
生徒は、

　・ 非常に熱心にvideoやnative speakerの話に聞
き入っていた

　・ わからないところはnativeに食い入るように何
度も質問していた

　・ nativeに向けた質問でも、わかっていれば、英
語と日本語交じりで質問した相手に説明してい
た

　・生徒全員が本活動を楽しんでいた
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● 第３時「心に残ったシーンをgraded bookから選
び、その理由を書く」では、

　・ 自分の気持ちにあったことばを辞書で探したり、
native speakerに聞きながら書いていた。

　・ RomeoとJulietがいかに愛し合っているかを表
現している箇所を選んでいる生徒が多かった
が、特に自分の気に入ったシーンを選ぶのに専
心していた。

　・ 英語のセリフそのままを素敵だと思っているよ
うだった

　・ とても専心して書いていた
　・ 言いたいことがたくさんある様子だった
　・ 書くことが苦になっているようには見えなかっ

た
● 第４時「Romeo and Juliet（オリジナル版）から

心に残ったシーンを見つけ、native speakerと朗
読の練習をする」では、

　・ 自分の気に入ったシーンをオリジナル版から苦
労して見つけていたが、自力で見つけたときに
非常にうれしそうであった

　・ 現代英語にはない単語を見つけることに面白み
があるようであった

　・ Native speakerに熱心に発音を聞きながら、
intonation, stressに気をつけながら練習してい
た

　・ 声をしっかり出して練習していた
● 第５時「native speakerと共に発表する」では、
　・ 机やいすなどを小道具と見立て、それを説明し

ながら朗読する生徒がいた
　・ native speakerに気持ちをぶつけるように、気

持ちをこめてJulietを演じている
4 4 4 4 4

生徒がいた
　・ RomeoとParisの戦いを演じながら朗読する生

徒がいた
　・ Julietのセリフを言うときに、感情が募り恥ずか

しそうにする生徒がいた
● 第６時「Romeo and Julietの中から登場人物を一

人選びその人について書く。アンケートに答える」
では、

　・ 第３時同様に、とても専心し、書きたいことが
たくさんある様子だった

　・ 自分のことばをnative speakerとともに英語で
話し合いながら探していた

　・ 自分とJulietを重ねて夢をnativeに語っていた
　・ 稚拙な文章ながらも、物語の中でRomeoが男

性として成長していることを書こうとしていた
　・ テキストの中に自分をおいて語っているように

書いていた
　・ 自分のことと重ねて物語を真剣に読み、自分の

夢の一つとしてJulietやRomeoにあこがれてい
る様子がうかがわれた

　・ 人間としての自然な成長の中での素直な気持ち
が表れている様子だった。

4.4.3　全時に参加したnative speakerの感想から
　本活動すべてに参加したnative speakerは事後の
感想で、
　・生徒たちはとても集中していた
　・とても熱心だった
　・物語をよく理解していた
　・物語そのものを好きであるようだった
　・ とても良かったのでまたこのような機会を持ち

たい
と述べていた。

4.5　考察
4.5.1　リサーチクエスチョン１「生徒はどのような
感想を持つであろうか」
　リサーチクエスチョン１「生徒はどのような感想
を持つであろうか」に関して調査するために、事後
における生徒の振り返りシートを質的に分析した。
その結果、振り返りシートのすべての項目（Romeo 
and Julietを読んで楽しかった、Romeo and Juliet
を読んで役に立った、Romeo and Julietを読んで自
信がついた、Romeo and Julietを読んで満足した）
において「内容の理解」（Daskalovska & Dimova，
2012）についての記述が含まれていた。また、３
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つの項目（Romeo and Julietを読んで楽しかった、
Romeo and Julietを読んで自信がついた、Romeo 
and Julietを読んで満足した）において「難しさ
の克服と達成感」（後中，2014）についての記述が
含まれていた。さらに、２つの項目（Romeo and 
Julietを読んで楽しかった、Romeo and Julietを読
んで満足した）において「真正のもの（原作）に
触れたこと」（Daskalovska & Dimova，2012）と

「読解することへの動機づけ」（Daskalovska & 
Dimova，2012；Tasneen，2010；Ur，2012）につい
ての記述があった。これらのことから、読解活動と
言語活動、朗読を通して、生徒は文学作品の「内容
を深く理解したこと、難しかったけれども達成でき
たこと、真正のもの（原作）を読む機会に出会えた
ことに楽しさ・有益さ・自信・満足を感じているこ
とがわかる。また、「読解理力が発達」（Daskalovska 
& Dimova，2012；池田，2004；Ur，2012）したと
感じたり、「語彙を多く知る」（Ur，2012）ことがで
きると思ったり、「場面に合わせた言語使用を理解」

（室井，2006）したりなど基礎的な英語力に備える
べき力を養うことができたと評価している生徒も複
数いた。「ストーリー性が高い」（後中，2014）こと
を楽しんだり、原作者への興味がわいたことについ
ての記述からは、文学作品の特徴である高い文脈性
や文化的知識に触れることが、生徒の読解活動への
関わりをさらに促していることをうかがわせる。ま
た、文学作品の理解のためにnative speakerやクラ
スメートとの英語でのやり取りが真の言語使用を促
し（川畑，2008）自信を持ったことを記述している
生徒もいた。これらのことは、文学作品を通して英
語での真のコミュニケーションが行われたことを示
している。
　最後に、目的に応じて原作とリトールド版の両方
の比べてみたことに触れている記述からは、文学作
品が様々な活動へ適用できることや、書き言葉のス
タイルへの気づき（Daskalovska & Dimova，2012；
Tasneen，2010；Ur，2012）を引き起こすことが可
能であることがわかる。

4.5.2　リサーチクエスチョン２「生徒の活動がどの
ように観察されるであろうか」
　リサーチクエスチョン２「生徒の活動がどのよう
に観察されるであろうか」に関して調査するために、
筆者は担当教員として、毎時観察をし、質的に分析
た。その結果、普段の「コミュニケーション英語Ｉ」
と比べて、どの活動においても非常に熱心に取り組
んでいた。特に、第２時「Romeo and Julietをビデ
オで観賞し、物語について内容確認の質疑応答する」
では、積極的にnative speakerに英語で質問したり、
生徒同士英語と日本語を交えながら、互いに内容を
確認しあったり、説明し合ったり（川畑，2008）し
ながら、物語を深く理解（Daskalovska & Dimova，
2012）しようとする姿勢があった。このことから、
文学教材は学習者の動機づけを高める（Daskalovska 
& Dimova，2012；Tasneen，2010；Ur，2012） 教
材であると言えよう。
　また、第４時「Romeo and Juliet （オリジナル版）
から心に残ったシーンを見つけ、native speakerと
朗読の練習をする」第５時「native speakerと共に
発表する」では、native speakerに一方的に頼る
のではなく、対等なcommunicatorとして自分が必
要な力をnative speakerに貸してくれるように英語
で依頼している姿が窺えた。第５時の発表には感
情をこめて発話する生徒、場面を机やいすを使っ
て作ろうとする生徒、演技を適宜入れる生徒など、
それぞれの工夫があった。これらのことから文学
教材を使用した活動は、学習者に考えを深めさせ

（Daskalovska & Dimova，2012；Ur，2012）、さら
に真正の言語活動を引き起こして（Daskalovska & 
Dimova，2012）いると言えよう。
　さらに、Writing活動の第３時「心に残ったシーン
をgraded bookから選び、その理由を書く」第６時

「Romeo and Julietの中から登場人物を一人選びそ
の人について書く」では、どちらの時も、書くことそ
のものに抵抗感がなく、書きたい内容がたくさんあ
る様子であり、自分のことばを見つけるときもnative 
speakerにしっかり説明しながら尋ねていた。全体
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的に、短時間で書きあげることができていた。これは、
文学教材がwritingのきっかけ （Daskalovska & 
Dimova，2012；池田，2004；Tasneen，2010；Ur，
2012）となり、学習者自身のことば、つまり真正の
言語活動を活性化させた（Daskalovska & Dimova，
2012）からであろう。

4.5.3　リサーチクエスチョン３「参加したnative 
speakerは生徒の活動をどのように思うであろうか」
　リサーチクエスチョン３「参加したnative 
speakerは生徒の活動をどのように思うであろうか」
を調査するために、事後にnative speakerの感想を
質的に分析した。その結果、native speakerは生徒
たちの活動に対する取り組みの熱心さ、集中力に感
心しており、題材としたRomeo and Julietを好い
ており、物語そのものをよく理解していたと述べて
いた。ことから、生徒が文学作品そのものを楽しみ

（Daskalovska & Dimova，2012；Ur，2012）、良く
考 え（Daskalovska & Dimova，2012；Ur，2012）、
よく理解し（Daskalovska & Dimova，2012）、ど
の活動にも熱心に取り組んで（Daskalovska & 
Dimova，2012；Tasneen，2010；Ur，2012）いたこ
とがわかった。
　以上のことから、文学作品を教材に用いて活動を
することで、生徒自身が授業を楽しみ、自信をつけ、
満足し、役に立ったと評価していることが分かった。
さらに、文学作品が生徒の動機づけを大いに高め、
熱心に活動に取り組ませ、生徒に自分のことばでの
コミュニケーションを活性化させることが観察や授
業参加者の観察から明らかになった。よって、文学
作品は、生徒が自ら取り組みたいと思うことができ
る教材であり、また、コミュニケーションを引き起こ
す有効な教材の一つであると言えよう。

５．まとめ

　本研究では、文学作品を教材として高校１年生
「コミュニケーション英語Ｉ」の授業で使用すること
は、生徒はどのように受け止めるかを生徒の振り返

りシートと、授業担当者の観察、および授業に参加
したnative speakerの感想から調査した。生徒全員
が文学作品を英語教材として積極的に受け入れてお
り、普段の教科書を題材にした授業よりも楽しく積
極的にコミュニケーションをとり、理解を深めている
ことを生徒自身が振り返っていた。さらに、授業者
と授業に参加したnative speakerは、生徒が理解し
ようとする熱心な態度やことばを思考する様子を見
とることができたと報告していた。これらのことから
文学作品は、受験対策の英語ではなく、真の言語活
動のモデルとなる、そして真の言語活動を生むこと
できる教材として大いに取り入れ使用されるべきで
あるといえるであろう。
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