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コミュニケーション能力の基礎を養う中学校英語の指導法 
－ 方略的能力に着目したコミュニケーション活動を通して － 

 

山 中 敦 子１  

自信を持って、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目的とした中学校英語の指導法につ

いて研究した。コミュニケーション能力の構成要素の一つである方略的能力に着目し、相づち、聞き返し、繰り

返し等の指導を授業に取り入れた。そして、教科書の言語材料を活用し生徒が関心を持って取り組むことができ

るコミュニケーション活動を行い、生徒のコミュニケーションに対する意識や態度の変容について考察した。 

                                            

はじめに 

  

「コミュニケーション」という言葉がはじめて学習

指導要領外国語に登場したのは、平成元年の改訂時で

ある。この改訂を機に、中学校及び高等学校の英語教

育については、コミュニケーション能力の育成が重視

されるようになった。平成15年３月に文部科学省が策

定した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計

画」では、国際社会における英語のコミュニケーショ

ン能力の必要性が示され、英語教育の改善の目標や方

向性が明らかにされた。 

平成20年３月に改訂された中学校学習指導要領にお

ける外国語（以下、新学習指導要領とする）の目標は、

「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，聞くこと，話すこと，読むこと，書くこと

などのコミュニケーション能力の基礎を養う」である。   

平成20年９月に刊行された中学校学習指導要領解説

外国語編では、コミュニケーション能力の基礎を養う

とは、「単に，外国語の文法規則や語彙などについての

知識を身に付けさせるだけではなく，実際のコミュニ

ケーションを目的として外国語を運用することができ

る能力の基礎を養うこと」であると示されている。 

コミュニケーション能力の基礎を養うためには、英

語の授業の中に実際のコミュニケーションを目的とし

て英語を運用する場面を作り、生徒が英語を使って、

自分の持つ情報、考えや気持ちを互いに伝えあう体験

を積み重ねる必要があると考える。しかし、生徒にと

って、それは容易なことではない。 

検証授業前の平成20年９月に、所属校第２学年生徒

に対して、英語の学習と授業に関するアンケートを行

った。生徒が外国語指導助手（以下、ALTとする）と英

語でコミュニケーションを図る時に感じる困難さにつ

いて質問したところ、半数以上の生徒が、自分の言い

たいことを英語で伝えられない状況や、ALTの話す英語

が理解できない状況が、「よくある」「ある」と回答し

た（第１図）。このように、実際のコミュニケーション

を目的として英語を運用する場面において、困難さを

感じる生徒は多い。特に、中学校段階では、語彙
い

や文

法が限られているため、相手の言うことが理解できな

い、どう反応したらよいかわからない状況が起こり、

そのことによって英語でコミュニケーションを図るこ

とに消極的になっていく生徒も少なくない。 
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第 1 図 事前アンケート結果 

n=211 

英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度を育成するためには、生徒に、自分の力で相手と

コミュニケーションを図ることができたという成就感

や達成感を味わう経験をさせ、コミュニケーションに

対する自信を持たせることが必要であると考える。 

そこで今回、コミュニケーション能力の構成要素の

一つである方略的能力に着目し、コミュニケーション

能力の基礎を養う中学校英語の指導法について研究す

ることとした。 

 

研究の内容 

 

１ 方略的能力について           

Canale & Swain(1980)は、方略的能力を、「言語を 

運用する中で起こる様々な状況や、不十分な言語知識

に起因するコミュニケーション上のbreakdown(挫折)

を修復する力」と定義した。 

私たちは、言いたいことが相手にうまく伝わらない

時に、もう一度言う、言いかえる、ジェスチャーを使

う等の工夫をする。また、相手の言うことが理解でき

1 相模原市立共和中学校 
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ない時に、聞き返す、ゆっくり言ってもらう、わから

ないと伝える等の工夫をする。本研究では、このよう

な、語彙や文法等の知識の不足を補い、何とかして相

手とコミュニケーションを図ろうとする方法一つひと

つのことを方略、これらを必要に応じて使うことがで

きる力のことを方略的能力、ととらえることとする。 

この方略的能力は、Canaleが作ったコミュニケーシ

ョンモデルにおいて、コミュニケーション能力を構成

する四つの能力(文法的能力、談話能力、社会言語学的

能力、方略的能力)の一つとして位置付けられた。   

Savignon(1983)は、これら四つの能力の関係につい

て、第２図のような逆ピラミッド型で表し、方略的能

力は、コミュニケーションの発達する過程において、

初期段階からすべての段階に存在することを示した。 

大城(2008)は、Savignonのモデルに日本の学校の教

育段階を書き入れ、コミュニケーション能力の視点か

ら見た日本の英語教育のモデルを、第３図のように表

した。 

方略的能力は、

コミュニケーシ
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に、語彙や文法知

識の少ない小学

校・中学校段階で

大きな意味を持

ち、それを最大限
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ュニケーション

を図る場面を設

定することが、コ

ミュニケーショ

ン能力の育成の

ために効果があ

るのではないか

と考える。そこで本研究では、語彙や文法等の指導に

加え、方略的能力を活用してコミュニケーションを図

る場面を設定し、生徒が自信を持って積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を目指した。 

 

２ 研究の仮説 

英語教育に関する国の動向、新学習指導要領の目標、

コミュニケーション能力に関する前述の理論から、研

究仮説を次のように設定した。 

語彙や文法等の指導に加え、生徒が興味・関心と意欲を

持って取り組めるように工夫をした活動を設定し、方略的

能力を活用して相手とコミュニケーションを図る体験を

させることにより、生徒に達成感と自信を与え、積極的に

英語でコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

ることができるであろう。 

３ 研究の方法 

研究の仮説に基づき、次の三つの項目を柱として、

検証授業を行った。 

検証授業の柱 

ア 教科書の言語材料を活用する場面の設定 

イ 生徒が興味・関心を持つトピックの設定 

ウ 相づち、聞き返し、繰り返し等の方略の指導 

アによって設定した、教科書の言語材料を活用する

場面に向けて、学習した内容を適切に活用できるよう

指導し、イによって、生徒が興味・関心と意欲を持っ

て取り組めるよう、活動の枠組を作る。そして、ウに

よって、生徒が方略的能力を活用できるよう指導を重

ね、最終的に、ALTと考えや気持ちを伝え合う活動に取

り組ませる。この活動の中で行われる生徒の会話の内

容や学習状況、自己評価、アンケート等から、英語で

コミュニケーションを図ることに対する生徒の意識や

態度の変容を見取る、という方法で検証を行った。 

 

４ 検証授業について 

(1)実施概要 

実施期間    平成20年10月２日～10月27日 

（全12回） 

対象生徒    相模原市立共和中学校 

   第２学年 １クラス 35名                
第２図 Savignon(1983)コミュニケーシ

ョンモデルをもとに作成 
使用教科書   NEW HORIZON English Course 2 

（東京書籍） 

単元名     UNIT 5  A Park or a Parking Area?  
 

単元目標 
 

・ 接続詞（if,that,when,because）節を含む文の意味、 

用法を理解し、使うことができる。 

・ 他者と意見を伝え合う際、相手の話に興味・関心を持

ち、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 
 第３図 大城(2008)日本の英語教育のモ

デルをもとに作成     授業の展開 
 

第１時 ：単元のオリエンテーション         

第２時 ：if 節を用いた文の導入                         

第３時 ：if 節を用いた文の理解と表現 

第４時 ：when 節を用いた文の理解と表現                       

第５時 ：that 節を用いた文の理解と表現                       

第６時 ：「Gittens 先生と話そう」の準備（学習した言語

材料を用いて自分の意見と理由を書く） 

第７時 ：「Gittens 先生と話そう」の準備 (友達と意見を

伝え合う、ビデオを使って練習する) 

第８時 ：「Gittens 先生と話そう」会話発表①                 

第９時 ：「Gittens 先生と話そう」会話発表② 

第 10 時：教科書本文(前半部分)の理解と音読練習 

第 11 時：教科書本文(後半部分)の理解と音読練習 

第 12 時：単元のまとめ 
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(2)検証授業の内容 

ア 教科書の言語材料を活用する場面の設定 

新学習指導要領では、基礎的・基本的な内容につい

ての指導を十分に行うとともに、それらを活用して意

思の伝達を行う言語活動を重視している。そこで、本

単元では、学習した言語材料を活用して、ALTと意思を

伝え合う言語活動を設定した。具体的には、本単元の

新出表現である四つの接続詞（if,when,that,because）

節を含む文を活用して、生徒がALTと互いの考えを伝え

合う活動を設定した。この活動に向けて、新出表現の

十分な学習を行い、生徒がそれらを実際に活用するこ

とができるよう、練習をさせた。 

イ 生徒が興味・関心を持つトピックの設定 

新学習指導要領では、授業で扱う題材について、「生

徒の発達の段階及び興味・関心に即して適切」である

ことに配慮するよう示されている。 

そこで、生徒がどんなことに興味・関心を持ってい

るのかを探るために、事前にアンケートを行った。「授

業で、あなたが考えや気持を伝え合ってみたいと思う

話題は何ですか」と質問したところ、「部活動」「友

達」「将来の夢や生き方」と回答した生徒が多かった。 

生徒の興味・関心を把握し、生徒が自分の考えや意

見を持ちやすく、また、本単元で学習する言語材料を

活用できるよう配慮した上で、授業で扱う16のトピッ

クを選定した。さらに、それらの中から、ALTとの会話

発表にあたり、「自分の考えを伝えてみたい」「相手

の考えを聞いてみたい」と思うトピックを、２～４人

の発表グループごとに選ばせたところ、次の６トピッ

クとなった。 
 

会話発表に向け、生徒が選んだトピック 
English is important.      Bukatsu is important. 
Money is important.        Keitai is bad for children. 
We must study hard.       Music is important. 
 
このように、生徒が興味・関心を持つトピックを設

定することによって、コミュニケーションへの意欲を

高めることをねらいとした。 

ウ 相づち、聞き返し、繰り返し等の方略の指導 

方略的能力を高める指導を(ｱ)～(ｳ)の３段階に分け、

第４図のように単元の学習の流れの中に取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする表現に気付く段階 

 単元の始めに、日本語で行われているコミュニケー

ションのモデルとして、生徒にとってなじみのある漫

才の会話のやりとりを示した。その漫才の中の、話を

聞く側の工夫に注目させることにより、生徒に、相づ

ち、聞き返し、繰り返し等の方略に気付かせることを

ねらいとした。また、アイコンタクトについても、コ

ミュニケーションを図る上で重要な要素であることを

確認した。その後、方略にかかわる簡単な表現とアイ

コンタクトを使って、英語で会話をする体験をさせた。

生徒には、方略にかかわる英語表現（以下、方略的表

現とする）を「プラス１表現」として紹介し、コミュ

ニケーションを図る上で方略が果たす役割を認識させ、

方略に関する指導の導入とした。 

(ｲ)相づち、聞き返し、繰り返し等を練習し慣れる段階 

 方略に慣れるための活動を、三つ考えた。 

一つ目は、方略的表現を覚え、スムーズに言えるよ

うになるための練習である。本単元で特に使わせたい

方略的表現を13に絞り（第１表）、一人の生徒が日本

語で表現したことを、もう一人の生徒が英語で言いか

えるペア活動を、毎時間、授業の始めに約２分間行っ

た。 
 

第１表 本単元で学習した13の方略的表現 

相づち Oh, really?  Oh, I see.  That’s right. 
That’s good.  That’s interesting.   
That’s wonderful. 

聞き返し

繰り返し

等 

Pardon?  Sorry?  One more time, please. 
Slowly, please.  Could you say it again?  
Sorry, I don’t understand.  Oh, you think･･･?

 
二つ目は、新出表現を練習するコミュニケーション

活動の中で、方略的表現を使う活動である。接続詞when

を含む文の練習として、生徒がカードに書かれたクイ

ズを読み、相手がそれを聞き取って、カードには何の

絵が描かれているかを当てるインタビューゲームを行

った。このゲームの中では次のような会話が行われる。 
 

生徒A: When the room is hot, I open this. 
生徒B: Slowly, please.  
生徒A: When the room is hot, I open this. (ゆっくり言う)  
生徒B: Could you say it again? 

第４図 相づち、聞き返し、繰り返し等の方略の指導段階 

生徒A: When the room is hot, I open this.  
生徒B: Oh, is it a window?   
生徒A: That’s right.  

 
生徒が聞き返しの表現を実際に使うための工夫として、

相手が読むクイズを理解できなければ聞き返してよい、

というルールを作り、粘り強く相手の話す英語を聞き

取ろうとする態度の向上を図った。ifやthat等、他の

新出表現を練習するコミュニケーション活動の中にも、

相づち、繰り返し等の表現を使う機会を、同じように

作った。 
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三つ目は、方略的表現を適切な場面で使うための、

ビデオによる練習である。会話発表を想定し、あるト

ピックについて、ALTが自分の考えを述べるビデオを作

成した。ALTが話す英語を聞きながら、生徒が相づち、

聞き返し等の表現を適切に使えるように、ビデオに字

幕を入れ、方略的表現を実際の会話の中で使うための

練習をさせた。 

以上のような指導と練習を積み、ある程度、生徒の

方略的能力を高めた上で、ALTとの会話発表の中で方略

を活用する段階へと進んだ。 

(ｳ)相づち、聞き返し、繰り返し等を活用する段階

「Gittens先生と話そう」の会話発表では、２～４人 

のグループごとに生徒が前に出て、選んだトピックに

ついて、ALTと互いの考えを伝え合う活動を行った。 

会話は、準備した英文を使って生徒がALTに自分の考

えを伝える前半と、生徒がその場で初めて聞くALTの考

えを、方略的表現を活用して理解する後半の二つによ

り構成した。 

生徒との会話の中でALTが話す英文には、本単元で学

習する言語材料を含むようにし、日本人英語教員（以

下、JTEとする）とALTで打ち合わせを重ね、事前に作

成した。その際、ALTが話す英文に、未習の語や表現を

二つ程度使用することで、生徒が相づち、聞き返し、

繰り返し等の表現を活用する場面が生じるように工夫

をした。 

発表準備として、生徒が、事前に選んだトピックに

ついて、自分の考えを書き、その考えを生徒同士で伝

え合う時間を設けた。また、発表の直前には、ALTとJTE

が会話のデモンストレーションを生徒に示し、相手の

目を見て話すこと、相手の話に反応して相づちや簡単

な感想を入れること、相手の言うことが理解できなけ

れば聞き返すこと、の３点を確認した。 

第８時、第９時の２時間にわたり、全12グループが

約５分間の会話発表を行った(第５図)。 

JTEはグループごとに、生徒の適切な方略の使用やコ

ミュニケーションを図ろうとする態度等、他の生徒に

も注目させたいところを具体的にコメントした。 

発表後、生徒に、ALTの話から自分が理解したことを、

発表カードに記入して提出させ、生徒の理解度を確認

した。また後日、ALTが話した英文全文と、生徒が会話

の中で使った方略的

表現、コミュニケーシ

ョンに対する態度に

ついてのJTEのコメン

トを、各生徒に渡した。

こうして、ALTとの会

話の中で、自分がどの

程度理解ができ、どの

ような態度でコミュニケーションを図ることができた

か振り返りをさせ、活動をしめくくった。 

５ 結果と考察 

(1)生徒の会話発表の様子 

実際に行われた会話の一例を紹介する。 

トピック: Money is important. （３人グループ） 

 ↓前半 生徒が準備した英文でALTに考えを伝える   

生徒A:  Hello, Ms Gittens. 
生徒B:  This is our topic.  “Money is important.” 
生徒A:  I think money is important because we can buy a 

house with money.  I want a big house to live in. 
ALT  :  That’s a very good idea.  That’s good. 
生徒A:  What do you think, B? 
生徒B:  I think money is important because ･･･ 

（中略） 
生徒C:  I don’t think money is important because money 

can bring many problems.  What do you think, 
Ms Gittens?  Please tell me your opinion.  

↓後半 その場で初めてALTの考えを聞き理解する   

ALT  :  I agree with you, C.  I don’t think that money is 
important because we can’t buy the most 
important things. （未習の表現） 

生徒C:  Oh, really?（相づち） 
ALT  :  Yes.  Really. 
      For example, money can buy food, money can 

buy clothes.  So it’s necessary. (未習の語) 
生徒B:  Could you say it again?（聞き返し） 
ALT  :  For example, money can buy food, money can 

buy clothes.  So it’s important. 
生徒A:  OK.（相づち） 
ALT  :  OK?  But money can’t buy love, and money 

can’t buy friends.  So when we need love and 
when we need friends, we don’t need money. 

生徒B:  Slowly please.（聞き返し） 
ALT  :  OK.  One more time.  When we need love and 

when we need friends, money is not important. 
生徒A:  Oh, you don’t think money is important?（繰り

返し） 
ALT  :  Right.  I don’t think money is important. 
        That’s my opinion. 
生徒A:  Thank you, Ms Gittens. 
ALT  :  You’re welcome. 

前半では、どの生徒も、あらかじめ準備し練習した

英語で、自信を持って自分の考えを伝えた。しかし、

後半は、その場で初めて行われる会話であるため、生

徒はALTが話す英語を十分に理解できない場面に直面

する。生徒はALTの表情を見ながら注意深く話を聞き、

理解できれば相づちや簡単な感想を、理解できなけれ

ば聞き返しを使い、ALTとの英語によるコミュニケーシ

ョンに一生懸命取り組んだ。12グループの方略的表現

第５図 会話発表の様子 
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の使用回数の平均は、１グループあたり4.3回、生徒が

ALTの言葉にうなずく場面も含め、ほとんどの生徒が適

切な箇所で適切な方略的表現を使うことができた。 

発表後に生徒に記入させた発表カードから、ALTが話

したことに対する理解度を確認したところ、発表者31

人中、11人の生徒がALTの話した内容をほぼ100％理解

し、17人の生徒が部分的に聞き逃しはあるもののおお

よその内容がつかめたということが分かった。 

多くの生徒が、相手の話す内容をよりよく理解する

ために方略的表現を活用し、ただ黙って聞くだけでは

ない双方向の英語によるコミュニケーションを体験す

ることができたと言える。 

(2)アンケート結果 

第１図で示したとおり、検証授業前に行ったアンケ

ートでは、「英語の授業で、自分の言いたいことをALT

の先生に伝えられない時がある」「ALTの先生が話す英

語が理解できない時がある」という生徒が、全体の半

数以上を占めていた。 

会話発表後に行ったアンケート(第６図)では、生徒

が準備した英文を使ってALTに自分の考えを伝える前

半について、90％の生徒が「自分の言いたいことを英

語でALTの先生に伝えることができた」と答えた。これ

は４の(2)で述べたとおり、本単元の新出表現の十分な

学習を行い、それらを活用できるよう練習をさせたこ

とによって得られた結果であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、生徒がその場で初めて聞くALTの考えを、方略

的能力を活用して理解する後半についても、90％の生

徒が「ALTの先生が話す英語を理解することができた」

と答えた。今回の会話発表において、生徒たちは「自

分の言いたいことが英語で言えた」「相手の話す英語が

わかった」という達成感

を味わうことがきたも

のと考える。 

「アイコンタクトや

プラス１表現を使うこ

とで、積極的に伝え合お

うという気持ちになり

ましたか」という質問に

は、88％の生徒が肯定的

な回答をした（第７図）。

方略的能力を高める指導を行い、方略的表現を活用し

たコミュニケーション活動に取り組ませたことによっ

て、生徒のコミュニケーションに対する意欲が高まっ

たととらえることができる。 

(3)コミュニケーションに対する生徒の意識の変容 

発表後に生徒が書いた感想の一部を紹介する。 

「聞き返すことで会話が深まるのがわかった。」 

「繰り返しをすると、Gittens先生の言っている事がわかった。」 

「アイコンタクトやプラス１を入れるとコミュニケーションを 

しているなって思いました。」 

「今までただぼうぜんと聞いていた先生たちの英語も、プラス１

表現を気にしてからだんだん聞きとれるようになりました。」 

「今までわからなくてもOK.OK.とかYes.Yes.でごまかしていた

けど、相づちや聞き返し、繰り返しを習って、わかるまで聞き

返したりわかったら相づちを打つことが大切だと思った。」 

生徒たちは、方略的表現を使ってALTの英語に応じる

ことができたこと、コミュニケーションに粘り強く取

り組めたこと、また、相手の話す英語が理解できたこ

とを実感していた。 

また、検証授業前後に、生徒に「コミュニケーショ

ンとはどういう意味だと思いますか」と質問したとこ

ろ、回答に次のような変容が見られた（第２表）。 
 

第２表 コミュニケーションに対する意識の変容 

 検証授業前 検証授業後 

生徒A 

外国人と話せ

るようになる

よいもの。 

相手の言っていることを理解し、相

づちや聞き返しを使って相手の気

持ちを理解できる大切なもの。 

生徒B ふれあい。 

お互い、相手の行動や言葉に反応し

てそれを返すこと。一方からだけで

は成り立たないものだと思う。 

生徒C 
話すこと、伝え

合うこと。 

自分の気持ちを伝えたり、目をちゃ

んと見て相手の気持ちを知りなが

ら話すことだと思う。 
  
検証授業前には、コミュニケーションとは外国人と

話すためのもの、人と話したり伝え合ったりすること、

ふれあい、というように、表面的なイメージでとらえ

る生徒が多かった。しかし、授業後には、相手の気持

ちを理解すること、相手を尊重すること、一方的では

なく互いに作り上げていくもの、というように、コミ

ュニケーションに対して、より具体的なイメージを持

つようになった。アイコンタクトや方略的表現を活用

し、様々な工夫をしながら自らの考えを伝え、相手の

考えを聞く、というコミュニケーションを体験したこ

とによって、生徒は、コミュニケーションとは単なる

言葉のやりとりではなく、相手と気持ちを伝え合い、

理解し合うことであるという認識を持つようになった。 

生徒が他者と積極的にコミュニケーションを図ろう

とする時には、コミュニケーションについて、より深

く理解していることが必要であると考える。 

今回の授業を通して、生徒は、コミュニケーション

に対する理解を深め、他者とどのような態度でかかわ

ればよいのか、ということに目を向けるようになった。

これは積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度を育成する上で、意味深い結果であると言える。 

  第６図 事後アンケート結果 
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第７図 事後アンケート結果
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６ 研究の成果と課題 

コミュニケーション能力の基礎を養う中学校英語の

指導法をテーマとし、方略的能力を高める指導と、方

略的能力に着目したコミュニケーション活動を工夫し、

検証を行った。生徒の発表での様子や事後アンケート

の結果等から、語彙や文法等の指導に加え、生徒が興

味・関心と意欲を持って取り組めるように工夫をした

活動を設定し、方略的能力を活用して相手とコミュニ

ケーションを図る体験をさせることが、生徒にコミュ

ニケーションに対する達成感と自信を与えることにつ

ながる、ということが分かった。さらに、生徒のコミ

ュニケーションに対する意識が変容し、コミュニケー

ションに対する理解を深めることができたことも、今

回の研究の成果である。本研究の取組により、英語に

よるコミュニケーションに対して消極的になりがちだ

った生徒が、自信を持って、積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を身に付けてきたと言えるの

ではないだろうか。 

課題としては次の二点が考えられる。 

一つ目は、方略的能力を高める指導を、語彙や文法

等の指導とのバランスをとりながら、中学校３年間の

英語の授業にどのように組み込んでいくかである。今

回の検証授業で行ったような、相手の話を理解する時

に使う方略だけではなく、自分が英語で表現する時に

使う方略についても指導する必要があるだろう。それ

らを、段階的、継続的にどう授業の中に取り入れてい

くかは、３年間の指導計画を立てる上で、今後、積極

的に取り組むべき課題であると考える。   

二つ目は､小学校外国語活動との連携である。平成23

年度から、小学校高学年で「外国語活動」が全面実施

される。大城(2008)が示したとおり（第３図）、小学

校・中学校段階では、コミュニケーションを図る上で

方略的能力が果たす役割は大きい。今後、小学校と中

学校がさらに連携を深め、この方略的能力を段階的に

高める工夫をしながらコミュニケーション能力を育成

する取組が必要となるであろう。 

 

おわりに 

 

Savignon(1983)は、「コミュニケーションへの自信

は、コミュニケーション能力を引き上げる」と述べて

いる。彼は水泳になぞらえて、次のように言った。 

「コミュニケーションへの自信を身に付けることは、

水に顔をつけた状態で、どのように力を抜き、水にど

う体をゆだねたらいいのかを身に付けるのと似ている。

一度、水に浮いた感覚を味わえば、自分の進みたい方

向に向かって泳げるようになるのは、時間の問題なの

である。」 

外国語を学ぶ過程では、相手の伝えようとすること

が理解できない場面や、言いたいことがうまく伝わら

ない場面に数多く直面する。しかし、新しく学んだ表

現や自分が持つ知識で他者とコミュニケーションを図

ることができる、という感覚を繰り返し味わうことに

よって、生徒は英語でコミュニケーションを図ること

に自信を持ち、自分の力で積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度を身に付けるようになると考え

る。方略的能力を活用してコミュニケーションを図る

場面を作り、「こうすればできる」「自分でもできる」

「英語によるコミュニケーションは決して難しいこと

ではない」という感覚を生徒に持たせることは、その

後のコミュニケーション能力の育成に、大きく作用す

るのではないだろうか。生徒が積極的に英語でのコミ

ュニケーションに挑戦する状況を作れば、学習した語

彙や文法知識をより多く活用する機会が増し、新しい

語彙や文法知識の獲得にも効果が期待できるであろう。 

本研究では、方略的能力に着目した指導を行い、一

定の成果を上げたが、コミュニケーション能力を構成

する他の三つの能力（文法的能力、談話能力、社会言

語学的能力）とのかかわりにも目を向け、今後も生徒

のコミュニケーション能力を育成する指導を行ってい

きたい。 
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