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0-1.　巻頭言

名城大学に多読コミュニティをつくる

池田輝政（副学長・教育担当理事）

　平成18年から1年間の併任であったが、大学

教育開発センター長を務めさせてもらった。全

学共通教育の改革課題を理解するための1年間

であったが、とりわけ全共英語教育の改善には

何がしかの支援をしたいという思いがあった。

英語教育の改善に特別の思いを抱くのは、個

人的には、過去に米国で開発された高等学校

「標準外国語カリキュラム」の紹介に携わった

経験が原点となっている。さらには、グローバ

ル社会で生き抜かざるを得ないこれからの学生

に対して、役に立つ英語力の水準を教養として

保証することが大学の責務ではないか、という

課題意識がある。

日本における大学での英語教育は一部の大学

を除いて評判がよくない。大学がその批判に甘

んじざるを得ないのは、日本においては1，2年

次の英語教育プログラムの開発が、一大学はも

とより、大学間連携でも本気で取り組まれる体

制づくりがないからだろう。

幸いなことに、名城の全共英語プログラムに

は「共通のシラバスとテキストと試験」という

スタンダードづくりがすでに動いている。一大

学でこのような動きをつくりだしたことに対し

ては関係者に敬意を払いたいが、これを推進し

て本物にするには大変な苦労が伴うはずであ

る。同じような動きをした他の大学の挫折の事

例をみてそう判断できる。であっても、新米の

センター長としてはとにかくその体制を続ける

ことにした。

そういう覚悟のもとで、英語「多読」指導法

を知った。学内に日本人の専門家が実践されて

いて、実績を挙げていることを聴かせてもらっ

た。この指導法に関する文献を紹介してもら

い、それらを読んで良さを感じたのは以下の3

点である。

一つは、データという根拠でもって科学的に

説明可能な指導法である点に信頼感がある。ま

た、『嫌いだった英語を読むのが楽しくなっ

た』『長い英文を読むのが楽になった』、とい

う短期効果が顕著に表れる点に普遍性がある。

さらに言えば、英語多読という方法論を通し

て、名城大学に読書コミュニティの文化がうま

れることを期待できる点に戦略性がある。

豊かな多読教材環境と英語指導者とそれを支

援するための職員とがうまく組み合わされれ

ば、多くの学生を巻き込んだ英語教育の名城ス

タンダードづくりが今後加速できるのではない

か。そのような希望を託して多読指導の環境の

充実を全学として支援したいと考えている。こ

れは、下山学長がビジョンとして繰り返し強調

される「教育力」＝「他校に負けない教育の特

色づくり」の具現化でもある。

最後に、多読指導法の専門家が名城にいらっ

しゃった偶然をつかまえて、名城の強みに変え

た関係者のチームワークに感謝をしたい。
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0-2.名城大学における英語多読教育について 

山本忠弘（大学教育開発センター長）

　2007年から「私立大学経常費補助事業」とし

て認められ、2010年3月に補助が終了する。本

報告は、この3年間の事業の報告をまとめたも

のである。大学における英語教育のあり方、さ

らには英語教育の方法のあり方についての考え

方は多種多様である。重要なのは、「大学はそ

の教育理念・目標と適合した特色ある英語教育

をどう考案するか」であり、それとともに、

「学生個々人の目標にあわせて英語を教育する

こと」である。

　従来から、アカデミックイングリッシュ（教

育・研究のための）が大学英語教育の主流と考

えられていた。それは、文学書の読解、和訳中

心の教育、いわゆる教養英語と称されるもので

ある。これに対して、産業界の要請やグローバ

ル化にともないビジネスイングリッシュ（実

業・実用のための）の必要性が主張されてきて

いる。それは、会話中心の教育いわゆる実用英

語と称されるものであり、近年はＴＯＥＩＣ、

英語検定試験などとむすびつく傾向のあるもの

である。

　中高での英語教育を経験した大学生には、こ

れからの志向に応じた英語力の必要性と日本人

の閉鎖的な伝統という制約のもとで、英語教育

をすることになる。ところで、「読書」すなわ

ち「本を読むこと」は、まったく自律的・個人

的な活動であり、それが真意に基づくものであ

れば、すなわち、自学的行動に走るものであれ

ば、それは最善の学習であろう。その際の「本

の読み方」として、精読か多読かの方法論が浮

上する。ところが、多数の英語学者は、精読法

をアカデミックなもの、多読法をそうでないも

のと位置づけるようである。要は、個々の学生

の目的に沿って自学を促すことであり、方法論

は、われわれが提供する手段なのである。

　本学での英語多読教育は、報告書のなかで、

詳細に示されている。内容を一読いただき、評

価を受けたいと考えている。ただ、大学（大学

教育開発センター）としては、さきほど述べた

ように、多様な学部・大学院への対応、そして

学生の自学を促進するために、ひとつの方法に

固執することなく、さらなる方法論を試行錯誤

して、よりよい教育を目指したいと考えてい

る。
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0-3. The need for Extensive Reading at Meijo

Dr. Rob Waring (Associate Professor at Notre Dame 
Seishin University in Okayama)

It is with great pride and pleasure I am writing the 
introduction to this report. Meijo University is at the 
forefront of language education in Japanese 
universities because of its innovative Extensive 
Reading (ER) program. There are many universities 
that have ER programs but few have implemented it  
better. The library contains over 17,000 books of all 
genres and ability levels which will suit everyone 
who needs and wants to use the library. When I 
visited the library last year I was overwhelmed not 
only by the depth and breadth of materials available, 
and by the ease of the layout, and most importantly 
by the enthusiasm of the teachers and learners who 
use the library. It has been money very well spent.

Clearly the staff at Meijo have understood how 
important ER is for developing overall language 
ability and specifically reading ability and have 
communicated this well to the learners. They 
understand the need for reading practice as well as 
reading study. They know that one does not learn to 
drive only by taking driving lessons, one has to also 
practice on the road. Traditional language programs 
focus only on developing the learners' linguistic 
abilities in terms of language items (the grammar 
and vocabulary, or driving lessons) as distinct and 
separate items usually with difficult short reading 
passages. This is fine for building a knowledge base 
of discrete items which can be tested, but it does not 
help build fluency and sense of how the pieces fit 
together to make the language whole because the 
text is difficult and has too much unknown language 
for them to build reading speed. To build reading 
speed and a sense of language (driving skills), the 
learners must see the language in use, that is as it is 
used in communicative environments where the 
focus is on the message of the text they are reading 

rather than always being tested on what they know 
or have read. After all, learners want to learn more 
than just how grammar is formed, but how to 
communicate and understand what people are saying 
and writing in English. Extensive Reading helps 
develop this ability.

One cannot learn a language just by learning words 
and grammar. Language is a system which must be 
learnt, too. Nor can one learn a language by meeting 
words and grammar just a few times. Knowledge of 
words and grammar at the early stages of learning is 
fragile and easily forgotten - most learners cannot 
remember words they learnt yesterday, thus learners 
have to meet massive amounts of text to consolidate 
that knowledge. This is what ER does well. One of 
the main reasons all language programs should have 
an ER component is that it exposes the learners to a 
massive amount of text either from reading or 
listening at or about their fluent reading and listening 
ability to consolidate their grammar and vocabulary. 
Traditional course books, due to their linear design 
(each unit having new language items and topics in a 
sequence) cannot by their very nature recycle the 
vocabulary and grammar the required 20-30 times to 
ensure long term acquisition. It is important to 
understand that because the aim of ER is to develop 
fluency and to expose the learners to massive 
amounts of text, that the reading be easy and without  
many 'reading speed bumps' (i.e words the learners 
do not know). Teachers and learners must also 
understand that if the text is too difficult then the 
reading will be slowed down and will become 'study' 
reading. Thus learners should READ.

Read fast enough so that the reading is 
Enjoyable and with 
Adequate comprehension so that they 
Don't need a dictionary

Learners must READ (and listen) to a lot of text so 
that they can not only deepen their understanding of 

-6-



each word and piece of grammar, but also get a 
sense of how words and grammar fit together in real 
discourse (collocation and colligation). Traditional 
language programs cannot teach all the collocations 
of each word discretely as there are too many of 
them, the only realistic approach is to help the 
learners to master the word's basic meanings and 
then expose them to lots of text to get a sense of 
how the words and grammar work in real usage by 
processing language in use (i.e. texts). There is no 
escaping this need for massive exposure. Any 
program that does not allow (or require) the learners 
to meet massive amounts of text will delay their 
language development until the required number of 
meetings of each word have been met. If words are 
not met this required number of times, then there is 
a good chance the word will be forgotten over time. 
Repeated exposure at the right level of 
understanding will ensure long term retention. No 
exposure, no retention - it's that simple. Teachers 
can avoid ER (and EL) but only if they wish to 
delay their learners' language development.

Another of the main benefits of ER (as countless 
research studies have shown) is that reading for 
pleasure and reading to understand the message 
(rather than reading to study the language) leads to 
huge increases in motivation not only for reading 
but also for language learning in general. This 
motivation comes from the learner gaining 
confidence by having read and understood books in 
English. Feelings of anxiousness about reading in 
English are replaced by feelings of achievement and 
success. After starting an ER program, soon learners 
notice they can enjoy reading English as well as 
read quickly and with high levels of comprehension. 
However, in order for the learners to read fast 
enough to build their speed and confidence, they 
should follow the 'five-finger rule'. This rule states 
that if there are more than 5 unknown words on a 
page, then the reading is probably too difficult to 
read at a sufficiently high enough pace for the 

learner to build fluency and reading speed which is a 
primary aim of ER.

The staff at Meijo clearly understand the need for the 
learners to read at the right level so the learners can 
get the best from their reading and build a life-long 
love of reading in English. However, many teachers 
in Japan wonder why learners need to READ 
something which has little unknown language and 
with already high levels of understanding. They ask, 
'what will they be studying?' The point is that they 
won't be studying - they are trying to. They are 
learning to read. They are not trying to learn new 
words or grammar, they are trying to deepen the 
knowledge of what they know already and at the 
same time build fluency and reading speed, while 
enjoying their reading. This is the primary aim on an 
ER program.

This report highlights not only a deep understanding 
of the above needs but also illustrates how well these 
ideas have been implemented in the ER library, the 
Rakudoku Club and the Oral Interpretation of 
English Literature competition at Meijo University. I 
hope these and many more successes will come the 
way of this innovative program. All universities and 
schools in Japan can learn from this project, about 
that I'm most certain.
--------------
Dr. Rob Waring is an acknowledged expert in Extensive Reading 

and second language vocabulary acquisition. He has published 

and presented extensively and widely on these topics and serves 

as advisor to numerous institutions on the development and 

maintenance of Extensive Reading programs. An Associate 

Professor at Notre Dame Seishin University in Okayama. 

Professor Waring is a founding board member of the Extensive 

Reading Foundation. He is also author and series editor of the 

Foundations Reading Library and series editor of the Footprint 

Reading Library published by Cengage/Heinle.
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1. 概略

1-1. 名城大学英語多読ことはじめ：誕生から

現在まで、そして将来へ　

只木徹（大学教育開発センター）

　

　まず最初にはっきりさせておきたいのは、名

城大学の現在の多読教育の姿である。私は、本

学における多読指導体制は現在世界一だと思っ

ている。それには2つの理由がある。1つは圧倒

的なリソース量である。多読用図書が2万冊以

上ある。さらに毎年かなりのスピードで増やし

ている。それもあらゆるジャンル、レベルの本

と付属の多聴用CDがそろっている。特にノン・

フィクションの本がこれほどそろっている所は

世界広しと言えども本学が図抜けていると思わ

れる。もう1つは、指導体制がしっかりしてい

る。多読アドバイザーが2010年度には2名とな

る。それを支える事務系の専属員が2名おり、

さらにその後ろで大学教育開発センターが常に

バックアップ態勢でのぞんでくれている。嘱託

講師は多読専任でなくともその運営に深く関わ

り、大学は多読指導を大学重点プロジェクトと

して認識し、全学で支える構造ができている。

全学共通教育英語プログラムでは多読をそのカ

リキュラムの一部に組み入れ、授業の中に取り

入れている。附属高等学校でも多読を一部取り

入れ始め、高大連携一貫事業として今後発展し

て行くことが見込まれている。世界一とは奢っ

ていると感じられるかもしれないが、客観的な

数字やシステムはそれを裏付けている。しか

し、世界一であることで、教育手法として万全

であるかと言えばまったくそうではない。これ

までも、現在も課題が山積みになっている。そ

うした実情を歴史的経緯を含めてこれから皆さ

んにお示ししようと思う。学生や社会のために

有益で教育的な意義と実効力の高い「多読教

育」にしていくために、いったい何が必要で何

が大切なのか考えて行くための資料になれば幸

いである。

　多読が外国語教育において果たす役割につい

ては本報告書のWaring先生と加藤先生の文章に

詳しく述べられている。意味がよくわかる易し

い英文を大量に読んだり聞いたりすることは英

語習得に重要な役割を果たすことがわかってい

る。これに異論をさし挟む学者も教育者もいな

い。しかしそれを大学等の大きな教育機関で組

織的に導入している例はまだ少ない。このセク

ションの目的の一つは、多読をこれから導入し

ようとする教育機関の方々に多読導入にまつわ

る諸課題とその解決法の一例を示すことであ

る。実際には「解決法」ではなく、できるのは

解決にいたった経緯を示すことだけなのかもし

れないが。また解決に至っていない数多くの課

題を示すことも重要な役割だと思っている。

　 多読導入には様々な課題がついてまわる。最

も重要な課題は学習者に充分な量の英語多読書

籍を確保することである。では簡単な英語の本

があれば多読指導が始められるかと言うとそう

はいかない。きちんと成果を測定し、改善を加

えられるような仕組みにするには、一冊一冊本

に書かれている英文の総語数を数え、レベルや

ジャンルを確定し、それらの情報をコンピュー

タに入れて、さらに情報を記したラベルを本に

貼り、時には必要な補強を施して書架に並べる

ことが必要なのである。このため多読書籍を大

学図書館等が受け入れたがらない傾向がある。

導入にあまりにも多くの人手とコストがかかる

からである。

　 図書がそろってもそれで学生が多読をしてく

れるわけではない。多読を促し、指導する人と

システムが必要なのである。多読を教育機関で

組織的に導入しようと思えば、このように相当

量の「ひと・もの・かね」がいるのである。当

該教育機関にはそれなりの「覚悟」が必要とな

る。「覚悟」は自然には生まれない。その教育

的意義を深く理解することなしに、こうした数

多くの困難をおしてまで多読教育を推進しよう

とする「気持ち」は出てこない。幸い本学はこ

の覚悟を持つ人々に恵まれた。いつも恵まれて

いたわけではない。ただし、大切な節目節目に

多読教育への理解と英語教育全般への情熱を持

つ人々が登場したのである。教育はまさに人で

ある。

　 本学の全学共通教育英語プログラムで多読を

最初に組織的に取り入れたのは2006年度のこと

だった。この年、試行クラスを経済学部産業社

会学科と農学部応用生物化学科で立ち上げ、実

験的に統一テキスト、統一シラバス、統一評価

を導入した。その際、ノン・ネイティブの教員

が担当する「リーディング」という科目の評価

の30％を多読にあてたのが「多読ことはじめ」
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となる。

　上述したように多読指導には当たり前のこと

だがたくさんの英語の書籍が必要である。全学

共通教育は1,000人単位で受講する大きなプロ

グラムで、やがては名城大学全学で多読を取り

入れるとしたら、15,000名以上の学生がその対

象となる。ひとりが５冊借りたら、75,000冊の

本がいちどきに必要となる。最終的には10万冊

以上の英語書籍が必要となるであろう。ところ

が多読を組織的に導入しようとした2005年度

2006年度には名城大学には多読に適した英語図

書がほとんどなかった。

　名城大学大学図書館本館には多少の「洋書」

があった。グレイデッド・リーダーズと呼ばれ

る、簡約本もいくつかはあった。しかし、上に

示した数を遥かに下回る不十分な量だった。そ

んな時、図書館に多読教育に理解を示す人が現

れた。多読図書をどうやって調達すれば良いの

か途方にくれていた私に、その図書館の事務の

方を、出入りの書店の方が紹介してくれた。そ

れで2,500冊もの多読用図書が中央図書館に配

備されることになったのである。そればかりで

なく、都市情報学部がある可児キャンパスの図

書館分館の司書が多読に理解を示され、独自に

Oxford University Pressから出版されている

ものを中心に多読用図書をディスプレイまで含

めて整備して下さった。こうした環境が整って

行くその一方で2006年度に多読が全学共通教育

英語プログラムの一部としてスタートした。

　スタートしたとは言え、多読指導の仕方は各

担当教員まかせ。学生が読む本の冊数も、語数

も設定なしだった。また実際、多読を取り入れ

た試行クラスの全員が多読用の図書を借りた

ら、蔵書はたちまち底をつく程度の量でしかな

かった。一方試行クラスは成功し、翌年すなわ

ち2007年度からはこのシステムが全学共通教育

英語プログラム全体に取り入れられることに

なった。いきなり2,000名ほどの学生が多読指

導の対象となる。図書館にある本ではひとり1

冊がやっとの量である。これはなんとかしない

と多読プログラムそのものが破綻する。

　万策尽きて行き詰まっている時、前述の出入

りの書店の方が文部科学省の「私立大学等経常

費補助金」の存在を教えてくれた。大学で行う

教育的事業に国が半額補助を与えるというもの

である。これに1,000万円という総額（補助金

500万円）で申請した。名城大学全体でいくつ

も申請が出ていて、大学の首脳陣が多読を優先

してくれる決断をし、さらに文科省がこの申請

を採択、2007年度より3年間毎年この額の補助

金が得られるようになったのである。上述した

ように、これは基本的には本を買うお金であ

る。将来的には5万冊を経て、最終的に10万冊

の本が必要である。多読用図書は1冊あたり

700~1000円くらいする。多聴用のCD付きの本

になると2,000円くらいするものもある。1冊

2,000円の本なら、5万冊で1億円である。年間

1,000万円の図書費はしたがって本学の規模を

考えるとけっして驚くような額ではない。

　 上で触れたように、多読用図書には図書その

ものの購買費用の他に、登録時に大変な手間と

コストがかかる。人件費と事務費用を加えない

とならない。さらに貸し出しと返却の業務を行

い、返却された本をもとの書架にもどす仕事が

常にある。それが大学図書館でまかなわれれば

理想である。そうしている大学や高校もあると

聞く。しかし本学の場合、大学図書館は今後増

えて行くであろう大量の多読や多聴用の教材を

引き受けてはくれなかった。前述したような、

コストや人手を割けなかったのである。

　 本を買うお金は補助金と大学本体からのお金

でまかなえる。それなのに、その本を置く場所

がなかったのである。その時に支えてくれたの

が大学教育開発センターだった。当時センター

長だった現副学長の池田先生は多読を名城大学

の中で重要な教育手法のひとつとして位置づけ

るよう努力して下さった。事務組織からの大き

なサポートを得て、多読ルームを独自に持ち、

そこを拠点にして多読指導を行なうことができ

るようになった。　

　 2007年度は多読ルームのオープンに向けて書

籍を買いそろえ、登録する準備の年となっ

た。2008年４月多読ルームがオープンした。そ

こに専従の指導者が必要になった。また、図書

の貸し出し返却登録等の事務をする者も必要と

なった。そんな折、非常勤講師の中に多読指導

の意義を認め、長年独自に多読を授業に組み入

れて来た岡林先生という人材がいた。多読のた

めなら命をも惜しまないほどの情熱を持ってい

る方である。彼女の献身的な働きがあって多読

ルームはその規模と役割を拡大させて来た。

　 2008年度には年間で1万冊ほどの貸し出し量
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だったのが、2009年度には毎月1万冊の本が読

まれるようになった。多読を活動の中心にすえ

た「楽読クラブ」が岡林先生の指導のもと着実

に成果を見せ始めた。中には英語力を劇的に伸

ばす者も現れた（この報告書にさらに詳しい記

述がある）。2006年度に種をまき、育て始めた

花にようやく実がつき始め、収穫の時期がやっ

てきた。

　学生へのアンケート結果が示す所によれば、

全学共通教育英語プログラムに参加する6学部

（経済、経営、農学、薬学、人間、都市情報）

の学生2700名ほどのうち、ほぼ4分の３にあた

る学生が多読を有意義なものとして認識してい

る（2009年度後期学生アンケートより）。ひと

つの教育手法でこれほど高率で学生に支持を得

るものが果たして他にあるだろうか。

　 多読は大学の3キャンパス（天白、可児、八

事）だけでなく2009年度には附属高等学校をも

含め4キャンパスで実施されるようになった。

附属高等学校では国際コースとSuper Science 

High School (SSH）コースが参加した。忙しい

カリキュラムの中、この報告書に詳しく解説し

てあるように工夫を凝らした多読指導が展開さ

れた。高大連携事業として将来性のあるプログ

ラムであり、今後が楽しみである。現在高校1

年の諸君が大学に入ってなお多読を続ければそ

の成果は驚くべきものになるだろう。

　多読指導は実際には現場の英語教師が行う。

言わば最前線の教員に多読への理解と、情熱が

なければいかに多くの本をそろえても多読は絵

に描いた餅。授業を担当願っているひとりひと

りの先生に多読の意義を伝え、その方法論を伝

えて行かなければ多読は一歩も前に進まない。

前線の先生に意識が生まれても、それらの先生

方の意識の覚醒と多読指導への情熱を支えるサ

ポート体制が整っていないとその情熱は空回り

する結果になる。サポートは主に事務組織から

与えられて来た。また大学首脳の多読や英語教

育そのもののあり方への理解とサポートがどう

しても必要となる。そうした基本的な環境が

整って、さらに多読を専門に扱う嘱託講師や事

務スタッフがいて多読プログラムは実際に動き

出す。

　ではこの間、問題はなかったのか。問題はな

いどころか山積である。多読は辞書を引かずに

理解できるレベルの本を選んで読む必要があ

る。本学の1年生や2年生にとってそのレベルは

非常に低く、私たちのレベル付け基準で言うと

0.1からせいぜい2.0くらいのものである（数字

は低い方が易しい）。ところがそのレベルの本

の数が足りないために、2009年度の特に最初の

2ヶ月ほどの間、貸し出せる本がなくて混乱を

きたした。読みたくても読める、あるいは読み

たい本が多読ルームにない、という状況はいま

だに完全には解決されていない。

　 この失敗は私の初期の頃の判断ミスによる所

が大きい。そのため特に多読ルームのスタッフ

には多大の迷惑と苦労をかける結果となってし

まった。2009年度を通してこのレベルの本を補

充して来たが、それでも2,700名の学生がこの

レベルの本に殺到したらまだ持ちこたえられる

だけの冊数がそろっているとは言いがたい。現

在4キャンパス合計で2万冊を超える書籍がある

が、その中で読みやすさレベルが2.0以下のも

のは15,000冊もないだろう。2,700名プラス附

属高等学校の生徒数百名が一度に５冊借りて行

けば、たちまち底をつくか足りなくなる量なの

である。多読ルームに来ても自分の好きな本、

レベルに合った本、興味がある本を「選ぶ」こ

とはできない。多読の一番の醍醐味である、自

分の好みの本を選んで読むことができにくい状

況がいまだに続いているのである。

　 この解決には書籍を購入して配備していくし

かない。現在約2万冊の本がある。これを中期

整備計画の5万冊にするにはあと3万冊購入する

必要がある。2007年度から3年間で約2万冊整備

できた。予算規模は国からの補助金を含め全体

では2,700万円（年間）を超えるものであっ

た。この予算規模を獲得し続けても、可能性と

しては中期計画（5万冊）達成までにさらに今

後4から5年間もかかることになる。しかも2010

年度は予算規模が一気に2,000万円を切って昨

年度比800万円以上の減額だった。多読ルーム

にくればある程度自分の好きな本が選べるとい

う状況を作り出すためには、年間1万冊の書籍

を購入していき、あと3年間で5万冊を達成し、

その後もさらに5年間で10万冊を達成したい。

それには年間1,500万円の図書購入費が必要で

ある。その他に人件費、事務費等を加えれば、

多読を含めた英語教育総合ITシステムを開発す

るなどの意欲的な計画を抑制したとして、それ

でも年間2,500万円ほどの予算が必要となるだ
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ろう。

　 仮にこのレベルの予算を確保できたとして

も、増え続ける書籍類を保管し、貸し出しする

ためのスペースが決定的に足りない。現在共通

講義棟南棟の3階に多読室がある。本学の全学

共通教育英語プログラムの全学生を扱う多読

ルームとしては、手狭なことは否めない。多読

教育のこれまでの実績と今後の可能性を理解し

てサポートしてくれる方々の存在が今何よりも

望まれている。多読を名城大学の「売り」にし

ていくのかどうか、今大きな岐路に立っている

のかもしれない。名城大学の教育の「強み」と

して多読を位置付けるのであるならば、たとえ

不況の今日にあっても、多読関連の予算をある

水準（2,500万円）以上に設定していく必要が

ある。

　このように、最大の問題点は図書のさらなる

整備と、図書を置くスペースの確保である。し

かし、問題点はそれだけにとどまらない。多読

導入により、英語の苦手意識が解消されたり、

英語を好きなったりする学生が増えたことはア

ンケート等の調査から明らかである。また、前

述の楽読クラブではTOEICにおいて1年間で数百

点の伸びを示した学生も何名か出て来ている。

一方で、多読を導入して全体的な英語力の伸び

はどうかと言うと、まだはっきりとした傾向は

出ていない。

　世界各地における多読指導の研究結果を見る

とこの点が難しいことがわかる。つまり、多読

によって英語力の明らかな伸長を見ることが容

易ではないのである。それには主に2つの原因

があると考えられている。1つは、多読の効果

が出始めるのに、多くの時間が必要ということ

である。この点の先行研究事例として最も顕著

なのは同じ愛知県にある豊田高専の事例であ

る。豊田高専ではTOEICにおける点数の伸び

と、多読の読破語彙数との間に明確な相関が

あったとしている。しかし、その相関がでるま

でに4から5年もの期間かかっているのである。

つまり、この高等専門学校に入学して多読プロ

グラムを開始した学生が、顕著な伸長を見るま

でにその程度の時間がかかっているのである。

多読の効果（たとえば速く読めるようになった

など）を実感するまでに20万語読むことが必要

で、実際TOEICの点数が顕著な伸びを見せるま

でには70万語以上読まないとならないとしてい

る。

　 本学の全学共通教育英語プログラムにおける

読破語彙数の設定は、最上級の「上級コース」

でも半期で最高5万語である。1年間でのノルマ

が10万語以下で、上記の基準に照らし合わせる

と、多読の効果を実感するためには最低このレ

ベルで2年間以上学ぶ必要がある。実際にはこ

れはノルマであって学生はそれ以上読むことが

多いが、それでも実力の伸びがテスト等ではっ

きりと出始める70万語にははるかに届かない。

本学の全学共通教育英語プログラムはたいてい

の学部で1年から2年の期間しか行われない。結

果を出している豊田高専の半分にも満たないの

である。

　 これに関しての解決策はいくつかある。ま

ず、ノルマ設定の上限を上げることである。こ

れは単純にはできなかった。なぜならリソース

がそれに追いついていなかったからである。設

定語彙数を増やしても、それを達成できるだけ

の本がないのである。これに関しては今後徐々

に改善されて行くであろう。ただし予算額に見

合ったレベルでしか増冊は見込めないが。

　 次に英語プログラムを受講できる年限を増や

すことである。これは各学部の裁量権にかか

わっており、英語教育の重要性を各学部がどう

判断されるかにかかっている。成果がでるまで

に4年以上かかることがわかっている英語教育

にどれだけ時間と費用を投下することが理に

適っているのかご判断をいただきたい。私たち

ができるのは、もし外国語教育を大切にするの

ならば、対費用時間効果を考えれば最低でも3

年間、できれば4年間英語を履修できるような

カリキュラム構成をご提案する、ということで

ある。必修でなくとも選択科目として卒業単位

に組み入れられるような形で英語を履修できる

ような体制にしていただけると卒業時にTOEIC

等が伸びる可能性が高いのである。

　 この点では附属高等学校で始まった多読指導

の将来性は高い。継続して指導すれば、大学入

学後2年間の指導が可能な場合は都合合計5年間

の多読経験が積める。その場合にはかなり高い

達成度が期待できる。ただし、これにも課題が

残っている。附属高等学校における多読指導体

制はまだ固まっておらず、多読指導者が変われ

ば状況が一変する可能性さえ持っている。大学

と附属高等学校の首脳陣が多読教育の推進で合
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意し、前線の教員や事務職員が全学的な理解と

サポートを得て多読指導に邁進できるような環

境作りが急務となっている。それなしには安定

した将来計画が立てられない。この報告書にあ

るように、附属高等学校の先生方は多読導入初

年度に大変な活躍をされている。これを今後も

継続発展させるために大学と附属高等学校、さ

らには法人として名城グループは多読を重点事

業として今後もサポートしていくことが強く望

まれている。

　全学共通教育に組み込まれていなくても、多

読を続けて行くことはできる。ただし、関連す

る授業がないと忙しい学生生活の中であえて英

語の本を大量に読むことは続かないであろう。

そこで、多読と関連づけた選択科目群として設

定していくことを提案してみたい。たとえ

ば、TOEICには多読と多聴が大変有効だと考え

られる。「多読多聴による集中講座」などを設

定すれば試験の効果的なアップ対策となる。多

読多聴を最終的にはプレゼンテーションに結び

つける総合講座はもっとも英語力（4技能にお

ける）の伸長が見込まれるものとなるであろ

う。こうしたテイラーメイドの多読関連講座を

全学部全学年（大学院も含む）対象に設定する

ことで、本学の多読関連リソース（物的人的両

面の）をより一層生かすことができる。ひいて

は非常に高い達成度を示す本学学生を排出する

ことにつながるであろう。また、対象を学内だ

けに絞ることはない。大学は現在、対社会的な

貢献を求められている。こうした豊富なリソー

スと指導体制を持つ本学が地域の社会に貢献で

きる講座等の開設が望まれる。　

　時間以外の原因で多読の成果が見えにくいも

うひとつの理由は、英語力の伸びの要因をさぐ

る研究が非常にむずかしいことにある。多読を

独立した要因としてわけて検出することが極め

て困難なのである。具体的に考えてみよう。あ

る学生が1年間で英語テスト（たとえばTOEIC）

の点数が400点向上したとしよう（楽読クラブ

生にこのような実例あり）。その要因はなんで

あろうか？これを検証する研究は非常に難し

い。なぜなら、この学生は多読以外にも様々な

英語学習をしており、どの学習法がどの程度こ

の点数の伸びに貢献したのかを判定することは

できないからである。教育的な研究では簡単に

実験群と統制群を置くこともできない。多読が

外国語学習に資することが分かっている以上、

それをさせないグループを作って比較研究する

ことは教育倫理上好ましくないからである。

　 研究上の困難を抱えていようと多読教育自体

の有用性を疑う証拠はなく、また多読によって

英語に興味関心を抱くようになった学生が多い

ことがはっきりデータに出て来ている以上、全

体的な効果がでる諸条件（時間数、読破語数の

増加など）をなんとか整えていくよう内外に働

きかけていかねばならない。今回ここに提言さ

れている諸事項のうち、いくつでも発展してい

けば近い将来明確な英語力アップに多読教育が

貢献したと言える結果がでるであろう。

　 どんな教育手法にも言えることだが、何かを

組織だって行うとき、その手法を理解し、信念

を持って実行に移す人材の有無がその教育手法

の成否を決定する。私たちの場合は、組織の

リーダーである、理事、大学長、副学長、学部

長、センター長や事務組織の長と言った人たち

の多読教育への理解と支持が確かに圧倒的な重

要さを持っている。そうした人々の理解や支持

を欠いたところで教育プロジェクトを実行する

ことは難しい。しかし、それだけでも不十分で

ある。最前線で多読を学生に指導する立場の教

員一人一人の理解と支持が何より必要なのであ

る。教員への理解普及活動は日頃のFD活動等を

通じて不断に行われている。教師が協力してく

れても、事務組織が同じ方向を向いていないと

大学という組織ではどんなプロジェクトもうま

くいかない。したがって教員だけでなく、教員

と職員が一緒に学んで協力して行かなくてはな

らない。これを「教職協同または教職協働」と

言う。本学多読教育はこの教職協同がうまく

いっているモデルケースであると言える（この

報告書付属DVD参照）。

　 教員も事務職員も多読が意義ある教育手法、

外国語学習法であることは理屈上では「理解」

できるであろう。しかし、彼らをして実際に多

読指導に邁進させるのは、理解に基づく信念、

信頼という心の作用である。

　 これまで紹介して来たように、本学の多読指

導が今日のように発展して来た陰には幾多のそ

うした人々からの貢献がある。可児、八事キャ

ンパスそして附属高等学校ではブックトラック

と言って、本を載せるカートを押して教室に行

き、貸し出しや返却を受け付けることが必要で
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ある。こうしたエクストラの仕事だけでも大変

なのに、さらに多読について勉強してその素晴

らしさを伝えて下さる教員がいてこそ多読は名

城大学と高校に根付いてきているのである。

　出入りの書店にとって、あるいは大きな外国

の出版社関係の人たちにとって、多読はビジネ

ス上利益に直結した指導法である。だから彼ら

は支援するのであろうか。私の経験からはそう

した取引上のこと以上に、学生たちになんとか

良質で有意義な英語学習法を提供するお手伝い

をしたい、という信念と信頼の気持ちから、ビ

ジネスとしては見合わないことまで、ボランタ

リーに献身して下さることが多い。英語教育と

多読指導に関わる人々が、与えられているノル

マとしての仕事を超えてその手法を深く理解し

信頼をよせて行動する時、そこに生まれる教育

効果がある。学生だけが多読によって教育され

ているのではないのである。その果実はそこに

信頼を持って関わる者たちにもたらされるので

ある。

　これを違う用語を用いて記述すれば、多読そ

れ自体がFD活動の機会をそこにかかわる人たち

にもたらすのである。多読の手法と考え方は、

それを用いる教員の授業観や授業スタイルその

ものを変革して行く潜在力を持っている。この

意味から言っても、多読は単にそれで学習する

学生生徒にとって利益があるばかりでなく、そ

れを用いて教える教師に多大な貢献をする可能

性を秘めているのである。

　 この5年間にわたる名城大学と附属高等学校

への多読導入の歴史は、このこと、すなわちそ

れに関わる人たちの素晴らしい貢献と、またそ

れらの人たちにもたらされる素晴らしい経験、

によって形作られている。今後この「名城の強

み」は、さらなる図書整備と、それを支える環

境整備の進化発展によってますます拡大成長し

ていくだろう。
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1-2. 語彙学習と多読：研究文献レビュー

加藤治子（名城大学非常勤講師）

近年ではコーパスなど電子化された言語資源の

有用性が高まったことや、‘Lexical 

Approach’(Lewis,1993)に代表される語彙を中

心とする教授法が発展を遂げたことなどを理由

に語彙学習への関心が再び高まっている

（Thornbury, 2002, p. 8)。

　第二言語習得における語彙学習の重要性は多

くの教師、研究者、学習者が認めるところであ

るが、第二言語語彙習得への最も確実で効率の

良い方法が究明されているわけではない。日本

のように英語に触れる機会が限られている環境

において英語の運用能力を高めようとする場合

は特に、豊富な英語のインプットが必要不可欠

であり、多読がその有効な手段の一つであると

考えられる。先行研究文献のレビューを通し、

語彙習得という点で多読が果たし得る役割を可

能な限り探求し、名城大学全学共通教育英語プ

ログラムにおける今後の多読指導へ活かしてい

くことを本稿のねらいとする。

　1967年、１人の教科書執筆者がL2/FL語彙指

導のねらいは、学習者が豊富な語彙を獲得する

ことではなく、限られた頻出語彙パターンを使

用できるようにすることであると忠告している

(Alexander,1967)。これは先見の明がある示唆

であったが、その後、語彙指導に関する言説は

紆余曲折を余儀なくされるのである。

　日本国内の英語教育現場では今なお単語表を

丸暗記させる指導法や、単語を英語と日本語で

機械的に暗唱させるといった古典的な語彙学習

が行われている例が少なくないと思われる。し

かし現在では、ほとんどの専門家が語彙は文脈

の中で学習させるべきという見解を示している

(Meara, 2001)。そのためにはグレーデッド

リーダーズの多読を通した語彙の偶発的学習が

効果的と考えられており、今後もこの流れが継

続していくと思われる(Gardner, 2004, p. 

1)。

　1980年代半ば、「語彙習得が読み書き能力の

礎石を築く」と Beck & McKeown (1985, p. 

85)は説いている。Krashenは語彙を新しく習得

するためには理解可能なインプットが豊富に必

要であるというインプット仮説に基づき、その

手段として多読が最も有効であると強調してい

る(Krashen, 1989, p. 449; 1985, p. 2)。さ

らに、Nagy他は、語彙習得の方法として多読に

勝るものはないとし、教師は多読を促進すべき

だと主張している(Nagy, et. al., 1985, 

p. 234)。このようにして、1980年代に多読は

語彙習得の一つの手段として位置付けられるよ

うになった。そして、コミュニカティブ・アプ

ローチの出現により、語彙の持つ役割と語彙の

意味生成潜在力とを再考する気運が高まった

(Thornbury, 1998, p. 7)。

　しかし、実際の教室において語彙指導に時間

を割かれることはあまりなく、多くの教師たち

は文法や読解を指導する過程で語彙は自然に身

に付くという前提でいるようであるとParryは

報告している (1992, p. 663)。Krashen自身も

また、多読の必要性は明白だが、どのようにし

て多読を語彙習得に結びつけるかが問題だと提

起している(1989)。

　Coady (1997, pp. 227-228)は多読を通した

語彙習得の研究結果から、いくつかの否定的証

拠を挙げている。例えば３ヶ月間の多読プログ

ラムの後、読み書き能力は飛躍的に向上した

が、語彙力は比較的変化が現れなかった。多読

のみによる語彙習得研究結果は様々であり、 

Krashenの仮説を支持する結果の一致は見てい

ない。Sökmen(1997, p. 238)は多読を通した語

彙習得の潜在的問題として、とても時間のかか

るプロセスであること、即ち最も効率が良い方

法ではないこと、長期保持が確認されていない

ことを挙げている。Nation(2008, p. 50)は多

読を通しての語彙習得の限界について次のよう

に述べている。多読の際、学習者の関心の対象

は学習する語ではなく物語にある。そのため、

多読で獲得された語彙は脆弱である。

　そうした賛否両論がある中で、どのくらいの

語彙を、どのようにして学習すべきなのか、 

Nation & Waring (1997, pp. 9-11) が明確な

答えを示している。3000語の最頻出の語彙を学

習することが最も必要であり、それにより、日

常生活で目にする文に用いられている語彙の

84.0%をカバーできるようになるという。新し

い語を文脈の中で偶発的に学習する方法が一例

として提示されている。すなわち多読を通し

て、語に関する知識を高め、最頻出語と最も実

用的な語に多く触れることが良い方法なのであ
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る。

　次に多読とは異なる「精読」を通した語彙習

得と指導について検討したい。精読において

は、教師が意図的に、学習者が語彙学習に取り

組むように方向付けることができる(Nation, 

2008, p. 38)。しかし、精読の主な目的は語彙

習得ではなく、主題の理解であるので、精読で

の語彙指導は補助的なものと考えても良いのか

もしれない。また、その際にも最頻出語に集中

することや文脈から意味を推測するなどのスト

ラテジーを繰り返し教える必要がある(Nation, 

2008, p. 38)。 Nuttall(2005)もNation(2008)

と同様に、語彙学習においては精読より多読が

勝ると述べている。

　他の語彙学習方法としては‘narrow (or 

narrowed) reading’（狭読）がThornbury 

(2002, p. 59)やKrashen & Brown (2007, 

p. 2)等により提案されている。狭読とは同じ

テーマや同じ作家による読み物を連続して読む

方法であり、異なる文脈において同じ語彙に繰

り返し出会うことにより、多くの語が学習者の

意識的な努力を要せずにして学習者に吸収され

ることが見込まれる。学習者が狭読を好む場合

は試す価値があるが、多読の持つ多様性や刺激

を奪うことになり、学生が多読への興味関心を

失ってしまうのではないかとNuttall (2005, 

p. 177)は危ぶんでいる。 

　多様な文脈で一つの語に繰り返し出会うこと

はその語を深く理解するためには極めて重要で

あるが、一つの方法、つまり多読のみでは不十

分だとNationは指摘している(2008, p. 51)。

授業中に課す課題文中に、あるいはコミュニカ

ティブアクティビティーの中で、また宿題にお

いてもターゲット語彙に繰り返し触れる機会を

作ること、そしてその機会があまり遅くなりす

ぎないことが求められている。また、我々教師

は、語彙習得には相当な努力を要し、復習を継

続しなくてはならないことを学習者に伝えなけ

ればならない。

　1990年代以降テクノロジーとコーパスの助け

を得て、語彙学習が新しい重要な局面を迎えて

いる。例えば、Loucky (2005, p. 3) が西南女

学院大学で行った語彙学習CALLプログラムで

は、多読を通してのみの語彙学習をした学習者

より、多読と精読を組み合わせた学習をした学

習者の方が語彙習得が大きかった。このように

コンピュータを使用した語彙学習は、自立学

習、主体性、多読への関心の長期的維持の促進

という点においても重要であると思われる。 　　　

　2010年、多読を通した語彙学習は、より多く

の実験研究結果を求めている。名城大学全学共

通英語プログラムが多読を取り入れてから５年

目に入った。長期的に多読を通した語彙学習に

取り組み、その成果を出し得る環境に在ること

を光栄に思う。一教師としては、学生たちが多

読を継続するよう働きかけ続けていく決意を新

たにし、授業内外において、まずは最頻出語彙

を習得するための魅力的なアクティビティーを

研究開発し、提案していきたい。
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2. 仕組み

2-1. 名城大学(附属高等学校)多読プログラムの仕組み

2-1-1. 全学共通教育英語プログラム　只木徹

2－1－1－1. 教育現場における情報マネジメントシステムの構築に向けて　難波輝吉

2-1-1-2. 選書、登録、借り出し、返却／整理、配置／統計、Libmaxについて　岡林園 
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2. 仕組み

2-1. 名城大学(附属高等学校)

多読プログラムの仕組み

2-1-1. 全学共通教育英語プログラム　

只木徹（大学教育開発センター）

　

　全学共通教育とは文字通り名城大学の全学部

を対象とした共通教養教育プログラムで、2005

年に始まった。ただし当初は経済、経営、農の

3学部でスタートし、現在ではそれに薬、人

間、都市情報の3学部が加わった6学部体制であ

る。理工学部と法学部はまだ加わっていな

い。2006年に統一テキスト、統一シラバス、統

一評価を基本とする試行コースを農学部と経済

学部の一部で実験的に立ち上げ、その成果が認

められて翌年このシステムで全学共通教育英語

プログラムが統一された。

　この試行コースの中に多読が初めて導入され

そのまま今日に至っている。この報告書の他の

箇所にも全学共通教育における多読指導のあり

方が説明されているので、ここでは簡単にその

仕組みを説明するにとどめる。

　全学共通教育英語プログラム（これ以降「全

共英語」と呼ぶ）では、毎週2クラス英語の授

業がある。Reading(R)とCommunication(C)と呼

ばれるクラスで、Rはノン・ネイティブの教員

がCはネイティブの教員が担当する。このプロ

グラムでその実力の伸長を目的とする英語4技

能分野（読み・書き・聞き・話す）のうち、ノ

ン・ネイティブ教員は「読み・聞く」を、ネイ

ティブ教員は「書く・話す」技能を主に担当す

る。多読はこのうちノン・ネイティブ教員が担

当するReadingの授業の評価の30%相当を占めて

いる。

　 入学時学生はプレースメントテストを受け

る。その結果によって4つのコースに編入され

ることになる。基礎、初級１、初級２、中級で

ある。全共英語にはこの他に最上級の「上級」

コースがあるが、それは2年次以降に設定され

る。多読はすべてのコース共通に課される活動

で、上級も入れた全5レベルでその読破語数の

ノルマが設定されている（この報告書32ページ

参照）。

　学生は多読ルームから自由に英語の本を借り

て読み、読書レポートを提出することが課せら

れる。薬学部（八事キャンパス）と都市情報学

部（可児キャンパス）の場合は、担当教員が多

読用の図書をブックトラック（カート）に積ん

で教室まで持って行き、学生がそこから貸し出

し、またそこに返却して多読活動を行ってい

る。

　 読んだ本については、通常読書レポートを提

出することが義務づけられ、そこには本のタイ

トル、レベル、総語数とまた簡単な感想を記入

するようになっている。それから、学生は読ん

だ本の基本情報を（タイトル、レベル、総語

数、読んだ日）「ログ」と呼ばれる用紙に記入

することが求められることもある。このログは

名札用紙の一部に印刷されており、常に今まで

何冊、何語読破したのか瞬時に把握できるよう

になっている。

　 多読は基本的に教室外活動とされているが、

教室内での授業で取り上げるべきとの研究結果

も出ており（近畿大学の高瀬敦子先生の一連の

研究など）、本学でも授業内で多読関連活動を

行うことが求められている。まず、とにかく授

業内でも多読をまるごと体験させようとする

SSR(Sustained Silent Reading　黙読）という

活動がある。黙って好きな本を読む。ただひた

すら集中して読むのである。学生が選ぶのは簡

単な本が多いので、わずか10分間のSSRでも数

冊読んでしまうこともめずらしくない。このよ

うにすることで多読に二の足を踏んでいる学生

の背中を押すことになり、また読んでいる学生

の場合は勢いをつけることもできる。

　 この他、ペアで互いに読み聞かせたり、読ん

でもらった内容を英語で要約して相手に伝えた

りさせている教員もいる。私は個人的にこのす

べての方法を試してみた。ペアでの読み聞かせ

の場合は、互いに自分の子供に読み聞かせるつ

もりで読んでみましょうと指示している。つま

り母や父になったつもりでベッドタイムリー

ディングをしてみよう、ということである。す

ると、学生たちは大変丁寧に、嬉しそうに読み

聞かせをする。親になって子供に読むという行

為がこんなにも彼らを優しい顔にするものかと

驚いた。

　 全共英語の背景には「ヨーロッパ言語参照枠

組み(CEFR: Common European Framework of 

Reference for Languages)」の存在がある。外

国語をどんな場面でどう用いるのか、その時に
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言語を用いて具体的にどのようなことをしてい

るのか、を詳しく記述し、そのことによって外

国語教育プログラムの開発、実施、評価等に役

立てようとするものである。1970年代からの研

究の積み重ねによって作成された枠組みで、現

在世界中の国や地域で外国語教育プログラム開

発者と、言語テスト開発者によって使われてい

る。全共英語はこのCEFRに基づいて設計されて

いる。

　 この枠組みはCommunicative Language 

Teaching (CLT)という言語教育哲学に基づいて

構築されている。CLTの基本理念は、外国語は

それを目的を持って用いながら習得する、とい

うところにある。この考え方は、それ以前から

ある外国語習得理論が批判されてその力を失っ

た1960から70年代にかけて登場し、現在までそ

の強調点の一部を変えながらも根本的な主張は

変えないまま、世界中で最も支持され、現場で

応用されている外国語学習・教授理論である。

　外国語習得に関する歴史上、巷間でもっとも

支持を受けて来た考え方は、語彙と文法（統語

法すなわち文の中の語順や語の屈折等のルー

ル）をマスター（知識として身につければ）す

れば外国語を用いることができる、というもの

であった。現在でもそのように考えて外国語を

教えている人がいる。またそう考える世間一般

の人々は多い。しかしそれははっきりと否定さ

れ、今日外国語教育の専門家でそう信じている

者は皆無である。外国語学習に関する専門家と

それ以外の人を分ける最大のポイントがここに

ある。また英語など外国語を仕事や生活や学問

上で実用に足りるほど使いこなせている人は、

専門家と同じような考え方をとる傾向にある。

自分の実体験から外国語を身につけるには語彙

と文法を知識として身につけるだけでは学問や

仕事や生活に必要なレベルで使いこなせはしな

いことを知っているからである。

　語彙学習についても近年研究が急速に進み、

語彙を獲得するとはどういうことかについて

様々なことがわかってきた。語彙を獲得すると

はたとえば「英語の単語の日本語の意味を知っ

ていること」だと多くの人は思っている。その

証拠に、語彙学習とは英単語を英和辞典で引い

てその日本語訳を調べ覚えること（だけ）とし

て進める英語の授業の例が今でも垣間見られ

る。そうして調べた英語一単語につき日本語一

単語対応の知識と、文法の知識を駆使するとど

ういうことになるか。英文を日本語に訳させれ

ばわけのわからない文になり、英語を書かせた

り（ここで英語を書かせるとは、日本語を英語

に直すのではなく、英語で文章を作るというこ

とである）話させたりすると、英語としてはあ

り得ない意味の通らない文章を産出することに

なる。私たち英語の教師はこうした事例を毎日

のように嫌と言うほど見ている。

　 では外国語を用いることができるようになる

ための語彙の知識とは何なのか。語彙の知識と

言っても何層もあることがわかってきている。

表面上の辞書的な定義を知っているレベル。あ

る社会や文化の中での含蓄や比喩としての意味

を知っているレベル。その語が他のどんな語や

語句と一緒に用いられるかを知っているレベ

ル。その語と関連ある語群を広く知っているレ

ベル。こうしたことがどれも外国語学習で大切

であることがわかってきた。

　 showerという語を知っていても、それをどん

な語句の中であるいは語句と一緒に用いるのか

知らなければ、不自然で、時には通じない文し

か産出することができない。日本語でシャワー

は「浴びる」か「入る」ものであろう。英語で

はこれらとは異なった動詞「have」「take」等

を用いる。多読等の経験を経ず、大量の英文に

触れる機会の少ない学習者は、日本語から一対

一対応で単語単位で組み立てて英文を作ろうと

するのでこの事例で言えば enter a shower, 

be exposed to a shower のようなわけのわか

らない、不自然な表現を産出する可能性があ

る。これは何も単語単位だけでなく、文単位、

あるいは文章単位でもよく起こることである。

日本語をほぼ単語単位で英語に直していって作

られたことが明白で、そして不自然で時に意味

の通じない英文は、何も中高大学の生徒学生だ

けでなく、社会人や学者の間にさえ極めてよく

見られる現象である。

　 また辞書にある日本語の定義しか知らなけれ

ば、様々な文脈で出て来る語の意味をその全体

の中でつかみ取ることができない。これは書い

てある文章を読む時も、話された文章を聞く時

も同じである。ある語（句）が使われいる様々

な場面に何度も何度も出あわないと、このよう

な語彙の豊かな意味に触れることができない。

辞書は一部の意味を限定された紙面で示すこと
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しかできないのである。

　上記の例（showerの例と辞書の定義だけ知っ

ていても足りないという例）いずれの場合も多

読（そして多聴）が大変有用な学習法であるこ

とがわかる。英語が外国語で日常あまりその社

会で使われていない日本のような学習環境で

は、なおさらのこと。いつでも本さえあれば英

語に大量に触れることができる多読は理想的な

英語学習法なのである。

　世界中でこのこと、すなわち語彙と文法知識

だけではだめだということ、に気付いたのが20

世紀半ばであった。あまりにも遅い発見と言わ

ざるを得ない。語彙や文法の知識がある者で

も、当該外国語を実用レベルで使えないのであ

る。外国語の複雑な文法規則を覚えて、与えら

れた問題の文章の中で適応させるという練習

（たとえば並べ替えや穴埋め）が、人間の知的

訓練に役立つという考えから外国語教育の意義

を説く向きもあったが、今そんなことを言って

も時代錯誤と言われるだけである。外国語は実

際に生活、学問、仕事上の必要性があって学ば

れているのである。文を文法的に分析できても

（SVCなどと）、実際に英語を用いて心を通わ

せたり、商談ができたり、論文を書いたり、議

論を戦わせられなかったら意味がないのであ

る。

　ビジネスの世界で英語を実用レベルで使える

にはどのくらいの英語能力が必要なのかについ

て大規模な調査が進んでいる（通称小池科

研）。実際に仕事で英語が必要とされる部署に

いて、英語をビジネス上で使ったことがある人

たち数千人にアンケートを取ったところ、たと

えばTOEICで言うと、実用に適うレベルとは900

点以上という意見が多く、さらに満点近くを

取っていても実際のビジネスシーンではほとん

ど役に立たないという意見も多数見られ

た。TOEIC等の文法と語彙の知識さえあればか

なり高得点が期待できる受動的スキル（リー

ディングとリスニング）だけを測定するテスト

でいくら高得点をとっても、実際の交渉ごとや

営業ではその英語力は使えない、というのであ

る。

　では語彙や文法の知識だけでは足りなかった

もの、それはなんであろうか。鍵は「適切性」

である。英語ではappropriacyと言う。たとえ

ば、同じようなことを言うにもいくつかの表現

がある。日本語でも同じ。「窓を開けて下さ

い」「窓を開けろ」「すみませんが、窓を開け

ていただけませんか」「この部屋暑いです

ねぇ」など同じ目的を果たすための表現は無限

とはいかなくとも相当数ある。これをその場に

合わせて「適切」に使いこなさなければならな

い。言語は真空無菌状況で使われるのではな

い。話し手と聞き手の関係、その他の人たちと

の関係、その文脈、文化社会背景など様々なも

のが関わって来る。

　 また言語はほぼ必ず「目的」があって使用さ

れる。依頼、感謝、論争、仲裁、関係の維持な

ど人間は言語を用いて様々な目的を達成しよう

とする。この目的が達せられなければ言語使用

の意味がない。また目的が達せられれば、文法

や発音がたとえばネイティブの基準から逸脱し

ていたとしても問題はない。目的を達成するこ

とが言語使用の第一義なのだから。この逸脱の

度合いも言語使用の場面場面で許される程度が

違う。場面によっては決してなんでも通じれば

良いとは言えないのである。しかし、目的を達

することとネイティブの基準から逸脱しない正

確さのどちらかを取れと言われれば、それは目

的達成が何より大切なのである。その優位性は

揺るがない。これがCLTの基本理念であり、現

代の言語教育の共通理解でもある。

　 ところで第2言語習得研究が進むにつれて、

外国語学習者でネイティブのように当該言語が

使えている人はほとんどいないことがはっきり

としてきた。簡単に言うと、どんな英語達者と

言われる人も、ネイティブの基準で言えば逸脱

している部分があるのである。つまり、ミスを

犯す。間違った（と言うよりネイティブとは異

なった）表現や発音を使うのである。これが避

けられないとわかったのである。むしろ、「逸

脱」「ミス」は学習している証拠として積極的

に位置づけられるようになった。どんな外国語

学習者あるいは使用者も、ミスを抱えながら目

標言語を使用して目的を達成しようとする。そ

してミスを抱えながらも現実には目的を達成す

ることができるのである。

　 ここに価値の大変換が起こったのである。従

来の、そして今でも日本で広く普及する問題の

多い言語教育観がある。それは正確さを第一義

として求める教育である。そのため、規範から

の（規範文法など）逸脱はネガティブに受け取
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られ、その矯正に教育の関心が向けられる。文

を正確に厳密に分析でき（主語が何で、動詞が

どれで、目的語がどれで、関係代名詞節がどこ

からどこまで、と言った分析など）、個々の発

音やストレスの記述が正確にできること（実際

に発話できることでなく）が求められてきた。

その結果英語を用いて目的を達成することがで

きない、非実用的な英語能力にとどまっている

学習者が大半と言う結果となった。しかし今は

ミスをしながらも目的を達することができるた

めの能力を養おうとすることが外国語教育の第

一義と考えられるようになったのである。

　言語を使いこなすためには文法、語彙の知識

が必要である。それは間違いのないことであ

る。しかし、語彙や文法の知識そのこと自体を

学習の目的とする場合と、外国語を使ってある

目的を果たすための語彙や文法とでは学習法と

教授法に大きな違いが生じる。文単位の細かい

分析と和訳を中心とする精読をその指導法の根

幹とする文法訳読式教授法では、外国語を使い

こなす能力を養成することは難しい。精読は必

要である。しかし、精読だけでは外国語を使え

るようにはならない。また、日本のような外国

語学習環境で、精読だけに頼る指導法を採用す

れば、学習者が出会う英文の量は大変少なくな

り、前述した外国語使用を可能にする語彙知識

や文法知識も身に付かない。精読と多読の問題

は、あれかこれかの二者択一問題ではない。そ

のどちらも外国語習得にはどうしても必要なも

のなのである。

　中学高校まで一部の例外を除き、語彙（しか

も英語の辞書的な日本語での意味）と文単位の

文法構造の詳細な分析に偏って教えられてきた

本学入学生（日本の大学生一般）のことを考え

れば、精読と多読どちらに力点をおいて指導す

れば良いのか明らかである。今まで授業と受験

で培ってきた英語の文法や辞書的な語彙の意味

に関する知識を、実際に生活や学問や仕事と

言った日頃の営みの中で使える英語能力にして

いくために多読に力点をおいて指導すべきなの

である。また多聴も大切である。

　多読用の英語図書を見て、そのあまりの簡単

さに大学生にこのようなレベルの教材を与える

のが適切なのかと驚かれることがある。多読と

は辞書を引かずにストレスなく理解できる英文

を大量に読む営みである。本学入学者にストレ

スなく読める本を選ばせれば、すなわち現在多

読ルームに入っている本のレベルとなるのであ

る。

　 入学生は中学高校そして最後は大学入試もあ

り比較的難しい文章を「精読」させられてく

る。それなのに実際に実用に適う（読んでスト

レスなく意味がわかり楽しめる）英文レベルは

大変低いのが実情である。つまり、精読（文法

と辞書的意味を学習し、ほぼすべての英文を日

本語に直すこと）だけをしてきた結果、実際に

は母語話者にしてみれば、就学前のレベルの本

しか読むことができないのである。皮肉なこと

であるがこれが現実である。だから、大学にお

いて難しいレベルの本をまた精読する（だけ）

という教育手法を取ることは得策とは言い難

い。それを多くの時間をかけて大量に行えばあ

がる成果もあるかもしれない。しかしこれまで

のように週に1、2ページしか読み進められない

のであれば、それによって現実社会で論文やビ

ジネス文書を読めるようにならないばかりか、

書いたり聞いたり話したりできるようにも決し

てならないであろう。

　 ストレスなく読める英文とは、その英文の

95%の語彙が既知であるような文章をさすと言

われて来た。つまり、20語に1語わからない語

があってもまあストレスなく読めるだろう、と

いうことである。これは2行に1語未知語がある

というのとほぼ同じである。これ以上わからな

い語句がある文章は理解するのが困難だと言う

ことであった。ところが最近では98%わかって

いないとストレスがない理解はできないという

研究が報告されている。50語に1語以上わから

ない語彙があれば、その文章は多読に向かない

のである。1ページに5語も未知語があればそれ

は多読用教材としては不適である。また、現実

社会の生活、学問、仕事等で英文を読みこなし

ていきたいのなら（いちいち辞書を引いて読ん

でいるようでは実用に供さない）、このレベル

の語彙を様々なレベルで（前述）知っていなけ

ればならないということである。

　 本来は英語学習開始時期から精読も多読も多

聴も行われるべきである。本報告書にもある

が、本学附属高等学校の例で言えば、多読を導

入すれば、半年たたずに、ほぼ中高の英語教科

書にでてくる語数を読破してしまう。こうした

指導がなされてくれば、大学に入った時点で今
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よりはるかに高いレベルの本をストレスなしで

読めるようになっているだろう。これは何も

リーディングだけについて言えることではな

い。リスニングも大量に聴いていればストレス

なく聞き取れる英文のレベルははるかに上がる

ことであろう。

　多読では、これまで学んだことのある語彙や

文法に、文脈を変えて何度も何度も出会うこと

に意義があるのである。これにより、その場面

にふさわしい表現を学び、適切性を獲得してい

くのである。そして語彙は長期記憶として学習

者に定着するのである。このことなしに外国語

が学べると考えることはできない。

　一般に日本の大学生や社会人に英語で自己紹

介をさせても1分も続かない。簡単な意見文を

英語で書かせようとしても、文章としての体を

なさないことが大半である。習ったはずの文法

事項に関する間違いだらけ。中学一年で習った

はずの3単現のsも使えず、中学一年と二年で

習ったことになっている時制（現在と過去）の

区別もろくにできない。これは単に大学生の問

題ではない。社会人も、学者も、さらには英語

の教員の中でさえこうした問題がある。その人

たちの多くは3単現や時制の問題をテストとし

て出題されれば正しい答えを出せる。それなの

に、実際の言語の使用場面では適切に正しく用

いることができないのである。知識として知っ

ていることと、それを実際の言語使用の中で適

切に使えること、とは大変な乖離がある。

　ではどうすればよいか。実際に英語は使って

身につけるのである。使うと言っても非現実的

な場面設定をして、会話させたつもりの授業を

してもだめである。現実世界で言語が使われて

いるのとなるべく同じような設定と目的を再現

して、学習者自らがその課題に取り組み苦闘す

る中で、「言語で目的を達成できる力」を養う

のである。

　 このセクションの後半はCEFR(ヨーロッパ言

語参照枠組み）の話から始まった。CEFRの根本

にはCLT(Communicative Language Teaching)の

考え方があると言った。CLTの根本原理は「言

語は目的を持って使用することによって学ぶ」

ことだと書いた。それにはこれまでここに書い

たような背景があったのである。こうして見て

みると、CLTの理念を根本に持つCEFRをその土

台にすえた本学全共英語プログラムにおいて多

読を導入するのは必然とも言えることがわか

る。もちろん外国語を多読だけによって習得す

ることはできない。当該外国語を大量に目的を

持って、読み、聞き、話し、書くことによって

のみそれを使いこなせるようになるのである。

多読はその必要にして不可欠な学習法のひとつ

なのである。多読は単に量を保証するのではな

い。そこから得られる喜びこそ学習法としての

多読の一番の魅力なのである。
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2−1−1−1. 教育現場における
情報マネジメントシステムの構築に向けて

難波輝吉 (大学教育開発センター)

１．はじめに
　筆者が大学教育開発センターに異動してから

約2年が経過した。異動した当時，筆者は名城

大学大学院大学・学校づくり研究科修士課程の

学生でもあり，実務的側面から，大学の活動を

可視化するための情報マネジメントシステムに

関する研究をしていた。そこで偶然にも，研究

内容に符合したテーマの業務，つまり，多読プ

ロジェクトの支援に出会うこととなった。当時

は，タワー75の7階に設置された小さな多読

ルームで活動に着手した段階であったが，将来

的に本学の教育の強みづくりに繋がっていくこ

とを予感させる活気を感じたことを記憶してい

る。

　以下，筆者がマネジメントの立場で参画して

きたこれまでの経験を“大学に望まれる情報マ

ネジメントシステムの構築”という視点から考

察を深めていくこととする。

　 なお，本稿は，2009年8月22日（土）に立命

館大学朱雀キャンパスで開催された日本教育情

報学会第25回年会において，筆者が事例報告を

行った内容を基に，情報マネジメントシステム

の構築に関する実践的取り組みに焦点化したも

のである。

２．プロジェクトの成果の可視化への取り組み
（１）可視化できる範囲と内容の確認
　この多読プロジェクトを支える役割として，

まず，取り組まなければならないと考えたこと

が「成果の可視化」であった。本プロジェクト

は，私立大学等経常費補助金特別補助事業とし

て展開されていた背景もあり，補助効果の可視

化が必要であった。そのためには，本プロジェ

クトに関連する教育プロセスや成果などの量的

情報，質的情報，そして経営情報など，様々な

情報を統合していかなければならない。そこ

で，本プロジェクトの基盤となっているデータ

ベースシステムから，どのような情報が得られ

るのかを確認し，それをどのように大学の内外

へ発信していけばよいのかを考えた。そのプロ

セスで大事にしたことは，指導する教員との対

話である。教育の担い手である教員が，本プロ

ジェクトの成果を何と考えるのかについて相互

理解を深めつつ，成果の可視化に必要な情報の

明確化に取り組んだ。その第一歩として，多読

ルームの図書貸し出し状況の把握に着手し，順

次，体系的に情報収集・分析・現状の課題・課

題解決の方途の検討を教職協働体制で進めてき

た。

（２）多読プロジェクトの成果を可視化する基礎
データ

　 その基本情報となるのが，図1の書誌情報で

ある。これらの情報は市販の図書館総合管理シ

ステムで管理しており，学生が図書を借りるこ

とで当該システムにその情報が蓄積される設計

となっている。

　これらの統計情報の管理環境は図2のとおりで
ある。

図2．多読教育の成果を可視化する統計情報

　これらの情報を教員と職員が共有し，教育改

善・学習環境の整備充実を図っている。筆者が

職員の立場で特に大事にしていることは，マネ

ジメントベースの視点から，様々な活きた情報

をどのように教育改善の現場に流通させていく

のか，そして，それを基にした意思決定をどの

ように展開させていくのか，最後に学生の満足

度をいかに高めていくことを支援できるかとい

う3点に注力して，業務遂行にあたっている。

図1．多読図書に与えられている書誌情報

本の題名：

読みやすさレベル0.7

総語数：387

ジャンル：
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３．多読プロジェクトにおける情報活用の実践的
取り組み
（１）教職協働を活性化させる環境づくり

　多読プロジェクトの推進においては，教職員

の情報共有と改善に向けた意見交換のプロセス

が極めて重要である。教員は，学生指導を通じ

た学習姿勢の変容を確認しながら授業改善や教

材開発を推進する役割を担い，職員は，学生の

変容がどのような要因で発生しているのか，ま

たその現状分析について，図書館総合管理シス

テムから得られる情報等を教員に提供するとい

う役割を担っている。

　このような本プロジェクトの活動を持続的に

運営していくために，毎週1回，約2時間の時間

を確保し，教員と職員が参画して，定例的に

ミーティングを実施している。ミーティングで

は，教員から，授業の進捗状況，授業の改善工

夫，研究会の企画・立案，職員からは，外部環

境の動向把握，多読教育に係わる予算・事業計

画の検討など，多様な情報を活用して具体的活

動・方策の意思決定を行い，それぞれの立場で

の業務展開に結び付けている。つまり，「教職

協働による英語多読学習法に係わるFD活動の

場」として，学びの現場の活性化を推進してい

るということができる。

（２）利用環境に係わるデータの活用

　利用環境に係わるデータ活用の例であるが，

全蔵書数に対する図書の貸出状況の分析情報と

して，貸出数と蔵書数のギャップを検証した。

その結果が，図3のとおりである。

図3．蔵書数と貸出冊数の状況検証

　 その差が大きなところは，図書の利用度の高

さとともに，図書の数量が不足していることを

意味する。この点から，蔵書の整備充実に必要

な情報を提供していることが確認できる。同時

に，教員は教材選定とともに，更に高いレベル

の図書の利用度を上げるために取り組むべき指

導方法の改善に着手することになる。このよう

に一つの情報から，様々な教育改善の方途を導

き出しながら，意思決定に結び付けて計画を実

行している。

（３）学習成果に係わる量的データの活用
　 また，具体的な教育成果を検証する有力な

データとして，読書語彙数とTOEIC IPのスコア

との関係の検証も行っている。

図4．読書語彙数とTOEIC IPスコアの増減分析

 英語の運用能力を高めていくには，所謂4技能

（読む，書く，話す，聞く）の指導プロセスが

しっかりと形成されていることが必要である。

　 図4のデータを概観すれば，TOEIC IPのスコ

アの増加には，「多くの図書を読み，読書語彙

数を増やすことが強く影響している」というこ

とが確認できる。可視化された情報は，第三者

が平易かつ一義的に理解し，評価できるものと

して表現していくことが求められる。

（４）学習成果に係わる質的データの活用

　 量的データ以外にも質的評価を踏まえたデー

タ分析も行っている。これは英語授業に特化し

た学生アンケート調査の結果である。
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図5．多読の英語学習での役立ち度

　この回答の理由を示す自由記述の回答では， 

 楽しく英語を読めた。 

 英語に触れる時間が増えた。 

 知っている話を英語で読むとまた違った感

じがして楽しかった。 

 知らない単語も文脈から推測できるように

なった。 

 日本の子供と外国の子供とでは読む本がか

なり違うということがわかった。 

 海外の文化に触れることができた。 

 自分の興味から本を選べるので自主的に学

ぶという点において役立った。 

 高校では学んでいない表現が含まれてい

て，本当の英語に出会ったような感じがす

る。 

というように，量的情報を客観的に評価できる

回答が数多く得られた。無論，否定的な意見や

まだ多読学習の効果を実感できていないなどの

意見も相当数存在していたことにも目を向けて

いかなければならない。

　このように，教員と職員が共有している情報

を常に様々な形で相互に流通させ，日常的に検

証を持続的に行っていくことが，具体的な教育

成果の可視化に結びつく取り組みになるものと

考えている。

４．教育現場における情報マネジメントシステム
の構築に求められるもの

（１）教員・学生間の情報共有
　以上の事例は，教員と職員が協働して，様々

な情報を活用しながら，教育改善，教育の質保

証・質向上に資する意思決定の支援を推進して

きた実践的取り組みである。

　現在，様々な形で学生の学習成果の可視化を

実現する取り組みが進んでいる。その一例とし

て，学生自身が学習プロセスの積み重ねの状況

を確認しながら，学びの質を高めていく支援

ツールとしての「学習ポートフォリオ」の構築

が挙げられる。

　 これまでの情報活用の実践例は，教員と職員

との間での流通環境として述べてきたが，本来

これらの情報を活用する主たる対象は「学生」

でなければならない。学生が自己省察しなが

ら，学習到達目標の達成に向けて活用していく

ことが求められる時代を迎えている。

　 現在，図書館総合管理システムで収集された

情報は学生には開示しておらず，学生自身が学

習記録を紙媒体で記録している。つまり，学生

と教職員の間では，相互に共有された情報環境

が整備されていない状況にある。

　 また，現状の情報は量的情報の集積を中心と

しているが，本質的な教育改善に結びつく重要

な情報は，質的情報である。平易に言えば，学

生の多読学習の満足度，自己省察のプロセス，

学びを通じて身につけたことなどの情報を蓄

積・分析し，量的情報との関係性を明らかにし

ながら，教育の成果を可視化することが急務で

あると考えている。

　 このような環境に一歩でも近づけていくため

に，本プロジェクトでは，教員がICT環境を活

用したブックレポート提出システムの構築に取

り組んでいる。教員と学生がリアルタイムで，

学習目標の達成に向けたプロセスと成果を共有

し，活用していくことは，客観的なデータに基

づいた学習アドバイスが可能となり，現状以上

に多読学習の成果向上につなげることができる

ものと考えている。

（２）情報をコーディネートする人材の必要性
　本取り組みにおいて，筆者は，マネジメント

ベースで英語多読教育を支援するコーディネー

ター的な位置づけとして自己認識し，職務遂行

にあたっている。情報をコーディネートする者

とは，大学を取り巻く外部環境・内部環境の動

向や情報に精通し，蓄えた様々な有益なデータ

や情報を持って，意思決定をなす立場にある者

のところへ出向き，データや情報のエンドユー

ザーと意思決定者の架橋的役割を果たす者と考

えている。本取り組みの場合，筆者は，相互の

間に立ち，常に関係部署及び関係者との対話環
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境と信頼関係を持って，組織運営や意思決定を

コーディネートする役割を担っている。

英語教員

コミュニティ

英語多読教育

諸データ

大学執行部

大学教育開発セン

ター

教育情報

経営情報

図6．本取り組みにおける筆者（コーディネーター）の位
置づけ

　

    本プロジェクトは，教育の成果を可視化する

取り組みであるが，教育を実践するうえでは資

金（予算）が必要である。したがって，経営側

にも教育の成果に関する諸情報は送り届けなけ

ればならないことは自明であり，成果と資金が

リンクする環境で成果の可視化を進めている。

　このように，教育情報を経営情報に，そして

経営からの情報を教育情報に変換する相互コ

ミュニケーションの環境づくりは，今後の高等

教育機関に求められる内部質保証システムの実

質化に向けては，不可欠な要素と考えられる。 

（３）情報を活用できるマインドの養成
　情報を活用するうえで重要な能力は多様であ

ろうが，数字では表現できない情報にも気づ

き，目を向けていくことが重要である。特に重

要だと思われるのが「情報を活用するマイン

ド」ではないかと筆者は考えている。

　その要旨として具体的なものを挙げると，①

常に日常業務の中で感ずる疑問や課題に対する

強い改善意識を持つこと，②大学の内部環境・

外部環境の動向に関心を持って，次の第一歩を

考えること，③経験を積み重ね，教員と職員が

共通言語で対話できるよう学び続けることの3

点だと考えている。これに加え，もう1つ“組

織を動かす力”も身につけるべき重要な能力・

素養であろう。

　このような力を身につけていくには，教育と

経営の現場をバランスよく経験し，それを持続

性のある実践知として統合し，継承していくこ

とであると考える。

５．まとめ

　筆者は，職場における日常業務の遂行で「机

の中や頭の中に大事な情報やデータをしまって

いないか。」と問いかけることがある。机の

中，頭の中にしまいこまれた情報は，教育の成

果の可視化には結びつかない。地道な活動であ

ろうが，社会からの負託に応えるためには，

「頑張っている」という言葉よりも，小さくて

も光り輝くデータに基づき可視化された教育の

成果を発信していくことが重要であると考え

る。

　 本学におけるFD活動では，これからの学び

は，教師がまず「学びというものは何か」をき

ちんと教育研究を通じて身に付け，それを学生

に語り，学びの面白さを学生に語るということ

が大事になってきている状況や事実を確認しな

がら活動している。これから向かうべき高等教

育の姿は，学生を主役として，教育をよくして

いく方向で進むものであろう。本プロジェクト

のように，一つずつ着実にステップを上ってい

く動きを外部に発信していくことがその第一歩

であろう。

　 職員の場合，学生の教育に向き合う機会が少

ないと思うが，学生の学びを豊かにしていくプ

ロセスには，職員の力が必要になってくる。教

員と職員の役割は少し違うかもしれないが，学

生が本気で取り組む「学び」の方法論は，大学

のすべての構成員が一緒に考えて行動し，ま

た，行動して考えることではないだろうか。

　最後に，本プロジェクトで多読学習を推進し

ている先生方，また，そこで学ぶ学生のみなさ

ん，多読ルームの活動を支えている大学教育開

発センター所属職員に謝意を表したい。

　 また来年度も，引き続き，本プロジェクトの

推進に貢献していければと考えている。

＜参考文献＞
池田輝政，2004，「ミッション・ポッシブル？

―Mission Driven Researchの自己検証
―」
『名古屋高等教育研究』第4号
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2-1-1-2. 多読ルームの選書、登録、借り出

し、返却／整理、配置／統計、Libmaxについて

岡林 園 (英語嘱託講師)

　2007年12月選書開始、丸善に注文を始めまし

た。選書にあたり多読学会の出版している｢英

語多読ブックガイド」を参考に、ペンギン出

版、オックスフォード大学出版局等のカタログ

から一番人気の読みやすさレベル1.0を中心に

選書しました。大学生が対象であるということ

から、基本的には0.5以下のレベルと判定され

ている本は選書からはずしました。名城大学で

それまでに数年間英語を担当しており、かつ個

人的に多読を授業に取り入れてきた経験か

ら、“フィクションは読みたくない”という男

子学生の多いことに注目して、多読用の本とし

てはあまり一般的でないノン・フィクション及

びスポーツに関する本を多く入れるよう努力し

ました。オックスフォード大学出版局からも、

「ファクト・ファイル」というシリーズで、ま

たペンギン出版からも多少のノンフィクション

は出ていたものの、数的には大変少なく、もと

もと多読を推進する教師・研究者も文学作品や

物語を重視する風潮があり、ノンフィクション

の選書には大変苦労をしました。幸いアメリカ

の児童用及び学校用の図書を出版しているスカ

ラスティック出版のカタログを入手でき、ここ

から多くのノンフィクションを購入することが

できました。

　2008年度の良く読まれた本のベスト２４位ま

では全てノンフィクションであったことから

も、薬学部、農学部、理工学部と理系の学部の

多い本学の性格に合った選書ができたと考えて

おります。

‘08年4月から09年3月までで最も貸し出し回数が多かった本ベスト１０

登録番号 書名 著者 レベル 総語数
１ 530005590 Cats A. Wilbourne 2.0 1144
２ 500000453 Aspirin Alan 1.2  390
3 500005591 Dogs Alan 2.0 1300
4 460006409 Farley the Read 

Panda
Rob Waring 2.3 1480

5 410005593 Bears E. Helbrough 2.0 1080
6 380005543 Night Animals S. Meredith 2.0 1160
7 380006216 Arcitc Whale Dager! RobWaring, 2.2 2000
8 370005697 Under the Sea F. Patchelt 2.0 1218
9 360005739 Eggs and Chics F. Patchelt 2.0 1279
10 350005772 Antarctica 2.0 1295

　しかしながら、英米の児童用の図書の選書・

購入も容易いものではありませんでした。ま

ず、児童用の本の中からEFL用として大学生が

読むのに適切であるノンフィクションの本を入

手する事は、なかなか困難であり、またそれら

の本には総語数やレベルなどの情報がついては

いないため、アルバイトの学生に全ての本の語

数を数えてもらわなければなりませんでした。

さらにいろいろな出版社のそれぞれ異なった基

準で設定されたレベルと多読学会のYL(読みや

すさレベル)を比べ合わせて、それぞれの本の

レベルを決定することは大変に根気のいる仕事

となりました。しかしそのことなしにはこの多

読ルームの成功はあり得なかったと考えます。

その学校、学生の特徴にあった選書をすること

が多読を成功させる1つの要因であると考えま

す。また読み易さ度1.0前後の読み易いと思わ

せる薄さと読んでみて“読めた”という実感と

自信を学生に与えてくれるレベルのものを揃え

ることが重要であると考えます。

　本の登録は、「英語多読完全ブックガイド」

に出ている本に関しては、ソフテック社の

Libmaxという管理システムソフトを導入しまし

た。本に添付する、総語数、レベル、タイトル

の管理をLibmaxを使って行い、多読ルームの登

録番号等の情報を載せたラベルの印刷はソフ

テック社に任せることになりました。

　2008年の4月の多読ルーム開館に間に合わせ

るために時間が限られいてることからの決断で

ありました。2月、3月をかけてアルバイトの学

生に、配送された本にソフテックス社で用意さ

れたラベルを貼りつける作業をしてもらいまし

た。

総語数,レベル,タイトル,登録番号等の情報を載せたラベル
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　間に合うかどうかの大変に厳しいスケジュー

ルでの作業でしたが、特にノンフィクション系

の本に関しては全て一語ずつ語数を数えてもら

わねばならないものが多く、またレベルの判断

はなかなか時間のかかる仕事になりましたが何

とか4月22日の開館には、ある程度の数を揃え

る事ができました。新しく購入した本の語数を

数える作業と、このラベル貼りおよび返却予定

日の印を推すためのカードを本に張り付ける仕

事は2008年4月の開館後も常にアルバイト学生

にお願いしてきました。

　4月22日、無事にタワー75の7階に多読ルーム

オープニングの日を迎えました。

　図書は開架式に配置し、上から易しいものを

配置することにより、一番読みやすいレベルの

本1.0から2.0のあたりの本を書棚の上から2番

目の棚、目線に近く、一番手に取りやすい位置

に来るよう配慮しました。また学生が読みたい

本のところへすぐにアクセスできるよう、本を

簡単に以下の8種類のジャンルに分けて配架し

ました。絵本、ラブロマンス、ヒューマン・イ

ンタレスト、サスペンス／探偵もの、スポー

ツ、伝記、ノンフィクション・ノンサイエンス

〈歴史、文化文明、絵画、音楽　その他〉、サ

イエンスです。また全学共通英語プログラムを

履修する学生数が2500人という多数であること

から混乱を避けるため曜日ごとに、多読ルーム

利用最優先学部を決めて、全学共通に案内を配

布しました。

貸出返却の手続きについては、大学院生のア

ルバイトが雇用され、午前11時から午後6時ま

で担当してもらうことになりました。本の整備

整理も同時に担当してもらいました。

　貸出返却期間及び冊数は、一般学生には同時

に3冊まで、2週間の期間で貸し出すものとしま

した。教員職員には10冊を上限に1月間の貸出

期間と定めました。また別途述べます楽読クラ

ブの部員には一回に10冊、１月間の特典を与え

ました。

　手順としては、まず「多読ルーム利用カード

申込書」に規定の事項を書きいれてもらい、そ

れを貸出カウンターに持ってきてもらい、ソフ

テックで印刷し用意した多読ルーム図書貸し出

しカードを交付しました。

　

本の借出にはこのカードを選んだ本と一緒にカ

ウンターに提出してもらい、その貸し出しカー

ドをバーコード・リーダーで読むことにより借

り手のデータを入力できるというように手続き

の簡素化を図りました。返却は単に、カウン

ターに返す本を提出してもらい、その本の登録

番号をバーコード・リーダーで読み取って返却

実行を行います。
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その後7月に夏休みの貸出対策として、休み

中1人5冊に変更、夏休み終了後も離れたキャン

パスである薬学部の学生への配慮もあり、その

まま1人5冊2週間を続けることなになりまし

た。

貸出総冊数、貸出総人数棟のデータはソフ

テックのライブマックスにより管理されていま

す。総蔵書数、ジャンル別蔵書数、ベスト・

リーダー、ベスト・リーディング、学部別貸し

出し述べ冊数、等々あらゆる情報が管理されて

います。

　2009年3月末、多読ルームは共通講義棟南３

階に以前よりかなり広い部屋に移動することが

でき、4月にリニューアルオープンしました。

書棚を増やすことが可能になったため、ジャン

ルを3つ増やして11ジャンル（絵本、ラブロマ

ンス、ファンタジー、ヒューマン・インタレス

ト、サスペンス／探偵もの、スポーツ、伝記、

地理、ノンフィクション・ノンサイエンス〈歴

史、文化文明、絵画、音楽　その他〉、サイエ

ンス、生物に分類をして、希望の本をより探し

やすくなるようにしました。

多読室レイアウト

‘08年4月英語を履修する学生に配布した新しい英語多読ルームの案内
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　また高大連携の多読プロジェクトのために、

ブック・トラック３台に1,116冊を載せて（そ

の後すぐに追加し約2,000冊になりましたが名

城大学付属高校に配置しました。）只木先生以

下数名の英語教師が参加して、高校における多

読プログラム導入のためのデモンストレーショ

ンに出かけました。

　全学共通英語のプログラムにおける、日本人教

師が担当するReading & Listeningの授業の評価

の３０％をこの多読のレポートにあてるため、そ

の目安となる読書冊数と読書総語数のガイドライ

ンを各レベルごとに定めました。
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読書総語数のガイドライン

前期前期 後期後期
クラス 前期レポート枚数読書総語数 前期レポート枚数 読書総語数
基礎 15,枚（各2点〉 5,000語 15枚〈各２点〉 10,000語
初級１ 15枚（各２点〉　 6,000語 15枚（各２点〉 15,000語
初級２ 15,枚（各2点〉 10,000語 15,枚（各2点〉 20,000語
中級 20枚（各1.5点〉 20,000語 20枚（各1.5点〉 30,000語
上級 20枚（各1.5点〉 30,000語 20枚（各1.5点〉 50,000語

また授業中に使用するネーム・プレートの裏に

Reading Log を印刷して、学生の多読の記録を取

り易くするなどの工夫をして先生方に提案するな

どして、多読に関する関心を高めました。

ネームプレート（表）

ネームプレート（裏）

Extensive Reading Log
日付 タイトル レベル 語数 総語数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Good!

Keep it up!

Yes!

Well done!

Incredible!

OMG!

Awesome!

やまおり

やまおり

やまおり

!"#$#!%&'&

()*+,-./012+3-.

Attendance
・５回以上欠席すると定期試験の受験資格喪失となりますので注意してください。
・遅刻した場合は入室した時間を記入してください。

week 1 week 2 week 3

week 4 week 5 week 6

week 7 week 8 week 9

week 10 week 11 week 12

week 13 week 14

Vocabulary Quizzes
・半分以上正解で合格点２点。満点で３点。不合格は０点
・レビューテストのみ、合格点が４点。満点で５点。不合格は０点。

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Memo:

- About You -
Name:   ________________________________ 
Student ID #:   ________________________________
Major:   ________________________________
Email Address:   ________________________________
Where are you from?   ________________________________
What do you like to do in your free time?   _________________________________
What kind of music do you listen to?   _______________________________
What kind of sport do you like?   _______________________________

　多読室が教室と学務課とを結ぶ学生の動線上に

位置するようになったこと等の影響もあり、大変

な盛況を呈することになりました。先生方が授業

中に多読ルーム紹介のため学生を引率してきて下

さるのが何クラスも重なるようなこともあり、多

読ルームの登録カードの申し込みのために長蛇の

列が廊下のエスカレーターを一周してしまうよう

な事態になりました。また名城大学英語講師の勉

強会にお招きした近畿大学の高瀬敦子先生の講義

の中で、ごく易しい本からたくさん読んだほうが

後の効果が大きいとのお話に影響を受け、読み易

さレベル0.5あたりから読むようにとの指示をな

さる先生が増えたため、絵本を始め0.5から1.5あ

たりの本がすべて借り出されてしまい、突然の不

足状態に見舞われました。緊急にオックスフォー

ドのリーディング・ツリーを6レベル全て購入し

ました。このシリーズには各6冊に一枚ずつのＣ

Ｄが付いており、この対応に苦慮しました。分け

て録音しなおすにはあまりに数が多すぎるため、

ジップロックのついたビニール袋に、本6冊とＣ

Ｄを入れて、パックにして貸し出すことにしまし

た。〈バーコード・リーダの読み込みに支障のな

いようバッグの外にも6冊分のラベルをはること

になり、大変な面倒な作業となりましたが、これ

が全て棚に出た段階で、ある程度の本の不足状態

は解消されました。

6月18日には、4月初めからの貸出総数25,000

冊をかぞえ、6月23日には、貸出延べ人数、１

0,000人を超えることができました。これはたっ

た3ヶ月で、昨年一年分の延べ人数、及び本の貸

し出し総数を上回るものとなりました。

　8月のオープン・カレッジ・デイにはツアーに

加えていただきたくさんの高校生と父兄の方々に

も多読ルームを紹介することができました、また

9月には名城デイにも参加して、大学周辺の住人

の皆さんにも多読ルームを紹介することができま

した。住民の皆さんからは、地域の社会人にもこ

の多読ルームを利用できるようにして欲しいとの

要望も聞かれました。　

　9月20日からの後期の授業が始まると同時に、

また絵本及びノンフィクションの本棚はすぐに空

になり、その状態は学期末まで続きました。

第一回英語読み聞かせ大会

　12月19日に第一回英語読み聞かせ大会（The 

First Oral Interpretation of English 

Literature Contest）を行いました。19日〈土曜

日〉午後1時半よりコンテストを開催し、午後3時

30分には予定通り閉会しました。
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学生から寄せられたお勧めの書のポスター

多読ルームニュースレター
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自動返却機の案内

マウスを使って「返す」をクリックします。

バーコードリーダーの下にかざします。
＊続けて２冊以上読み込ませることもできます。

「返却実行」をクリックします。
最後に「終了」をクリックします。

自動返却機の使い方

!
"
#

$
#

これで返却手続きは終了です。 返却ポストに本を入れてください。
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2-1-1-3. 可児キャンパス　

加藤治子 （名城大学英語非常勤講師）

担当クラス：初級１（１年生31名在籍）、初級２（１年

生26名在籍）、初級２（２年生6名在籍）

可児キャンパスでの多読指導の様子を報告しま

す。

　英語（リーディング）担当のノンネイティブ

講師４人がブックトラック（キャスター付き本

棚）３台を管理しています。講師または講師に

依頼された学生が、授業の際にグレーデッド

リーダーを積んだブックトラックを非常勤講師

室（１号館）から各教室（３号館）へと運び入

れます。授業開始前に各学生が読みたい本を

２~３冊選び、自分の机に持って行き、授業内

に行われるSSR（持続的黙読）の10分間にその

本を読みます。初めのうちは本を選ぶように声

を掛けますが、そのうちに学生たちは休み時間

内に自分から本を選びにくるようになりまし

た。SSRでは、学生たちは読書に集中していま

す。

　可児キャンパスにおける多読指導の長所は、

学生がブックトラックから図書を選ぶ様子を目

の当たりにできるので、個々の学生の好みやレ

ベルに応じた具体的なアドバイスを与えやすい

ということ、またそれにより個々の学生の多読

への取り組みが把握しやすいこと、学生が授業

外に時間を作って図書を借りに行く必要がない

こと、学生全員が授業中に同じ行動をすること

により、学生間でも多読に関しての話題が多く

交わされ、積極的に多読に取り組む環境を維持

しやすいこと等だと思います。どの本がおもし

ろかったかとか「この本良いよ」「私が選んで

あげる」など活発に意見交換がなされていま

す。授業後の図書の貸し借り手続きは、スクー

ルバスの時刻に追われ、慌ててしまうこともあ

りますが、教師̶学生間、学生同士のコミュニ

ケーションの場として一役買っています。

　週１回の授業以外の時間に図書の貸出ができ

ないこと、これが最大の短所だと思います。多

読の効果を高めるためには、学生が大量に読め

るような環境を整えなくてはなりません。非常

勤講師が管理している以上は致し方ないのです

が、学生が、いつでも、自由に、ゆったりと、

図書の貸し借りをできるようにすることが必要

です。また、図書の選択の幅が天白キャンパス

の多読ルームに比べると限られてしまっていま

す。可児キャンパスに届いた図書の中から講師

が担当する学生に合わせた図書を選び、定期的

にブックトラック間で交換して入れ替えたりし

ていますし、実際は見た目以上にバラエティー

に富むのですが、学生にはそう見えないようで

す。

　可児キャンパスの学生が機会を見つけて天白

キャンパスの多読ルームに図書を借りに行き、

可児で返却できるなど、図書が自由に行き来で

きるようなシステムの構築を望みます。また、

授業時間内や前後の休み時間に加え、図書の貸

し借りができる時間を新たに設ける必要を強く

感じます。
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2－1－1－4. 八事キャンパス

安田有紀子 (名城大学英語非常勤講師）

担当クラス：薬学部中級（1年生31名／1年生29名）

【八事キャンパスでの様子】

八事キャンパスでは日本人講師5名が、キャス

ター付きブックトラックを3台非常勤講師室に

て管理しています。講師が各授業日に教室へ運

び込み、授業開始のチャイムが鳴る前に一冊選

んで机上に置いておくことになっていました。

私の担当クラスでは授業開始直後に毎授業単語

テストを行い、単語テスト回収後にあらかじめ

準備してあった本をとなりに座っているパート

ナーに向けて3分間、読めるところまで、読み

聞かせを行いました。多読課題は最終評価の

30%を占めているため、学生一人一人が集中し

て読む時間の確保が必然的に必要になります。

そのため授業内で少しでも音読を取り入れたい

という私の希望でこの読み聞かせを始めまし

た。

授業ではグループワークを取り入れる事が多

かったため、男女が混ざったグループとなり、

男子学生が女子学生に、女子学生が男子学生に

対して、本に描いてある絵を見せながら読むと

いった状況も自然と出来ていました。そのよう

に男女が混ざった状況だと恥ずかしがってなか

なか読めないのではないかという当初の予想と

は反対に、どのペアも時には笑い声も聞こえる

くらい楽しそうに取り組んでいました。英語を

声に出して読む時間がとれるのと同時に、授業

前の雰囲気作り、またクラスメートとの交流の

時間にもなり、クラス全体の雰囲気を高めるの

に非常に効果的であったと思います。

薬学部は天白キャンパスと離れていることと、

学生が週に一度程度しか多読ルームに足を運べ

るチャンスがなかったことから、八事キャンパ

スにブックトラックを保管できたことは学生に

とっては大変便利であり、またブックトラック

内といった限られた冊数であるために「一段目

のラックにある本は全部読みたい！」と目標を

明確に掲げる学生も出てきました。またその反

対に、ブックトラック内の本だけでは満足でき

ない学生は週に一度のチャンスを利用して天白

の多読ルームを利用して、冊数や読む本のバラ

エティーを広げる学生も多く見られました。薬

学部という学問分野の影響もあってか、多くの

学生が『Aspirin』や体のしくみについての本

を好んで読んでいた事も八事キャンパスの特徴

であったと思います。自分たちの学問に通じる

本を英語で、楽しく読めるといった環境は薬学

部の1年生にとっては多読に魅力を感じられた

一面であると思います。
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2-1-2.名城大学附属高等学校における多読指導

2-1-2-1.名城大学附属高等学校 科学英語

(多読プログラム)

杉山剛浩 （名城大学附属高等学校教諭）

(1) 経緯

SSH学校設定科目として「科学英語」が設定

されているが、校内のカリキュラム改定の過渡

期にあたり、平成21年度は科学英語を開講する

ことができなかった。その代替として、以下の

ような多読プログラムを実施した。

平成21年度より、名城大学教育開発センター

の協力を仰ぎ、高等学校英語教育の早期段階か

ら、多量の英語に触れることにより、高校卒業

時に高い英語力を有し、更に大学教育において

も継続的に行うことにより、附属高等学校・大

学との連携の強みを最大限に発揮することが可

能だと考え、名城大学全学共通教育の担当者と

の意見交換を踏まえて、英語多読教育をコアと

した「①高大連携英語教育の展開、②高大を通

じた英語教育の組織的改善の実施と教材開発の

推進、③英語多読法の普及」の3点を柱とした

高大連携による英語教育のあり方を構想するに

至った。

(2) 目的と仮説

多読は、従来の文法訳読方式の英語教育法を

変える力を持っている。多読を導入することに

より、高大共に、授業展開に関して、教師から

の自発的な改革が進むものと期待できる。教師

のアクション・リサーチや生徒(学生)アンケー

トによって、この成果を評価、又は測定するこ

とが可能である。

語学学習にとって、インプット量は重要な成

功要因である。多読により多量に英語をイン

プットすることは、単に読解力だけでなく、他

の技能（話す・聞く・書く技能）の伸長にもつ

ながることが期待される。高校教育の早期段階

から多量の英語に触れることにより、大学入学

時の英語力アップが期待でき、大学でも多読を

継続することによって、更なる効果を期待する

ことができる。

(3) 指導計画

附属高等学校の国際コース(1年生中心)と

SS（スーパー・サイエンス）クラス（2・3年

生)が対象。英語の授業時間、及び課外時間に

生徒が多読に取り組めるように、多読用図書の

整備を行い、英語教師には授業評価アンケート

などを通じて、多読指導のノウハウを共有す

る。

大学では全学部（法・経営・経済・理工・

農・薬・人間・都市情報）を視野に入れて多読

用図書の整備を継続し、高校と大学を合わせて

計7,000冊以上の図書を整備する。

又、大学でこれまで続けてきた多読活動課外

クラブ「楽読クラブ」の取り組みを高校にも応

用し、多読による効果をモデルグループで検証

するリサーチを継続的に実施する。

(4) 実践報告

第１回　Invitation to ER 平成２１年４月１

７日　金曜日

名城大学教育開発センター只木徹先生、多読

アドバイザー岡林先生、長尾先生による多読の

効用についてのミニ・レクチャーを実施。

高校生が通常抱くであろう、英語という言語

に対する憧れや、将来の必要性を、大学受験と

は切り離して考えさせた。又、彼らの最も身近

な英語テキストを用意して、ユニット毎に何語

あるのかカウントさせることで多読プログラム

の説明を導入していった。

　その後、実際に、絵本やGRを手に取らせ、読

みやすさレベルや総語数、ジャンル分けシール

などの説明を行った。またRobert Munschの

「LOVE YOU FOREVER」を読み聞かせを実施し

た。これによって、難しそうな洋書でも「分か

る」「おもしろさ」を体験させることができ

た。

　この企画を通じて、多読とは何であるのかが

明確に示され、各先生の多読に対する思いが生
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徒個々に十分伝わったものと思われる。机上で

学習することは教科書や問題集だけではないこ

とが生徒にとっては新鮮に写り、今後の英語学

習への夢と希望につながった。

第２回以降　各コースごとに英語授業時、課外

時に以下の取り組みを行った。

授業実践ー10分間の多読時間

生徒たちは予想以上に、静粛に取り組むこと

ができた。教師からは特別な指示はしないが、

本のアドバイスやレベルの推薦などを積極的に

語る。

Reading Log / Book Report

下の図のように生徒に読書記録をつけさせ、

多読の大きな目標である100万語に、少しでも

近づけるようにモチベーション維持を試みた。

又、長期休暇などを利用し、Book Reportを

作成し、読書記録を単なるデータの記録だけで

なく、印象に残った言葉などを転記させて、提

出をさせた。

Reading logのcheck

2年SSクラスでは、約8ヶ月で生徒の多読総語

数が以下のような結果となった。多読に積極的

に取り組む生徒が多く、最多語数は106,066語

であり、平均語数は46,734語であった。

夏休み中　8月に名城大学多読ルーム見学及び

読書会を開催

高校にはない本などを中心に、多読アドバイ

ザー岡林先生の指導を聞いた上で、それぞれが

興味を持った本を選び、読書をした。
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多読推進のため“recommendation sheet”を作成し、生徒相互に英語学習

(5) 考察

今年度は高校と大学との連携事業としての取

り組みが、十分に出来なかった部分も否定でき

ないが、多読に取り組むことにより英語を読む

ことに対する抵抗感はなくなってきているよう

に感じる。多読導入後はさらに外国語を学ぶ姿

勢が向上したように感じる。英語検定やTOEIC

の受験希望者も徐々に増えてきているのも、多

読の効果であると確信している。

(6) 今後の展望 

多読図書の中でも、FOUNDATIONS READING 

LIBRARYのシリーズが人気がある。ストーリー

が高校生という設定であり、同世代のスポーツ

や音楽、恋愛などが描かれているため、取り組

みやすいと思われる。今後はこのような図書を

整備し、教員側が指示をしなくても自然と多読

に向かうことが出来る姿勢を育んでいきたい。
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2-1-2-2.名城大学附属高等学校 

国際クラス(多読プログラム)

澤田麻衣 （名城大学附属高等学校教諭)

　名城大学附属高校国際クラスでは、英語の授

業の最初の１０分間に多読を取り入れているほ

か、長期休暇中の課題としても指定の語数を読

むことを課しています。現在は少ない生徒で３

万語程度、多く読んだ生徒で１０万語程度で

す。冊数はOxford Reading Treeといった語数

の少ない本を８５冊読んでやっと３万語に達す

る生徒もいれば、３２冊で９万４千語、１５冊

で６万５千語と語数の多い本を好む生徒もいま

す。また、本だけでなくニュースや各種検定試

験に向けた長文問題など、とにかく多くの英文

に触れるよう心がけています。

　また、生徒同士で自分の今読んでいる本につ

いて話し合わせたり、クラスで発表させたりも

しています。下記のように本のレビューを教室

に掲示すると、多くの生徒が興味深そうに読ん

では、感想を言い合っていました。

 

生徒の感想の例

Five Short Plays    語数：3800　　読みやす

さレベル：2.0

あらすじ：５人の男女が銀行にぬすみに入ろう

という計画を立てた。とても細かく

計画を立てたのに入った建物は図書

館だった！というお話です。この続

きは是非読んでみてください！

オススメな理由：5つの短編の話になっていて

読みやすかったから。１つ１

つの話がおもしろかったか

ら。

Curious George　　語数：４１７　読みやすさ

レベル：0.8

あらすじ：ある日、おさるのジョージは野球の

試合を見に行きます。ジョージは好

奇心がとってもあるおさるなので

色々な事件を起こしてしまいます。

そんな時、ジョージは１人の迷子の

男の子を見つけます。そこでジョー

ジは…？

オススメな理由：おさるのジョージは、日本で

もよく知られているキャラク

ターだから、すぐになじめる

し、絵があって分かりやす

い。そして、ジョージの行動

が気になって、ついつい次を

早く読みたくなってしまうよ

うな楽しい本だからです。
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2-1-2-3.名城大学附属高等学校 

多読プロジェクトと平行した読解指導

伊藤高司 （名城大学附属高等学校教諭）

「長文読解」というジャンルが高校英語には存

在する。「Reading Comprehension」と授業で

は呼んでいるが、生徒が「読解」できているか

どうかは、設問に答えさせることによって判断

する。設問といっても、True-Falseや

Multiple-Choiceが代表的なもので、どういう

訳か、特定箇所を「和訳」させたりして正しく

読解が行われたかどうかを判断している。和訳

が正解であれば、たとえ１文であっても文章全

体の読解もできているであろうと判断する。こ

のような方法で「読解力」を判定することに対

して、教える側も疑問を感じながらも、他に適

当な方法がないので、ほぼ妥当な判定方法とし

て用いているのが現実である。

同様に、生徒の側も「読解」イコール「和

訳」と捉えている者も少なくない。それでも時

折、全文の和訳は正確にできるのに内容が良く

分らないとこぼす生徒がいるのも現実である。

なぜこのような現象が起るのかは色々な角度か

ら捉えることが必要であるが、やはり「背景的

知識 (background knowledge)」の欠如が大き

な障害になっていると思われる。

背景的知識は「世界知識 (world 

knowledge)」、又は「一般知識 (general 

knowledge)」とも呼ばれているもので、言葉の

意味構成の根源には必ずこの背景的知識が関与

していると言われている。Bartlett, F.C. に

よると、連続文の読解過程の実験結果から「理

解し記憶されるものは、その文の字義内容を超

えたもの」すなわち読み手の持つ背景的知識に

よるものであるとしている。「読む」という行

為は、読み手自身の社会的・文化的鋳型に填め

込み、文を再構成することと説明している。

英語学習で考えてみると、学習者にとっては

英語の背後にある英語文化一般についての理解

に困難さを覚え、そのことが読解の障壁になっ

ていると考えられる。言語の背後にある文化

は、その言語を母語とする人々の思考や生活習

慣等に色濃く反映されることは言うまでもない

ことである。よって、英語を母語とする人々の

生活や習慣、思考や行動の様式等についての知

識を豊かにすることが必要になってくる。

　それでは「読む」という行為を更に深く考え

てみる。ここで忘れてはならない事として、読

み手の存在だけでなく、必ず書き手の存在があ

るという事実であり、この点が教育現場では軽

視されてきたような気がする。まず始めに書き

手の側面を少し眺めてみることとする。Grice, 

H.P.(1967)の唱える「協力の原則 

(Cooperative Principle)」が参考になると思

われる。書き手は通常、以下の４つの行動原理

を満たすべく努めるものと考えられる。

１．量 (Quantity) の原則

必要で十分な情報量をテクストに含め、

必要以上は含めない。

２．質 (Quality) の原則

真実の情報を与えるべきで、偽りと分っ

ていることや、証拠不十分なことは述べ

ない。

３．関連性 (Relation) の原則

伝達目的に関連性のあることを述べる。

４．表現方法 (Manner) の原則

明確に表現する。不鮮明さ、曖昧さ、冗

長さ、無秩序さを避ける。

　読み手は、以上の原則に従って書かれた「テ

クスト」の解釈を行なうことになる。書き手は

不特定多数の読み手の中から、自分のメッセー

ジを伝えたいと思う相手を想定し、その想定上

の読み手にその内容を「協力の原則」に沿っ

て、十分に伝えるべく方策を練ることになる。

つまり、書き手は想定上の読み手と暗黙裡にコ

ミュニケーションを交わしながら自分の意図す

るメッセージを伝達しようと試みるのである。

このように言語行動は、書き手と読み手の両

者間の協力体制の均衡を保ちながら行なわれる

と捉えることができる。しかしながら、日常の

コミュニケーションが示す通り、両者がこの

「協力の原則」に完全に一致することは極めて

稀であると思われる。

読解という行為は「書き手と読み手の存在を

前提として、両者間のダイナミックな相互作用 

(interaction) から生まれる」と定義付けるこ

とができるであろう。書き手は、読み手がどの

ように読むかを想定してテクスト (text) を書

き、読み手は、書き手が何をどのように伝えよ
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うとしているのかを知る為にそのテクストを読

む。つまり、両者はお互いに相手の考えを共有

しようという目標に向かって、相手の考えをシ

ミュレイト(simulate)しながら実行に移すので

ある。そして書き手と読み手の相互作用が円滑

に推移する為には、その前提条件として両者間

の積極的な協力が必要であるということであ

る。

「読む」という行為の目的は書き手のメッ

セージを知る為に読むのであるが、広い意味で

言うならば「知識の獲得」にあると言っていい

であろう。その為には、読み手は各個人が有し

ている知的能力を有効に活用することが不可欠

になってくる。すなわち、「読む」という行為

は読み手の単なる受動的な行為ではないことに

なる。それどころか極めて積極的で建設的な行

為であると結論付けることができる。読み手

は、書き手に対して絶えず問題提議を試みてい

るのであり、その答えをテキストの行間から推

理・推察するという、いわば暗黙裡の問答形式

によるコミュニケーションに従事することに

よって、文（又は文章）理解に到達しようとし

ているのである。すなわち、我々人間に備わっ

ている知的能力をフルに活用しなくてはならな

いことを意味している。

単一の文 (sentence)、複数個の文からなる

パラグラフ (paragraph)、あるいは全体として

の文章 (text) を読んで、その意味内容を理解

するという読解行動は、文に明示されている語

の意味や、統語関係から得られた知識だけを利

用していては不十分ということになる。それら

の言語的情報は、読解という全行程のいわば出

発点を示すに過ぎない。読み手は、文の前後に

存在する有形無形の情報と論理的に結び合わ

せ、更には自己を取り巻く一般的背景知識を利

用しながら読み進めなくてはならないのであ

る。

同時に、その過程で過去の記憶を検索して再

確認したり、補足訂正をも行なうのである。こ

のようにして読み手の持つ全ての知的能力を総

動員して、表面の文字列を活性化するという極

めて能動的・建設的な活動を行なうのである。

このことは、たとえ文中の単語の辞書的意味が

個々に分っても、それらをただ加算的につない

でいけば文全体の意味理解に到達するとは限ら

ないということである。

以下の英文中の it が何を指すのか、どのよ

うに判断しているのであろうか。

1.  Peter put the package on the table.  

Because it wasn’t level, it slid off.

2.  Peter put the package on the table.  

Because it was round, it rolled off.  

始めに、itがそれぞれ文中でどのような働き

をしているのかが分らなければならない。つま

り主題を示す語（Ｓ）、その主題の行為を示す

語（Ｖ）、そしてその行為を受ける語（Ｏ）は

どの語か、などが分らなければならない。この

統語上、基本となる「Ｓ＋Ｖ＋Ｏ」の語順と、

意味的に「行為者＋行為＋受け手」という関係

をしっかり把握することが学習者には何よりも

重要である。

次に、個々の文 (sentence) の統語上、及び

意味上の理解に到達したとしても、複数個の文

からなるパラグラフ(paragraph)を理解したこ

とにはならない場合がある。個々の文の意味を

ただ単純につなげていけば、パラグラフの意味

が分るというものではない。単文の意味の総和

が、そのままパラグラフの意味とはならない場

合があることは、今更力説する必要はないであ

ろう。それには、まずパラグラフの構造理解が

必要である。つまり、複数個の文からなるパラ

グラフという構造の中では、どの文が主題 

(main idea) であるか、又、その他の文は、そ

の主題とどのような関係にあるのかが理解でき

なければならない。そして、複数個のパラグラ

フからなる文章 (text) の構造の理解が必要と

なる。テクスト全体での主題は何か、つまり書

き手はその文章を通して何を主張しているのか

を把握しなくてはならない。読み手の持つ知的

能力の活用が要求される。

話が少し逸れてしまったが、１では「(1)そ

れは平らではなかったので、(2)それは滑り落

ちた」、２では「(3)それは丸かったので、(4)

それは転がってしまった」とだけ理解しても空

しいだけである。個々の語、そして文の統語上

の理解ができたとしても、所詮は表面的な読解

に過ぎない。(1) はtable、(2) はpackage、

(3)(4) は共にpackageであるが、なぜこのよう

なことが分るのであろうか？ここでは敢えて言

うならば、(3) がtableでないという判断
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は、table がroundと考えることは非常に難し

いという捉え方よりも、むしろroundという単

語の性質によるものであろう。

次に、読み手の持つ言語外の知識をフルに利

用して、文に明示されていない情報を読み取る

ということは一体どういうことなのであろう

か。これは書き手の意図する考えをまとめて、

全体として妥当な「メンタル・モデル」を作り

上げることに他ならないのである。この言語外

の知識として、①推論　②スキーマ　③背景的

知識がある。これらは英語学習者にとっては特

に注意を要するものである。

１)　推論利用

　文理解において、表面に表れた文字記号の分

析・解釈だけでは真の意味内容を把握できない

場合が多い。読み手は過去の様々な経験や、読

書等から獲得した知識等を利用して、その状況

に適合する推論 (inference) を介しながら意

味を補完して理解に至るのである。

２）スキーマ利用

　スキーマ (schema) とは既有知識の体系、つ

まり我々が日常的に経験する事物、状況、行

動、又はその連続体を総称的概念として、長期

記憶内に貯えているものを指す。例えば一連の

行動の理解の為には、この標準化された既有知

識を活用して、たとえ表面に明示されていない

内容をも推論しながら、筋の通った整合性のあ

る解釈を作り上げていくトップ・ダウン (top-

down) 的な過程である。

　次の英文は高校生であれば簡単に「読む」こ

とができるものであるが、「何故ジョンは眼鏡

を忘れたことに気付いたのか」と問いかける

と、意外にも結構多くの者が「分らない」とや

「書いてない」という返答が帰ってくることが

予想される。

   John entered the restaurant and sat 

down.  Suddenly, however, he realized 

he had forgotten his reading glass.

ジョンは何故眼鏡を忘れたことに気が付いたの

か。その理由は文面には明示されていない。し

かし、「レストランのスキーマ」を思い出せ

ば、即座に納得できる。つまりレストランでの

ステレオタイプの行動順序は、「レストランに

入る→ 席に着く → メニューを読む」という

順である。

スキーマは標準的であり総称的な知識を表現

する為に、実際の状況に合わせて適宜調整をし

たり、部分修正する必要もある。文化的背景に

よって多少異なる場合もあるが、総じて文章の

読解にはこのように標準化されたスキーマの利

用は最小の努力で最多の情報を得ることにつな

がる。

英語学習者の多くは、表面的に明示された語

句を逐語的に和訳することに忙殺されがちであ

る。少し文字を離れて、前後の文脈から因果関

係を考えたり、決まって起る状況の型を利用し

ながら文意を判断することも必要である。いわ

ゆるトップ・ダウン的な方策に慣れ親しむ必要

があると思われる。

　次は、実際に私が授業担当クラスで行なった

ものである。

・以下の英文を読んで、設問に答えなさい。

John was hungry. He went into Goldstein’s 

and ordered a pastrami sandwich.  It was 

served to him quickly. He left the 

waitress a large tip.

〔設問〕

１．What is Goldstein’s?

２．What did John eat?

３．Who made the sandwich?

４．Why did John leave a large tip?

１ について

多くのものがレストランと答え

た。Goldstein’sだけでは何のことだか分ら

なかったと思われるが、「’s」の用法か

ら、「お店」又は「人の家」という推測を働

かせ、その後のordered pastrami sandwich

でレストランと判断したと思われる。

２ について

　こちらもpastrami sandwichと答えた。確

かにordered pastrami sandwichとあるだ

けで、ate pastrami sandwichとは書かれ

ていないが、「レストランでオーダー → 

オーダー品を食べる」という図式がしっか

りとできあがっていると思われる。

３ について

　具体的に書かれていないが、こちらも

「コックさん」とか「シェフ」とい

-44-



う解答が容易に導かれた。

４ について

　この質問に関する答えは結構バラエティー

に富んだ。「料理が早く出されたから」

「美味しかったから」「waitressの対応が

良かったから」「レストランの雰囲気が良

かったから」が代表的なもので、これらを

ミックスした「料理を待たされることもな

く、料理も美味しかったから」とした者が

多く、ほぼ予想通りであった。

以下は、実際に解答と何故その解答を入れた

のかを自由に記入するように指示をしたもので

ある。複数解答が可能なものもあるが、それで

も解答はある程度限定される。

今回は時間の都合で生徒の解答を分析すると

ころまではいってはいないが、今後折りに触れ

てこのような取り組みをしていきたいと考えて

いる。もちろん、英語だけでなく日本語でも、

また逆に生徒に問題を作らせてみることも有益

と考えている。

・以下の英文の(   )内に適当な語句を入れ

なさい。又、何故その解答を入れたのか

を出来るだけ詳しく記しなさい。

Mrs. Brown’s old grandfather lives 

with her.  Every morning he goes for a 

walk in the park.  He comes home about 

noon to eat his lunch.  One morning a 

police car stopped outside ( 1 ) Brown’s 

house at 12:00 and two ( 2 ) helped the 

old man to the house.  ( 3 ) of the 

policemen said to Mrs. Brown, “The poor 

( 4 ) gentleman lost his way in the ( 5 ) 

and telephoned the police station for 

help, so they ( 6 ) us to bring him 

home.”   Mrs. Brown was very ( 7 ) but 

she thanked the policemen and they left.

   She said, “you have been to that ( 8 ) 

nearly every day for twenty years.  How 

( 9 ) you get lost there?”

   The old ( 10 ) smiled, winked, and 

said, “I didn’t exactly lost my way.  I 

just got tired and didn’t want to walk 

home.”
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2-1-2-4.名城大学附属高等学校 

ブックトーク指導案

伊藤高司 （名城大学附属高等学校教諭）

時間：「LHR」（英語の授業時に映画「レイン

マン」を視聴した後に実施）

テーマ「障害について考える」

・ まず始めに、英語の授業時に視聴した映画

「レインマン」を思い出させる。

→ 数名の生徒に映画の感想などを発表し

てもらう。

・ 兄役のDustin Hoffmanに限定して感想を求

める。次に弟役のTom Cruiseに限定して感

想を求める。

→ 自閉症に関する意見などが幾つか出て

くると思われる。

・ 「自閉症」という概念は映画視聴で既に理

解している。しかし、生徒には馴染みの無

い単語 “Learning Disability”(ＬＤ)を

紹介する。但し、この段階では詳しく説明

をしない。

・  始めに「ありがとう、フォルカーせんせい

（岩崎書店）」（作・絵：パトリシア・パ

ラッコ　訳：香咲弥須子）の１場面を読み

上げる。（原文では「字」以外は全て平仮

名）

１年生になった。でも、やっぱり読めな

い。どうしても読めない。字がくねくねした形

にしか見えないんだもの。

教科書を、皆で順番に声を出して読む。ト

リシャの番になった。「どこ見てるんだよー」

皆が笑った。

私、皆と違うのかな。頭が悪いのかな。

・  読み上げた後、言わんとすることが分かる

かどうか、数名の生徒に尋ねてみる。

・  絵を見せながら「読み聞かせ」をする。

→ 久々の読み聞かせ体験なので、小学校

低学年時代を思い出すきっかけになると期待で

きる。

→ この絵本を通してＬＤを概観し、さら

に深く考えることを可能にする書物への橋渡し

とする。

・  次に、トーマス・エジソン、アルベルト・

アインシュタイン、トム・クルーズに共通する

ものを考えてもらう。

→ 反応によってはヒントを与えたり、ク

イズ形式で考えてもらう。

・  各々の人物について、「ＬＤ（学習障害）

の子どもたち（大月書店）」（監修：茂木

俊彦　編：上野一彦　

文：稲沢潤子　 絵：オノビン＋田村孝）の

本を紹介しながら説明する。

（Ｐ．６）発明王と言われたトーマス・エジソ

ン（１８４７‐１９３１）のお話をしましょ

う。小学校に入ったエジソンはいたずら好き

で、少しも先生の言う事を聞きません。エジソ

ンは、皆が当たり前だと思っている事が気に

なってならないのです。（途中略）先生から

「君の頭は腐っている」と言われ、エジソンは

教室を飛び出しました。そして２度と学校へ行

かなかったのです。（途中略）今の学校にいれ

ば、ＬＤと言われていた事でしょう。エジソン

の手紙が残っていますが、綴りに間違いもあ

り、あまり上手ではありません。

 （Ｐ．７）相対性理論を確立して物理学に貢

献したアルベルト・アインシュタイン（１８７

９‐１９５５）は、子供の時言葉が出るのが遅

く、３歳になっても言葉を言わなかったのでお

父さんやお母さんを心配させました。（途中

略）学校の成績もさっぱりです。でも、数学だ

けは抜群で先生から「数学ができるのだから他

の科目もやればできるはず。怠けている」と言

われました。（途中略）無試験で入れる大学を

選んだほどです。アインシュタインもやはりＬ

Ｄだったと言われています。

（Ｐ．32）自閉症の人を描いた「レインマン」

で弟役を演じた俳優のトム・クルーズは、自分

がＬＤだったので、この映画に是非出演したい

と申し出ました。

・ ここで特に強調すべきこととして、ＬＤは

「学習障害」という日本語に直されている

こともあるが、決して「障害」ではなく、

誰にも「得意・不得意」があるのと同様
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に、ごく１部の学習項目に対する「不得

意」又は「苦手」という概念であることを

明確にし、ＬＤはゆっくり時間を掛ければ

十分克服できるものであることを伝える。

・ 最後に、一般に「障害」と呼ばれている

人々も、健常者と何ら変わらない生活を

送っていることを認識してもらう。

・ 但し、健常者にとっては何の苦もなくでき

ることが、多少の工夫をしなくては日常生

活を送ることが困難なケースを「これがぼ

くらの五体満足（三省堂）」（先天性四肢

障害児父母の会編著）を示し、その中から

一部を紹介する。

（Ｐ．９７）自分で自分を「かわいそう」「不

幸」と思う事が何よりもかわいそう。だから、

自分を好きでいる。

・ 誰しも自分一人だけでは生きることができ

ないことを知ってもらう。それは健常者も

障害者も同じ。（ここでは障害者という言

葉を使わず表現を工夫したいと思う）皆が

「苦手な部分」を持っており、その苦手な

部分を皆で補い、また補われることは社会

生活を送る上では当たり前であることを認

識してもらえるように話を展開する。

以下附属高校の生徒によるプレゼンテーション

スライド（１）

Book talk
Theme: Beetle

I was reading books which were written about 
beetle.

1. The reason to read the book on the beetle is that 
it  likes beetles. I like it  by going to the museum 
with a lot  of specimens of the beetle. The beetle 
was raised from the school child to the junior 
high school student for a long time. 
Extracurricular activities made to busy when 
becoming a junior high school student, and the 
beetle was not able to be raised.

2. A beetle is the biggest  bug in Japan. Beetles 
with horns are male, and those without horns are 
female. The first natural enemy of a beetle is a 
crow. About 1400 kinds of beetles are in the 
world, and are in Japan six kinds. Only 65 kinds 
are in a horned large-sized beetle. You should 
give neither the watermelon nor the melon said 
to be standard of bait because it is too juicy.

3. A beetle hair has three purposes, to protect the 
body, to feel, and to give off a smell. You can 
identify a Japanese beetle by its hair. A Japanese 
beetle has less hair than a foreign beetle.

4. I want  to see the beetle of various kinds of 
beetle. 
First of all, I will introduce beetles that live in 
Japan. 
[Kabutomushi]
- It  is a representation rank of the beetle 
distributed over Japan. Because they look like 
“Kabuto” (helmets) the name stuck. They like 
sap of the Japanese oak or KONARA. 
Breeding is easy. A larva eats leaf soil, shed 
their skin, and their weight  increases 1000 
times. 

[Taiwan beetle]
-In Japan, it  can see in Okinawa or Yaeyama 

Islands. In Okinawa, it  is known as a pest of 
coconuts, and coconuts withering to death of 
Because of vermin damage pose a big 
problem. It seems that  they were mixed in the 
coconuts brought from America before and 
after the restoration of Okinawa in 1972.

[Kuromarukogane]
It  is the smallest beetle in Japan. It is from 
12mm ~ 17mm. Also in neither a male nor 
female have horns. They don’t even have small 
horns. In Japan, They have only been found in 
the treasure island of the Tokara Islands, there is 
record and it is hardly collected in fact. 
Next, it lives foreign beetle. 
[Heracles OOKABUTO]
- It is the largest beetle in the world. The name 
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came from the name of the hero of power which 
comes out  of Greek mythology with Heracles. It 
is very popular. They are a larva for three years. 
Their wings will become black, if food is eaten 
and the stomach grows.
- [Elephant beetle] 
Weight is the heaviest  beetle in the world. It 
becomes 50g or more. It  is a gentle beetle and 
seldom quarrels. Since it is long-legged and the 
powerful, it  is painful to remove if it lands on 
your arm.

5. Finally, the thing of the beetle came to like it 
reading the book on the beetle. It did not know 
so much that there were many kinds of beetles. 
It was very happy to read the book.

 This finishes my book talk.
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以下、附属高校の学生によるプレゼンテーショ

ン（２）

I like tea very much.　I’m drinking every day.  I 

came to tell the difference between the a form of 
taste and fragrance recently. I change tea-leaf by 
feeling and in case of. So I thought I'd like to check 
it about how to enjoy oneself tea and history of tea 
and the kind.

There is a kind of much in tea. The name of the 
straight tea will be a produced place name. Even if I 
say Darjeeling tea in a word recently, it'll be often 
written clearly to the tea plantation and be, and the 
name is increasing more.

The tea leaf of a raw material is same tea and green 
tea, but I split  by a process. Green tea steamed the 
leaf picked from a tea plantation by 80 
centigrade-90 degrees immediately, destroyed an 
enzyme in the cell of a leaf and stopped an enzyme, 
so green is left in a finished leaf. It's fundamental 
difference that tea doesn't  steam a leaf contrary to 
that, and the leaf picked from a tea plantation 
scatters on the shelf, and, 15-20 hours, when it's left, 
water evaporates and becomes soft like velvet. 
When that's rubbed with a hand or a machine and 
liquid in the leaf is put  in a fermented room of more 
than 90 % of humidity in the surface and is chilliest 
in the factory for 2 or 3 hours, acid fermentation 

happens for an axil, and the color of the leaf changes 
to brick color, and volatile perfume oil changes, and 
pleasant aroma like apple is issued. The one which 
made that dry by the last process is tea.

When doing a Japanese tea ceremony separately 
when calling around the middle of the 19th century 
tea, British "gathering of" tea or "tea break in" the 
afternoon was famous and was the main part  of the 
British history of manners. "Tea in the afternoon" 
was also called "tea at five o'clock", and I had 
various breakfast by eating habits at  the time, so the 
lunch was easy and it  was ordinary that  I don't take 
servant's help. On the other hand, it  was turning 
social dinner gradually late from around 1820, and I 
thought  green tea and a snack are eaten in the 
afternoon. This custom which has started from the 
female in the home started to be also requested at  an 
outdoor store like a cafe after that, and tea in the 
outdoor afternoon also spread in all hotels and 
department stores at the beginning of this century.
When the English-Japanese dictionary kinds in hand 
are seen, when saying "tea", tea in the afternoon 
(light  meal of a with tea) and "early tea" are "tea 
with a meat  dish" (When a dinner was performed at 
noon, it's taken out.) to say tea in front of breakfast 
and "high tea". It's also called "meat  tea", and bread, 
butter and a snack have been also served. "Tea at 
five o'clock" but  it  was after that could be bought for 
the people with the to fall and to be common price of 
the tea now as daily necessities that it  was a custom 
at general home.

Recently We could buy various kinds of tea now at 
the easy price in a supermarket and a department 
store. A teabag could enjoy now easily more 
casually. For 24 hours, it's possible to buy it  favorite 
time at  the vending machine. I feel about the 
contents on the book read this time and I'd like to 
enjoy tea. When there is a chance I'd like to check it 
about a snack which goes well with tea and a 
container.
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2-1-3. 楽読クラブ

2-1-3-1. 楽読クラブの成立と経過　

岡林 園 （英語嘱託講師）

（１）楽読クラブ（Extensive Reading for 

Pleasure Club）の設立

　楽読クラブは、その名前の通り学生が英語の

本を読む楽しさを体験し、興味を持った学生が

より積極的に取り組むことができるよう学生を

サポートすることを目的に設立されました。ク

ラブではスペシャリストである岡林を中心に

様々な活動を行い、より多くの学生が英語を読

む楽しさを知ることができるような機会を提供

しています。

（２）楽読クラブ部員の募集

　英語の先生方にご協力をいただき、楽読クラ

ブの案内を学生に配布し部員を募集していま

す。

　部員募集は基本的に1、2年生全員を対象とし

ていますが、希望者は3年、4年生でも入部可能

です。

（３）目的

　実際に英語を読み、書き、聞き、話すことの

できるIT時代を担う人材の基礎を多読（多聴も

含めて）を行うことにより育成します。

（４）目標　

　4年間でペンギンLevel5、Oxford Book Worm 

Series Level 4 程度を１週間で１冊読みこな

せることを目指します。（実際読書時間は5-6

時間、TOEICのスコア換算では600点レベル。）

（５）活動

a） 達成者の表彰活動を魅力的にし、かつ学生

が活動に積極的に取り組むことができるよう

に、読書10冊目、20冊目ごとに学生の努力の証

として顕彰します。またBook Report Contest

を行い優秀者を表彰します。

b）読書方法：以下の2つの読み方を同時行って

います。

A：メンバーの合意により選んだひとつのテー

マまたはジャンルに沿った本を読んでもらいま

す。またはグループごとに全員が同じ本を読み

ます。

B：　各学生がそれぞれ自由に本を選んで読み

ます。

c）ミーティング：毎週1回、多読アドバイザー

の指導の下、活動を行います。（本を読んだ

後、自分なりに理解したことを人に話してみる

ことによって、記憶に定着させることを目的と

しています。

d）ミーティングの具体的活動:学生は読んだ本

について簡単なブックレポートを書き、これを

持ち寄って、毎週1回の例会で自分が読んだ本

の内容について口頭で発表します。参加人数が

多い場合は、テーマ別、または学年別等のグ

ループに別れて活動を行い、口頭発表後に、各

グループごとに自由討論を行います。討論は慣

れていないうちは日本語で行いますが、少しづ

つ英語でできるように訓練していきます。自由

討論会は様々な形式で行われていますが、主に

b)読書方法Aで説明したようにグループでテー

マやジャンルが決まっている本を読んで行いま

す。以下にその3つの例を紹介します。

例１：あらかじめ内容に関する問題を用

意し、その設問について学生が討論

する。

例2：各グループが課題の本の内容に関

する問題を作成し、紅白戦のような

ゲーム形式にして、どちらのグルー

プが多くの問題に答えられるかを競

う。

例3：スキット仕立てにして、本の一部

を朗読劇として演じてみる。

（６）Book Report　

内容：　氏名、レポート番号、提出日、本の題

名、レベル、ジャンル、出版社、総読語数、主

な登場人物、あらすじ（ごく簡単に数行ぐらい

で）、感想、印象に残った単語、語句、文また

は使いたいと思った表現、質問、読んだ本の評

価（4段階で）
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（７）　カルテ

　　　各楽読クラブ部員の読書および活動の記

録を管理しています。

　　　記録内容：氏名、活動開始日、読んだ本

の情報、本の出版社名、レベル、ジャ

ンル、読破語数、読破累積語数、冊

数、所要時間、本の評価、興味の変

化、次の読書候補に関する指導記録、

ビデオ、DVD、CDの有無の照会および他

の関連活動への指導・Meeting への参

加記録等

2-1-3-2. 楽読クラブ活動　日誌（記録）から

　 2008年4月22日より体験説明会を実施し部員

を募集したところ、約40名ほどが集まり曜日ご

とにグループを作り活動を開始しました。5月

はまず、英語による自己紹介、本および読書に

関する体験を、日本語または英語で語り合うこ

とから始めました。学生たちが慣れてくるにつ

れて少しづづ英語の割合を増やしていきまし

た。その後、学生に毎週2冊の本を読む課題を

出しました。そのうち1冊はグループごとに共

通の本を選ばせ、翌週までにその内容に関する

質問をお互いに考えさせて多読活動の際に英語

で質問し話し合わせました。もう1冊は、各自

好きな本を選ばせ、読んだ本のレポートもとに

英語または日本語で発表を行いました。また学

生の語彙力を測るテストを活動日ごとに順次行

いました。

　 6月に入り活動は大変に活発化しました。部

員の友人に誘われて入部する学生が増えたこと

や、大学内の掲示ポスタ―および大学のホーム

ページを見ての入部希望者もあり、一回の参加

人数が増えて10人ほどになりました。その結

果、各部員の発言時間が減ってしまったため、

各曜日を2グループに分けることにしました。

月曜日は2グループに分けて時間をずらして2回

活動を行い、水、木、金曜日は2グループに分

けて、各グループの活動を隔週にしました。火

曜日は人数が多いものの、学生の希望もありそ

のまま毎週の活動を続け、合計9グループでの

活動となりました。この頃、学生全員の語彙力

を測るテストが終わり、読解の速度を計るテス

トをクループごとに順次行いました。

　 6月末には90％の部員が英語での口頭発表が

できるようになりました。初代部長を務めた福

島君は、毎日多読ルームに来ていましたが、初

めは入部の勧誘に対して、「本を読むのは好き

だが、英語を話すのは苦手だから楽読クラブに

は入らない。」と1ヶ月ほど入部の勧誘を固辞

していましたが、いったん入部して活動を始め

てからは、大変積極的になり、すぐに英語での

発表が出来るようになりました。そして「読ん

だ本の中の言葉を使って、会話をすることは意

外と楽だと分かった。」と言っていました。ま

た50冊をすぐに読破し、それ以降大変楽しげに

英語で作文を書くようになりました。これは英

語を多量にインプットした結果、英語能力が向

上すると同時に英語を読むことや書くことに自

信がついてきた現れであると考えられます。

　 ほとんどの部員が英語での口頭発表が出来る

ようになったところで、上記のアクティビ

ティーに加えて、誤解のないコミュニケーショ

ンのための発音の訓練を開始しました。毎回20

分程度を発音演習に当てることにしました。岡

林自身の作成した教材を用いて、特に日本語で

は意味の違いが起こらないため、同音と認識さ

れるが、英語においては意味の違いがおこる異

音として区別される、似て非なる音の出しわけ

のトレーニングを行い、部員に好評を得まし

た。

　 7月には、ほとんどの活動がある程度できる

ようになってきたので、もうひとつ新しい英語

による音声表現の訓練を導入しました。読んだ

本の一番の感動の場面、さわりの部分をいかに

音声のみで的確に伝えることができるか（イン

タープリテーション）の訓練を加えました。こ

れも大変好評でした。　　　　　　　　　

　 楽読クラブは大学教育開発センター直属のプ

ロジェクトクラブですが、部員から是非大学祭

に参加したいとの希望があり、大学祭にも参加

することになりました。各グループで、読んだ

作品（本）をどのような形で観客の前で表現を

したら良いかを考えました。ラジオドラマのよ

うに音声だけで表現するのか、または紙芝居や

人形劇形式にするのかなど様々な意見が出まし

た。夏休みの活動中に学園祭で何をするのかを

最終的に決めて、合宿でその実演の準備を始め

ることになりました。試験前には学生の活動参

加が減りましたが、試験中でさえも活動に来て
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くれた部員もおり、試験後の夏休み中の活動は

元気を取り戻しました。　　

　 8月にはそれまでのグループを夏休み特別ス

ケジュールに組み替えて、普段の活動と平行し

て合宿の準備を行いました。チームごとのオー

ラル･インタープリテーション･オブ･リタレ

チャー（文学作品音声表現）コンテストを合宿

で行うために準備をはじめ、大学の夏季休暇に

入る8月8日まで毎日活動を行いました。夏期休

暇後は8月26日から活動を再開し、毎日７人ほ

どの参加者で活発に活動が行われました。

9月は9日まで上記の合宿に向けて、文学作品

音声表現コンテストのための準備と、普段の活

動とを並行して行いました。10日から1泊2日で

17名の部員が参加して、春日井の農学部付属農

場のセミナーハウスにて合宿を行いました。

（下記合宿報告参照）10日は、午前中にグルー

プごとに分かれてのコンテストを行い、4チー

ムが発表を行いました。各チームの発表題目

は、１.Snow White、２.Go Jimmy Go!、

３.Huckleberry Fin、４.Speech“I have a 

dream！”by Martin Luther King Jr.で、

１.Snow White(白雪姫)を発表したチームが優

勝しました。夜は英語での人名当てクイズ等の

ゲームを楽しみました。11日には個人別のコン

テストを行い、全員の投票で各学生それぞれに

合った賞を決め賞品が渡されました。その中

で、人間学部4年生の村田典之がグランプリを

獲得しました。　

部員全員が大変熱心に勉強をし、かなりの進

歩が見られました。英語学習以外の面では全員

で料理や掃除当番等をするなど、すばらしい協

力体制ができ、親睦を深めることが出来まし

た。合宿後のアンケートも大変好評で、年度内

〈2月ごろ〉にもう一度合宿を行いたいとの希

望が出され、その方向で計画をしています。

第一回楽読クラブ合宿

参加者：17名

（人間４）村田典之、

（国経４）久富貴弘、（国経３）山田健晴，

（国経１）秦飛鳥、村上知登世、

（経済１）長屋充顕、（法１）山下達也

（薬１）鈴木亮平、

（農３）奥田真理子(日帰り)、（農２）河合翔

太、箕島健太(現地集合)　

（農1）福島英晃、中村恵子、山本なつき、山

本樹理、花野仁美　

（指導教官）岡林　園

9月10日　17時より2時間ほど

久富貴弘と岡林が、夕食の食料の買出しをしま

した。

9月11日（木曜日）

9:10 予定通り本部棟前から名城大のピンクの

マイクロバスにて16人を乗せて出発(１人、農

場で現地集合)し、車中にて英語で自己紹介

10:10　 春日井の農場に到着　 箕島健太合流　

部屋割りは、No.1、2、3を男子、No.5を女子と

決定

10:30　 グループで、大学祭参加作品のOral 

Interpretationの練習を開始、全員熱心に練習　　

12:00　各自持参のお弁当にて昼食

13:00　再度練習開始

15:00　 グループによるOral Interpretation 

Contest開始（じゃんけんで順番を決定）

１:Snow White：飛鳥、知登世、翔太、達也、

真理子、亮平

“役になりきっていて、まとまりがよく発音も

ききやすかった。”との評でした。

２：Go Jimmy Go!：健太、樹理、仁美、貴弘　　　　

“頑張っている感じが良い”との評でした。

３:Huckleberry Fin：健晴、充顕、英晃

“一生懸命さが伝わってきた。”との評でし

た。

４：Speech“I have a dream！” by Martin 

Luther King Jr.:英晃、恵子、なつき　典之　
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“日本人離れしていると言っていいほど発音が

はっきりしていて難しいスピーチを聞きやすく

表現し、感情がこもっていて良かった。”との

評でした。

15:30　 全員による投票により入賞チームを決

定

１位：Snow White

２位：MartinLuther　

 King Jr.'s Speech.　

３位：．Go、Jimmy Go! 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同位３位Huckleberry Fin

奥田真理子帰宅のため、特別に個人賞を先取り

してPositiveで賞を贈呈

無事コンテストが終了しみんなホットとして、

すばらしい笑顔です！！！

18:00　 全員で夕食の準備。料理経験のない男

子学生も玉ねぎの皮むきからはじめ、

食器の準備、テーブル･セッテイング

等、大変積極的に行い、炊飯、カ

レー、サラダすべて、順調に出来上が

りました。

19:00　 夕食開始。大変においしいと大好評で

した。甘口カレー、中辛カレー、それ

ぞれ

１０人分ずつ完食し、少し残ったご飯

はおにぎりにして夜食としてたべまし

た。

19:30　全員協力し片付け　

20:00 個人のオーラル・インタープリテーショ

ン･コンテストのための練習

21:00　英語でゲーム１. “Twenty 

Questions”(playerに英語で質問し

て、Yes/Noのみで答えてもらい、みん

なが命題の言葉を当てるゲーム）、

２．“Who am I?”（２組に分かれ

て、キャプテンに答えてもらいたい人

物の特徴を他のチームメンバーで協力

して英語で説明し、早く答えをあてて

もらったチームが勝ち）すべて英語で

大変に盛り上がりました。

22:30　 各自トランプやおしゃべりを楽しみま

した。

24:00　就寝

9月12日(金曜日)

7:00　起床

7:30　全員で朝食の準備

8:00　 朝食　 (パン、ソーセージ、スクランブ

ル・エッグ、ミニトマト、ブロッコ

リー・スプラウト、コーヒー、紅茶、

ヨーグルト)

8:30　全員で片付け

9:00　 個人別オーラル･インタープリテーショ

ンの練習

10:00　 オーラル･インタープリテーション・コ
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ンテスト前夜、只木先生のオーストラリ

ア土産、河合翔太君からのイギリス土

産、岡林のアメリカ土産、城さんからの

プレゼントに全員で名前をつけて賞品と

しました。(ついでにもらいたい賞品に

名乗りを上げました。)これらの賞品の

獲得を目指して、熱い戦いが繰り広げら

れました。

全員の無記名投票により、前日にみんなで名前

をつけた賞品にふさわしい人を選びました。全

員が何かの賞を受賞して、コンテスト終了。　

続いて簡単な反省会とアンケートを実施しまし

た。

イギリス、オーストラリア、アメリカからのすばらしい賞品の数々

12:00　昼食開始　お弁当（11:30には本部に配

達されました。）内容たっぷりでみんな

満足でした。

13:00　 全員でお掃除　 みんな自主的に大変よ

く働きました。

14:30　退室　

15:00　 本部前で記念撮影　 バスにて天白へ向

けて出発

15:50　帰校　

16:00　無事本部棟前にて解散

スケジュール通りに計画が進み、学生は大変に

熱心に勉強をし、多くを学びました。また短期

間に大きな進歩が見られ、学生にそれを実感し

てもらうことができたと思います。すべてみん

なで協力して行い、一切もめ事もなく、大変楽

しく過ごすことができました。

最後に反省会で、来年度第二回合宿をやりたい

か聞きましたところ、”今年度中にもう一度や

りたい”との意見が出て、大変うれしく思いま

した。

反省点

1. 歌のListeningを行い、それを皆で歌う予定

で、教材を用意したが、現地にCDプレイ

ヤーがなく、実施できなかったので、次回

は必ず持参したいと思います。

2. 合宿中はすべて英語を使う予定であった

が、行きのバスでは全員英語を使うよう努

力できたものの、農場へ着いてからはなか

なか徹底できませんでした。次回は教師２

人で、出来ればNative Speakerの先生にも

参加をいただけるとありがたいと思いまし

た。また時間を区切って「これから１時間

すべて英語で話しましょう。」とうような

試みも行っていきたいと思います。

3. 賞を決める投票の仕方に少し不備があった

ので（全部の賞を一度に投票）、次回から

は各賞ごとに投票して、その結果を発表し

たいと思います。

合宿以降は大学祭に参加のための準備を開始し

ました。<６月時点での学生からの要望により

計画>

9月27日には第2回茶話会を行い、50冊読破した

人間学部3年大嶋恵理の表彰式をすると同時

に、農学部3年奥田真理子を委員長に、農学部2

年河合翔太を副委員長として、学校祭準備委員

会を設置し本格的に準備を開始しました。後期

より9人の新しい部員が参加し、隔週の水曜日

に八事キャンパスでの活動を開始しました。以

前から天白で活動していた薬学部の部員のうち

の４人に新人３人が加わって、八事キャンパス

での活動は７人になりました。10月には合宿で
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準備した作品を紙芝居にしてグループごとに発

表の準備を始めました。また部員各自の“お勧

めのこの一冊”の紹介をポスターにして、展示

する準備も始めました。この学際準備は昼の休

み時間および空き時間等を使って、グループで

自主的に行われ、普段の発音の練習や他の多読

ルームの活動と平行して行いました。

　学祭の準備が本格的になってきた頃、八事と

可児キャンパスにも多読図書を常設することが

決まり、各キャンパスにブック･トラック3台分

ずつの本を準備するための本の仕分け等で多読

ルームは大変混雑しました。新人の参加もあ

り、中間的に、読解力のスピードとフルーエン

シーのテストを2週間かけて実施しました。

　 11月1,2,3日大学祭に参加し以下の英語紙芝

居６演目を上演しました。

1日　＊Little　Red Riding Hood 〈赤ずきん

ちゃん〉

2日　 ＊Planets、＊ Go Jimmy Go!　 ＊Snow 

White and the Seven Dwarfs〈白雪姫〉

3日　＊:The Place where monsters are怪獣た

ちのいるところ、＊The Little Mermaid 

〈人魚姫〉

　また来場者のために、英語カルタ等部員手製

の英語ゲームを、準備しました。

来場者に配布したパンフレット１

来場者に配布したパンフレット２
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“お勧めのこの一冊”の紹介のポスター40枚

〈英語、日本語とイラストによる〉を掲示、な

かなかの力作が並びました。
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ここにすばらしい40枚すべてのポスターを載せ

ることが出来ないことが大変に残念です。

11月14日大学祭反省会を行い、その席で

5050冊読破した、3、4人目の薬学部1年2名、森

川加奈子と瀬戸伯一の表彰式とうちあげ会を行

いました。その後、続いて薬学部１年丹羽玲菜

が50冊読破、11月末には部長、福島英晃が100

冊読破しました。

この楽読クラブの活動を通じて、学生た

ちはフィクションおよび、ノンフィクションの

本を読み、楽しみながら、着実に英語のイン

プット増やしています。また同時に英語の本を

読むことによって様々な分野の色々な情報を獲

得できる、楽読人口が増えつつあることを誇り

に思っております。ここで、ある部員の言葉を

紹介したいと思います。

“多読ルームは、向上心あふれる人々でいつも

あふれていて、とても刺激になります。”

2009年1月試験期間が始まり部活は休止状

態となりましたが、2月にはまた本格活動を開

始しました。予定表を製作して第2回合宿の支

度に入りました。農場は寒いということで、外

部のゼミ合宿などに使う浜名湖のホテルでの一

泊を計画しました。今回はインタープリテー

ションに加えて、英語によるディベートを計画

しました。多読ルームにある本から、対比でき

そうな2人の人物または場所を選んで優越を争

うべくグループを組んで準備を始めました。

第2回<春季>合宿

　　2月12日、浜名湖での合宿を行い

只木先生を含めて16名が参加しました。

2月12日

9:43 JR東海道線にて名古屋出発

10:48 新居到着　新井の関所を見学

　　　　宇野君の英語によるガイド付き

12:00 新居にて昼食

14:01 新居を出発

14:04 鷲頭着　ホテルの送迎バスにてホテル

　　　　リステル浜名湖へ

15:00 ディベートの準備開始

18:30 夕食

20:00 ディベートのルールの説明および準備

21:00 就寝（夜中までも準備を続ける熱心な

　　　　ものもおりました） 

2月13日

8:00 朝食

9:30 ディベート開始

       “Dogs are better pets than cats.”

       “New York is ａ better place to

         visit for vacation than London.”

12:00 昼食

13:00 ディベート再開　およびベスト・ディ

        ベーター等の表彰式、最後に英語の

        歌のレッスンで締めくくりました。

15:00 ホテルを出発

15:45 鷲頭初

16:58 名古屋駅解散

　 初めてのディベートでまだあまりうまく行っ

たとはいえませんが大変良い経験になりまし

た。何人かの部員は知的ゲームとして興味を

持ってくれたので、その後多読ルームの活動と

して続けることになりました。
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　 タワー75の多読ルームが手狭であったため、

共通講義棟南館の3階に移転して、大変な混雑

の中での部活再開となりました。部員募集のチ

ラシを全学共通英語履修学生全員に授業を通じ

て配布しました。部員の応募の反応が余りよく

なく、新入部員は13名ということになりまし

た。しかしそれ以降も部員勧誘の努力を続けま

した。

　 部員のうち一番人数の多い農学部の学生が2

年生になり実験の時間が大幅に増加して、通常

活動をしている4，5限の時間帯に実験が入り活

動に参加できなくなってしまい、活動希望曜日

が金曜日に集中してしまいました。また火曜日

も集中が起こりました。少し離れたところに位

置する薬学部の学生が火曜日にはメインキャン

パスでの授業があるために集中してやってきま

す。その上’09年度の新入部員は薬学部に集中

したために（新入部員13名中10人が薬学部）さ

らに火曜日の集中が起こりました。火曜日、金

曜日の集中問題を解決するために、3限、4限の

わずかな空き時間に少人数で行わねばならなく

なりました。そして薬学部の部員のために、多

読ルームを出て、八事の薬学部のキャンパスで

の出前活動を行うことにしました。ちょうど八

事へもブックトラック3台分の本を配置しまし

たので、いっそう八事での活動がやりやすくな

りました。　

　 昨年タワー75の7階の部屋は楽読部員の部室

といった感じで居心地が良かったのですが共通

講義棟の3階は以前よりはるかに広く一般学生

が大変入りやすくなりました。またいろいろな

理由から（報告書2-2で述べている）利用者が

急増して、部員の居心地が悪くなり多少不満の

声が聞かれましたが、5月末には一応の落ち着

きが見られました。6月には検証のためのＴＯ

ＥＩＣの受験を行いました。しかしこれはクラ

ブであり、また大学の中で受験できるＴＯＥＩ

ＣＩＰは土曜日の午後おこなわれて、この時間

帯は教員志望の学生のための教員養成のための

講座が開講されているため、受験できない学生

もあり、また個人の都合の方が優先される傾向

があり、授業で行うようには全員の受験とはい

かず、これは去年から引き続いての問題点であ

ります。

　8月1日には多読ルームがオープン・キャンパ

ス・デイのツアーに組み入れられたため、６月

からその準備にかかりました。当日は部員10名

のボランティアーを募り、英語紙芝居を2つ公

演しました。ひとつは昨年の合宿から準備して

大学祭で公演し好評であった“Red Ridding-

Hood（赤づきん）”を上演し、もうひとつは、

新しい企画の“リトル・チャロ”（ＮＨＫの英

語教育のためのアニメ番組）を紙芝居にアレン

ジして上演しました。チャロを演じた山本さん

と細井君とがなかなか好演であったと評判にな

りました。

夏休みは9月の合宿のための支度を中心に読

書リストを設定して毎日活動を続行しました。

が祝は、9月15日、16日に、昨年と同様、大学

農学部の農場にあるセミナーハウスにて行いま

した。　

　今回も読み聞か会（Oral Interpretation of 

English Literature Contest)とディベートを

中心に行いました。夕食時から只木先生と長尾

先生が参加くださり、ディベートをじっくり聞

いてくださいました。宇野・小柳津チーム対河

合・高橋チームによる、“Einstein is a 

greater person than Martin Luther King 

Jr.”は素晴らしい対決となり、互角の戦いを

しましたが、部員全員の投票で僅差から河合・

高橋チームが勝利し、さらに河合翔太部長がベ

スト・プレゼンターとして表彰されました。

　 9月20日には“名城デイに”オープン・キャ

ンパス・デイと同じように、英語紙芝居２つと

英語カルタを行いました。

　 後期には前期実験のため参加できなかった2

年生が少し復活して活動に参加するようになり

活気を取り戻しました。夏休みになってから急

に大学祭に参加しようという機運が高まり、理

工学部の小柳津敬央君が委員長となり、高橋俊

平君を副委員長として、急速に準備を整えまし

た。

学際は次のようなプログラムで行いました。

1．紙芝居　 リトル・チャロ、ポニョ、そして

薬学部の五島みどりさんのオリジナルペイ

ンティングによる“フィシャーマン、アン

ド　 ヒズ　 ソウル”の3作を公演しまし

た。、

2．部員による“読み聞かせコンテスト”を　

ポール・ウィキン先生、長尾純先生、安田
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有紀子の3人に審査員として迎えての本格

的なコンテストを行いました。優勝は人間

学部4年生の村田典之君、2位が経済学部3

年の高橋俊平君、3位が山本樹理さんと決

定され表彰を受けました。

3．みんなで歌おう、ということで、ビートル

ズの“イエスタデイ”、カーペンターズ

の “ ト ッ プ ・ オ ブ ・ ザ ・ ワ ー ル

ド“、“スィング”、”ウィー・アー・

ザ・ワールド”等をみんなで英語で歌いま

した。

4．英語ゲームも行われました。

後日平成21年度学長表彰式にて、大学祭の学術

企画として優秀であると認められました。

12月には検証のためのＴＯＥＩＣを受験しても

らいました。経済学部の宇野朝貴君は810点と

いう最高の点を獲得できました。ひたすら楽読

の部活での、読み聞き書くはなすことにより、

まったく試験対策なくしてこの点数を獲得して

くれたことを、多読の有効性を証明してくれる

ものと思いました。

楽読クラブ員に、クラブに入って良かったこと

を聞いてみました。

＊英語を読むスピードが変わったこと。長い英

文を見ても苦痛にならなくなってきたこと。

文をまとめる能力がそなわってきたこと。英語

の発音の練習が出来て、自分の癖を矯正できる

こと。英語が楽しく感じられるようになりまし

た

いろいろな人に出会えたこと。授業以外に楽

しみが見つかり、学校生活が豊かになったこ

と。英語で話す機会が増えたこと。英語を臆す

ることなく使おうと思うようになった

こと。自分の英語の能力があがったこと。英語

だけでなく、普段のコミュニケーション能力も

上がったこと。（農学部2年）

　

＊発音の練習からできる。（←今までやりたく

てもできなかったこと）。　ただ話すだけでな

く、どう話したら相手に伝わるかを考えて文章

や話し方を考えるよう　になった。

テレビで英語を話しているのを聞くと、話の内

容が理解できなくとも注意して聞くよう

になった。

特に発音練習など、とても勉強になります。

コミュニケーション力も上がりました。

外国の文化に興味を持つようになった。（農学

部2年）　

＊発音練習がすごく良い勉強になった。　本を

読んで、質問をつくることはとても役に立つと

思った。

おもしろい本が見つかると楽しい。動物の本

が読んでいておもしろかった。海外に行くのに

役に立つ。文法だけではなくて発音も大切だと

分かった。（農学部2年）

＊英語の本に触れるきっかけが持てた。発音の

違いで全く言葉が異なることも知った。

中国に行っても英語で話をしなければならな

いことで、自分の話したいことを言えなかった

のはとても残念でした。どこに行っても英語は

必要だと改めて実感させられました。<農学部2

年）
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＊周りに英語をがんばりたいと思う人がたくさ

んいるので、英語の勉強を続けることが、

一人で勉強していた時よりも楽です。私はクラ

ブの中では英語のレベルがかなり低いの

で、周りの先輩が目標にもなります。

　 岡林先生から独学では得ることのできない

様々な知識を教えていただいたおかげで、

実践的な英語の勉強ができたと思います。（経

済1年）

　

＊クラブに入っていなければ話す機会がなかっ

た他学部の人と友達になれたことも良かった。　

英語の本を読む習慣が身につきました。正直、

夏休みが終わって、本当に英語の力が

伸びたような実感はあまりありません。しか

し、2日前に夏休み明けに出した英語の

多読プリントを返してもらった時、英語の先生

から「前期に比べてwritingの力が

上がったね」と言われました。もしかすると、

英語力が上がったかもしれません。英語の本だ

けでなく最近では日本語の本もよく読むように

なりました。楽読クラブに入る前は本を読みた

いと思うことがまずなかったのですが、最近で

はおもしろそうだと思う（日本語の）本があれ

ば、すぐ買ってしまうようにもなりました。

（経済1年生） 

＊英語の授業でブックレポートをたくさん提出

できた。英語の本を読むのが楽しい。

英語に関することに興味を持つようになった。

　海外に行きたいという思いが強くなり、2年

の夏にシアトルに大学の研修で行ってきた!!

（国際経営）

＊ 少しばかり英語に自信がついた。

企画に対して積極性を持つようになり、わか

らない本を2回3回読むことでわかるようになっ

た。（経済2年）

＊英語ができなくてもコミュニケーションはと

れる。　友だちができた。

　洋画、洋楽に興味が持てた。英語に親しみが

持てた。（国際経営2年）)

＊英語の本が100冊読めた。他学部の友だちが

増えた。50冊、100冊読むごとに本がもらえた

し、先生が喜んでくれた。　どんどん読んでい

くにつれて、1万語以上の難しい本が読めるよ

うになった。

英語に興味を持つようになり、海外へ行って

みたいと思うようになった。　家族で海外旅行

に行って、率先して現地の人と話した。（薬学

部２年）

＊いろんな学部の人と知り合え、知識が増えた

こと。定期的に英語と関わる時間ができたこ

と。100冊読んだ人が身近にいて刺激になった

から。ノンフィクションなどの知らない単語を

たくさん知りたかったから。

　英語で会話する機会ができたこと外国へ行っ

てみたいと強く思うことができたこと。

英語が普通に読めるようになったこと。（薬学

部２年）

＊What is the good aspect of the join this club is that  

there are many students who love English. Before 
joining, I always studied English alone. It was not 
fun． However, after knowing the existence of this 

club, I really enjoy reading.
The change of my mind is that I don’t think I 

am studying English at all now. It became my joy 
and I just enjoy reading books. What is the 
interesting point is that my score for the TOEIC test 
is increased, although the former semester, I was so 
busy to study for my major. In addition to that, my 
focus against English is not only the reading but also 
speaking or how to pronounce. Last summer holiday, 
Sono taught with the focus on how to make a sound 
clear about one hour a day during the activity. I 
practiced a lot with other members and I feel I 
became much better.

Finally, thanks to the reading of many English 
books and the writing for the report, I got a lot  of 
knowledge and my reading and summarizing speed 
became faster than I used to be。　（理工学部3

年）

＊ I don’t think I got  along with other members as 
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soon as I joined. It  took some months to be able 
to talk with most of them. Anyway, apart  from 
relationship, I started activities. At  first, I didn’t 
think that pronunciation was important. But 
gradually, I realized it  was very important. 
Maybe, that was the first  thing I learned here. 
However, reading books wasn’t as important as 
it  should have been, at  first. I think it  was when 
I was told that  there were books with audio CD 
in it. Then, I thought on, it would be good idea 
to practice my listening skill. From then on, I 
began to pick up the book with CDs. As you 
know, fiction books have more CD than non-
fiction books have. So I chose some of fiction 
books and started reading. While I was reading 
those books I noticed that  it  could be even useful 
to learn not only sounds of English but also much 
vocabulary and expression. And you already 
know, non-fiction book is good for studying 
English conversation and expression. And finally, 
the more high level books the more interesting 
expression and vocabulary I can learn。（経済学

部３年）

　ほとんどの部員にとって読むことは楽しいこ

とになっています。　また同時に部活で行う発

音の練習が大変に好評でありました。　 そし

て、英語のみならず日本語でもコミュニケー

ション能力が上がったと感じているようです。

返事を迷うことなく英語で書いてくれた学生も

おり、楽読クラブは単に読むだけのクラブでは

なく、英語で、読み、書き、聞き、話す４技能

すべてのトレーニングを行っていること証明し

てくれていると思います。

楽読クラブ活動成果の検証

楽読クラブの活動による検証は‘09年度は

EPER（Edinburgh Project on Extensive 

Reading ）という満点が55点のCloze Testによ

り行いました。以下のような結果になっていま

す。

　 大変に伸びた学生は16点のゲインとなりま

す。この学生はひたすら本を読みCDを聞いた結

果TOEICでも810点という高得点を記録しまた。

会話の力にも素晴らしい発達を見せてくれてい

ます。

　 地道に活動を続けてきた部員の多くはTOEIC 

500点以上を取ることができるようになり、確

実な成長を見せてくれています(定期的に活動

に参加する部員20名中8名500点以上取得）。部

員は読み、書き、聞き、話すことにより確実に

英語の総合力を伸ばしてきていることを実感し

ております。これからもこのEPERや、その他に

よるによる検証を続けて行きたいと考えていま

す。明らかな結果を出すにはまだまだ２年の活

動は短いと言えると思います。これから素晴ら

しい結実を見られることを楽しみに活動を続け

たいと思います。
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3. 検証【データ資料】多読教育の実践状況

難波　輝吉　(大学教育開発センター)

3-1．多読ルームの基本情報

場　　所：天白キャンパス共通講義棟南3階（約56㎡）

座 席 数：16席

蔵 書 数：17,421冊

　　　　（天白：9,698冊，八事：2,598冊，可児：2,695冊，附属高等学校2,259冊）

　　　　　八事，可児キャンパスは非常勤講師室にブックトラックを配置。

　　　　　附属高等学校もブックトラックを配置。

備　　品：図書館総合情報管理システム（Lib Max）用PC：2台

　　　　　同返却専用機PC：1台，液晶テレビ：1台，DVDプレーヤー：1台

3‒2. 名城大学における英語多読学習の展開

年度 内容

2006年度

全学共通教育の英語授業で「聴く・読む・話す・書く」の4技能を習得目
標に掲げ，「読む」ための学習教材の充実を図るため，附属図書館に軽読
書コーナーを設置し，多読図書の整備を開始。
図書館の利用者数増加。

2007年度

私立大学等経常費補助金特別補助対象事業（教育・学習方法の改善）に申
請・採択。更なる多読図書の整備・充実を図る。
12月に多読専用図書を配置した多読ルームの設置準備に着手。
大学教育開発センターのイニシアティブ事業として，英語多読プロジェク
トを立ち上げる。
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年度 内容

2008年度

4月下旬，タワー75　7階に多読ルームを開設。
多読指導者（契約職員）1名，開発支援スタッフ1名，学生アルバイト8名
で運営開始。
利用実績は，利用者＝4,849名，貸出冊数＝9,613冊。

2009年度

嘱託英語講師制度の導入により，契約職員として採用していた1名を同制
度で採用。開発支援スタッフ（派遣）1名，学生アルバイト4名で運営。
タワー75　7階から共通講義棟南3階へ移設。
利用実績は，30,668名，貸出冊数：64,123冊。（H22.1.31現在）

3‒3．英語多読学習法を支える組織・環境

スタッフ（平成22年1月31日現在）

多読アドバイザー（嘱託英語講師）：1名

多読ルーム支援スタッフ：2名

多読ルーム学生アルバイト：4名

協力教員：27名
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3‒4. 多読ルーム貸出冊数及び利用者数

１）2008年度（2008.4.22～2009.3.31）

2）2009年度（2009.4.1～2010.1.31）

ワンポイント解説
1．2009年度の大幅な増加要因は，授業科目のレベルごとに読書量の目標設定を行った結果である。
2．全学共通教育で学ぶ学生以外の利用者（法学部，理工学部）の増加，教職員の利用増加もその要
因に含まれる。
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3‒5．図書レベル別貸出冊数

2009年度（2009.4.1～2010.1.31）

ワンポイント解説
1．読みやすい自分のレベルにあった図書を読む多読学習法の指導を徹底した結果，0.5～2.4レベル
の図書が多く利用されている。
2．0.5～2.4レベルの図書の整備に重点を置いているが，現状では蔵書数と貸出冊数のバランスが取
れていない。現在，レベル，ジャンル，学生の興味関心にあわせ，多読図書の整備計画を策定，実
行中である。

3‒6．TOEIC IPスコアの比較

全学共通教育科目で英語を履修している者と意欲的に多読学習に取り組んでいる「楽読クラブ」

の学生のTOEIC IPスコアの比較

ワンポイント解説
　 多読学習に意欲的に取り組んで
いる学生は，正課外の学習の場と
して，楽読クラブで自立的な学習
に取り組んでいる。
　 TOEIC IPのスコア分析によれ
ば，通常の正課授業で学んでいる
学生より，楽読クラブを活用して
いる学生の方が40ポイント程度ス
コアが高くなっている。
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3‒7．多読学習の役立ち度

（１）学部別集計

　 全学共通教育英語の履修学生に対して実施した「学生による英語授業アンケート」で，「多読は

英語学習の役に立ちましたか？この問に対する答えの具体的な理由も書いてください」という設問

に対する集計結果である。集計は，全学共通教育を履修している学部（法学部，理工学部は除く）

と学部ごとに集計している。
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（２）科目別集計

ワンポイント解説
1．全学共通教育導入学部・学部別の分析結果としては，67.8%の学生が英語学習に役立ったと回答
している。特に薬学部（76.9%），人間学部（73.2%）では高い評価を得ている。
2．科目のレベル別の分析結果としては，基礎，初級，中級，上級とレベルが高くなるごとに，役に
立ったという感想の比率が高くなる傾向が見られる。
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（３）役立ち度の前・後期の比較・年間平均の状況　－学部別データ－

ワンポイント解説
1．前期・後期の比較によれば，前期に無回答であった学生が，後期には何らかの効果を感じて明確
な回答をするようになった。その結果，役に立ったと回答した学生が7.6%増加した。
2．いずれの学部も前期から後期の役立ち度の変化をみると，特に明確な向上が確認されたのは経営
学部（15.9%）であるが，いずれも向上している。多読への習熟度の結果であろう。
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（４）役立ち度の前・後期の比較・年間平均の状況　－科目レベル別データ－

ワンポイント解説
1．同じ科目のレベルで前期・後期の比較を行ったところ，上級レベルを除き，役に立ったと回答し
た学生が3%以上増加している。特に基礎レベルの科目では，約21%の向上を実現している。前期で
は無回答であった学生が，多読学習の効果に気づいた結果と考えられる。
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3‒8．多読学習を経験してみての感想　“多読はあなたの英語学習において役に立ちましたか”
“役に立った”という意見（抜粋）

・役に立ったと思います。前よりは易しい英文ならスラス
ラ読めるようになりました。
・役立っている。
・楽しく英語を読めて役に立ちました。
・単語とかが前よりも覚えることができた。本を読んだり
小テストで勉強したから。
・知らない単語とかがわかるようになったのでよかったで
す。
・本で分からない単語が多いのですぐ調べようとする姿勢
が身についた。
・とても役立ちました。
・役に立った。本なので読みやすい。
・単語力が増えた。
・身近に英語の勉強ができ、楽しく行えた。そして単語力
もついてきた。
・よむスピードが速くなった。
・役立ったと思う。英文がスラスラ読めるようになった。
・役に立った。本なので読みやすい。普段英語を読む機会
がなかったから。
・役に立った。英語に触れる時間が増えたから。
・英文を読む力が少しついたと思う。
・役に立った。英語に触れる時間が増えるため。
・役に立った。ふだん英文を読む機会がないのでよかっ
た。
・役に立ったと思う。英語をたくさん読む機会が増えたか
ら。
・役に立った。とても分かりやすく使える文などができ
た。
・役に立った。読む力がついた。
・絵本を読むので読みやすくて多読は良かった。
・英語に接する機会が増えたので役に立ったと思う。
・英語を読む力が上がったのでよかった。
・役に立った。この授業を通じてふだん読むことのない英
語の本を定期的に読むことで英語の長文への抵抗が少なく
なった。
・今まで分らなかった単語を調べる良い機会になったし、
とても役に立ちました。
・英語を読む良い機会になった。
・役に立ちました。
・英語の本を読むことで自分にとって大変役立ったと思
う。
・役に立ちました。英語の本と接する機会がないので。
・はい。今まで知らなかった使い方や意味を知ることがで
きて楽しい知識を増やせたため。
・役立った。普段英語の本を読む機会がないのでよい経験
となった。
・役に立った。英文を読むスピードが速くなったと思いま
す。
・役に立ちました。
・普段は読まないのでいい機会だった。
・役に立った。英語がちょっと好きになった。
・役立った。読むスピードも速くなったし、目が英語に慣
れることができた。
・役立った。英語の文をうまく訳せるようになったから。
・簡単な英文なら読むことができるのがわかったので役に
立った。
・役に立った。英語を読む機会が増えたから。
・役に立った。普段読まなかったけど、簡単な英語でも普
段から読む習慣を身につけることができた。
・役に立った。だんだんと長文も読めるようになってき
た。
・役に立った。英文を読むスピードが速くなり、英文の読
解力もついた。
・普段見掛けない文法や表現が出てきて面白かったです。
・役に立ちました。英語の語順が多読のおかげですぐに出
るようになりました。
・役に立った。知っている単語が増えた。
・文を見た時に日本語にする能力が上がったと思います。
・多読を行うことにより少し英語を読むスピードが速く
なったと思う。
・少しだけ英文を読むスピードが速くなったと思う。
・気楽に英語を勉強できて教科書より楽しい。
・役に立ったと思う。わからない単語があると、そのたび
に辞書をひいて調べられるから。
・役立ったと思う。英語と接する機会が増えたのでよかっ
たと思う。
・もう少しレベルの高い本を読もうと思った。
・英文を理解するスピードが少し早くなった気がする。
・役になった。単語など…。

・単語力を増やすことに役立った。
・英語に触れる機会が増えたと思う。
・役に立っている。
・とても役に立った。なぜなら、単語力も付いたと思う
し、英語を読むスピードが上がったから。
・本を読むのが少し好きになった。
・まあ役に立った。英語力が少し上がったかなと思う。
・役に立った。
・役に立ったと思う。単語テストの課題など力がついた。
・とても役に立った。
・すごく役に立ちました。
・役に立った。わからない単語を見てどんな意味か想像す
る力が少しついた。
・単語を復習できた。
・たった。チャーリーとチョコレート工場とか、知ってい
る本もあってレベルは高かかったけど興味を持てた。
・英語に少し慣れることができた。
・日頃から英語と接するようになり、少なからずとも要約
などの役に立った。
・英語に触れあえた。
・毎週英語に触れるのでよいと思います。
・英語の本を読むことで語彙数が増えた。
・英語を読む力がついたと思う。
・テレビでやっている洋画の時、単語や意味が少し理解で
きるようになった。
・英語の文をスラスラ読めるようになったので役に立ちま
した。
・最初はめんどくさいと思っていたのに、読んでいくにつ
れて他の本が読みたいと思えるようになったので役立ちま
した。
・英語の本をあまり読んだことがなかったのでよかった。
・英語の文を読む機会はあまりなかったので役に立った。
・英語を見ることが大事なので自分の役には立った。
・知らない単語を学べたのでよかった。興味のある本を読
むので全然苦にならなかった。
・知らない単語を多く学んだ。
・日本の子どもと外国の子供とでは読む本がかなり違うと
いうことがわかった。文化の違い？
・英語を読む力が以前よりついたと思う。頭の中で整理し
て読めるようになった。
・役に立ったと思う。自分の知っている話を英語で読むと
また違った感じがして楽しかった。
・役に立った。読解力が上がったと思うから。
・読むことによる学びは文章作りとして役立った。
・役立ちました。英語で書かれた絵本が面白かったです。
・役立った。いままで自ら進んで英語を読もうとは思わな
かったが、多読を始めてから英語でも物語とかが感じられ
るようになった。進んで読みたいと思うようになった。
・役に立った。文章を早く読めるようになった。
・自分の興味から気に応じて本を選べるので自主的にやる
という点においてとても役に立っている。
・あまり英語に接していなかったが、簡単な文章から入れ
たので役に立った。
・すごく役に立ちました。英語を読むということに少しず
つ慣れてきました。
・役立ったと思う。
・役に立ちました。楽しかったし、またいろんな本が読み
たい。
・まだ実感はないが、文章に対して抵抗がなくなった。
・立ちました。英語の本にはやはり抵抗があったので。簡
単な単語ばかりで楽しくスムーズに読めた。自分の自信に
も繋がると思う。
・前は文を読むのが遅かったけれど、少しは良く読めるよ
うになった気がします。
・速読において役立ったと思う。
・自分では役に立ったと思います。リーディングが速くな
りました。
・役に立ったと思う。多読をすることで英語を勉強するこ
とができたし、毎週なるべく1～2冊読むことで英語の勉強
を続けていくことができた。
・役に立っている。
・英語が少し好きになった。
・役に立った。多読がよかったから。
・役に立ちました。
・英語をもっと読んだり書いたりしたいと思った。
・レベルは高いとは言えないけど、積極的に読んだ。
・英語の本をたくさん読めたからよかった。
・役に立ちました。
・役に立った。少しでも英語が読めるようになったことに
感動した。
・役に立った。英語の表現が身についた。
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・役に立った。英語を読む機会が増えていい勉強になっ
た。
・役に立ったと思う。洋書でも絵本ぐらいからなら何冊も
読めることがわかったから。
・単語の意味がわからなくても前後の内容で分かるように
なりました。
・英語の文章に苦手意識がなくなった。
・今までよりももっと英語に触れる時間が増え、英語が身
近であると感じることができた。
・楽しく学べるので役立つ。
・役に立った。すでに知っている内容の本を英語で読めた
ことがよかった。
・役立ったと思う。英文を読むスピードがよかったと思
う。
・役に立ちました。いろいろな表現を学べた。
・ストーリーを楽しめるから、スラスラと読むことができ
たと思う。
・英語を読む楽しさが増えてよかったと思う。
・宿題として出されたから強制的に読まされた。だけどそ
のおかげで英語に触れる機会が増えた。
・まあまあ役に立った。英語の本をスラスラ読めるように
なったから。
・普段英語の本に接しないのでよい機会だったと思う。
・役に立った。英語がスラスラ読めるようになった。
・役に立った。
・役に立った。学期の後半は読むのが楽しくなった。
・役に立っていると思います。この授業がきっかけで毎日
英語のラジオ番組を聞くようになりました。
・自分から進んで英語の本を読む習慣がついた。
・立った。前よりも英語を読む機会が増えた。
・役に立った。英語を読む習慣ができた。
・前より英語の文章がスラスラ読めるようになったのでよ
かった。
・英語の本を読むのが少し楽しくなった。もっと長い物語
などを読んでみたい。
・役立つと思う。普段使わない単語や表現が勉強できるか
ら。
・役に立った。これまで英語の本を読んだことはほとんど
なく、読んでみて楽しかったし、楽しみながら読む力がつ
けれてとてもよかった。
・多読がないと本を読まなかったと思う。役に立ったと思
う。
・英語を読む習慣をつけるためには役に立った。
・役に立ったと思う。物語などを英語で読んでいて理解力
が深まったと思うから。
・はい。日頃多読をする機会がないから。
・なったとおもいます。英語を感覚でつかめるように少し
なった。
・多読は良い。
・少しは英語力が上がったと思います。役立ったと思いま
す。
・今まで英語の本を読むことがなかったので、読むきっか
けができたからすごく役に立っている。
・役に立った。英語の本を大学に入るまで1度も読んだこ
とがなかったけれど、多読が始まってから本を読むように
なって少し英語の力がついたと思ったから。
・少し難しい本が読めた時は自信がつく。
・役に立った。習慣がついた。
・役に立ちました。自分は英語に触れる機会が少なかった
ので、多読でそういう機会ができてよかったし、授業以外
で英語を読むのは新鮮でした。
・役に立ったと思う。
・ふだん読まない長文も知っている話だと読めるので役
立った。
・英語の本を読むことは私にとっても刺激的だった。本が
面白かったから、英語にも興味が持てたと思う。
・授業外でも英語を触れることができたのでよかった。
・長文を読む力がついた。
・普段英語に触れないので、少しでも英語を目にする時間
があってよかったと思う。
・役に立ちました。簡単な英文をスラスラ読めるように
なった。
・英語に対する意欲がわくので役に立っていると思う。
・役に立った。英語を読むスピードが上がったかなと思
う。後期は計画的にもっとたくさん読みたいと思う。単語
力も以前より身についた。
・はい。たくさん読まなきゃいけないのは大変だったけ
ど、早く読めるようにになったし、楽しい本もあるってわ
かったから。
・立っています。英語の本に触れる機会が増えたのでよ
かったです。
・面白い本がたくさんあった。
・英語で本を読むことで日頃から英語を目にするように
なった。

・多読も強制されないとなかなかやることもないので強制
もよい。
・立ちました。普段英語の本を読まないからいい機会に
なっていた。0.1とかのレベルからあって、しり込みしな
くてもいいからちょっと英語ができる気分になる。
・普段英語の活字に触れる機会が少ないために役に立っ
た。
・英語を読むのが苦ではなくなった。本が面白いとまた読
みたいと思うし、少し難しい本でも挑戦しようと思うよう
になった。
・役に立った。英語の本が前より好きになったし、読めば
読むほど面白いと思うようになった。
・文章を読むスピードが上がりました。
・役に立った。楽しんで読めたし、文脈から推測する読み
方も身についたから。
・英語の意味を推測できるようになり、よかったです。
・役に立った。長文にすすんでチャレンジしようと思うよ
うになれた。
・多読のおかげで英語の長文を読むのが嫌じゃなくなっ
た。
・英語を読むのに慣れられたので役に立ったと思う。
・役に立った。読む力がついた。
・読むのが速くなった気がした。
・少しだと思いますが、読むのが速くなり単語も知ること
ができた。
・役に立ったと思う。このような形式にしてもらわないと
自主的に英語の長文を読むことはないし、長文を読むこと
で単語力や読解力も身につくと思うから。
・海外の文化に触れることができたと思う。
・単語力が若干上がった気がする。
・役に立った。英語を読む機会が多くなり、読解力も付い
た。
・役に立った。
・役に立った。英語の発音の練習も出来たし、耳を慣らす
こともできたと思うから。
・役に立ちました。英語を読む習慣が身に付いた。
・少し読むのが早くなったと思う。
・役に立ったとは思う。
・いろいろな英語の本を読むことができた。
・役に立ちました。英語で書かれた本を毎週読むことで、
英語に慣れることができ、また今までよりも英文を読むス
ピードが上がったからです。
・役に立っています。多読の部屋を大きくしてほしいで
す。
・イギリスのことを多く学べた気がします。
・役に立ちました。
・役に立った。日頃からの英語の学習に最適だったと思
う。
・読む習慣がついた。
・役に立った。少しでも多く英語に触れることができたか
ら。
・知らない単語を見つけることができた。
・週に1回、1冊は必ず読んでいたので、以前より、英語を
読むことが苦じゃなくなりました。役に立った。
・役に立つ。多読することで英語力が上がる。
・英語の文を読むのが前まで苦手だったけど、英語の文を
読もうという気になった。
・役に立った。単語がわからなくても予測するようになっ
た。
・読むのが早くなった。知らない単語も文脈から推測でき
るようになった。
・役に立った。意味のわからない単語もその単語の前後を
読んで意味が理解できたことが多くなった。
・役に立ったと思う。なぜなら、文章を読むスピードや単
語の推測がスムーズになったからです。
・役に立ちました。英語に興味を持てたからです。
・長文を読むことで知らない単語が出てきても前後で判断
するくせがついて読むスピードが上がったと思う。
・読むスピードが上がったので役に立った。
・英語に触れる機会が増えて、読むスピードが速くなった
から役に立っている。
・家で英語を学習する時間が増えたのでよかった。
・多分役に立った。少しだけ抵抗がなくなった。
・普段英語を読む機会がない私にとって、楽しく英語に触
れることができた。また、英文を読むペースが速くなっ
た。
・英語力の維持と興味を持てた。
・役に立った。英語の意味を予想する能力がつき、スラス
ラ英文を読めるようになったから。
・役に立ったと思います。たくさんの本を読むことによっ
て、読むスピードが速くなったり、単語量が増えたと思う
から。
・英文が速く読めるようになった。
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・読めるようになるほど楽しくなる点では英語学習に役
立った。
・非常に役立った。普段、日常の生活で英語に触れるとい
う機会がなかったので、多読によって触れる機会もでき、
自分の英語力も向上したと思う。
・英文を読むことに抵抗がなくなった。
・読むスピードが上がった。
・はい。英語が前より早く読めるようになった。英文を読
むのが楽しくなった。
・役に立った。読むスピードが速くなった気がするから。
・簡単なコミュニケーションから、難しい表現まで幅広く
学ぶことができる。
・多少なりとも英語ができるようになった気がした。
・役立った。英語をととても身近に感じることができた。
・英語に触れる良い機会となりました。
・役立った。英文に対する苦手意識が少し減った。
・英文を読むのが速くなったから役に立った。
・多読の利用で単語を覚えたり、会話文の構成など少しで
も触れることができた。
・はい。英文での様々な説明方法についていろいろと分
かった。
・英語を身近に感じることができてよかったです。
・英語本の読み方とかが分かったので、これからも読みや
すいと思います。
・日本と外国の文化の違い、絵本の題材の違いを知れてと
ても面白かった。
・普段の生活であまり英語のみの本を読む機会がないので
役に立つ学習法だと思いました。
・英語を読む機会が増えたのがよかったと思う。
・役に立った。なぜならこの機会がなければ英語で書かれ
た雑誌を読むことは一生ないと思うから。
・役立った。英語を読む速さが少し早くなった気がする。
・授業以外で英語を勉強する時間がよかった。
・役に立ちました。速読が少し身につきました。
・以前より読めるようになったので、役に立っていると思
います。
・役に立ったと思う。
・役に立ったと思います。
・役に立った。いろんな表現が知れるから。
・英語に親しむという点でよかったと思う。
・読むスピードが前より少し早くなったような気がする。
・役に立った。
・英語に対する興味が持てた。
・役立ちました。もっとたくさん読めばよかったと思いま
す。後期は英語の授業を受けないけど、時間があれば読み
たいと思っています。
・役に立った。英語を読むことは楽しく、勉強にもなると
ころ。
・役立っていると思います。長文を読むのに抵抗がそこま
でなくなりました。
・次も何か読んでみようという気持ちになって、多読が苦
にならなくなったので役に立ったと思う。
・立ったと思う。すらすら英語が読めるようになった。
・本を読むことで英語により興味が持てたので役に立った
と思う。
・読むのが速くなった。
・役に立った。授業のない日も英語に触れる時間ができた
から。
・英語を読む機会が増えたので役に立った。
・多読によって英語に触れる機会が増えた。
・役に立ったと思う。
・普段は英語の本を読まないので、多読は良い機会になっ
た。
・英語を読むスピードが速くなったので、少しは役に立っ
たと思う。
・大いに役に立った。
・役に立った。
・英語が読めるようになった。
・いつも読まない本を読めたので、新鮮だった。役に立っ
たと思う。
・役に立ったと思う。速読できるようになった。
・知らない単語を知る機会となった。
・多読の小レポートを書くために本気で英語に取り組めた
ので、これは良かったと思われる。
・役に立った。毎週英語の本を読むようになった。
・とても役に立った。
・色々なフレーズを学べたし、英文を早く読めるように
なった。だんだん難しい本も読めるようになった。
・たくさん英語を読む根気がついた。
・役に立ったと思う。英文が比較的スラスラ読める。わか
らない単語があっても文脈から判断できるようになったか
ら。
・役に立った。英語を読むことは楽しいと思った。

・多読がなかったら、毎週、習慣的に英語に触れることが
なくなってしまうのでよかったと思います。
・役に立った。早く英文読めるようになったし、いろんな
表現が知れたから。
・役に立った。本を読むのは楽しい。
・様々な英語に触れることになり、多くのものを学べるた
め、とても役に立ったと思う。
・はい。英文の言い回しなどを学ぶにはもってこいだと思
います。あとボキャブラリーも増やせました。
・根気よくなった
・英語に触れる機会を増やす意味で役に立った。
・役に立ったと思う。
・役に立ちました。1週間に1度は必ず英語に触れる機会が
できるということは良いことだと思います。
・役立ちました。英語を読むくせがついて良いと思いま
す。
・多読によって楽しく英語学習ができたので、これからも
やっていきたいです。
・とても。
・はい。英語だけでなく、ノンフィクションだと新しい知
識が身につくから。
・英文を楽しんで読むことができ、読む速度も速くなった
と思うので役に立ったと思う。
・英文を読む機会が増えて、少し英文を読むのが速くなっ
た気がする。
・Yes
・英文が速く読めるようになってきているので、役に立っ
ていると思います。
・役に立った。面白い本がたくさん読めたから。
・英文に多く触れることができたのでよかったと思う。
・英語に触れることが少ないので、本を読むことで読解力
を高めたと思う。
・今まで英語だけの本はあまり読んでいなかった。1年生
の時よりもたくさん楽しく読めたからよかった。多読ルー
ムはいいと思った。
・役に立った。知らない単語ばかりだったから多少覚えた
と思うから。
・役に立ちました。早く読書をできるようになった。
・多読を毎週やらせることにより、英語に触れる回数が多
くなるから。
・たった。英語の本をたくさん読んだ。
・役に立った。多読ができるようになったことが、自分の
中では一番大きいです。難しい本が読めるようになると読
める本の種類も一気に増えてうれしかった。
・いろいろな知識も増えたので役に立ったと思う。
・色々な歴史上の人物のことを学べました。
・多少役に立った
・英語の本を読む機会が多くなったので、英語の読解力が
ついたと思う。
・役立った。英文理解がしやすくなった。
・英語の本を読む機会自体が増えてよかった。
・すぐにたくさんの本を読めるようになりました。
・役立つと思う。
・役に立った。
・役に立っていると思う。
・役に立った。英語に触れる機会が増えた。
・役に立った。忘れかけていた単語とかも思い出してまた
覚えることができた。
・役に立った。
・役に立った。英語の本を読む楽しさを知ることができ
た。
・役に立ったと思う。少しずつだけど理解できてきたか
ら。
・英語の本を読む機会があってよかった。
・役に立った。
・とても役に立ったと思います。文章を読むことで語彙力
がつきました。
・役に立ったと思う。前よりも英語が好きになった。
・英語に触れる機会が増えるのでよいと思います。
・まあ役に立ったと思う。なぜならば、日常生活で英語に
触れる貴重な機会となったから。
・はい、役に立ちました。
・普段英語の本を読まないのでとても役に立った。
・読解力がついたため役立った。
・役に立ってます。続けていきたいです。
・役に立った。ストーリー性のあるものの方が想像で読め
る分理解しやすかった。
・役に立ったと思う。少し英文読むのが速くなった気がす
る。
・英語文を読むスピードが速くなったと実感した。
・It's very nice thing to do. I want to read the 
book in English more.
・興味のあるところから入ることができたので、やる気を
持って英語の学習に取り組めた。
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・役に立ったと思う。普段なかなか自分で多くの英文を読
むことはないから、本の少しでも習慣がついた。
・役に立った。今まで知っていた単語でも意味の違う使い
方で英文が載っていたりしたので、本から学んだ単語がた
くさんあった。
・知らない単語とかも自然に覚えれるし、流れをつかむこ
とができるようになったと思うから、英語の勉強として役
に立ったと思います。
・簡単な本しか読んでませんが、読むのが速くなりまし
た。
・役に立った。読む力は少しは伸びたと思う。日常会話も
学べた。
・少しだけ役に立ちました。多読より映画を見る方が直観
的だし、覚えやすくて発音も練習できると思う。
・毎日読むことが大変だということがわかった。
・はい、役に立つと思う。知らなかった単語がたくさん出
てきた。やはり単語を増やすのは自身の英語力にも大切だ
と思う。
・もっと多読したい。
・役に立った。普段英語の本は読まないし、高校みたいに
文法だけを考えて読むということをしないので読むことに
少しは慣れたように感じる。
・簡単なもので、ストーリーがわかっていたりするものが
英語で読めたときは、役に立ったと思う。
・役に立ったと思う。英語の本というのは、テキストなど
とは違い楽しみながら読む事が出来ました。普段読む機会
もあまりないので良かったと思う。
・レベルが書いてあり、自分のレベルにあわせて読むこと
が出来るのは良いと思った。無理なく出来る。
・今まで英語の本は読んだことなかったので新鮮だった。
話の流れで英語を読む事が出来てよかった。
・少し役に立った。英語が嫌いだった自分に英語と触れ合
う機会を与えてくれた。読んでいるうちに少し好きになれ
た気がする。
・役に立った。普段英語の本は読まないし、高校みたいに
文法だけを考えて読むということをしないので読むことに
少しは慣れたように感じる。
・役にたった。前より少し読めるようになった。
・とても良かった。身近に英語に触れられた。
・役に立ったと思う。面白い本を読みながら英語を学べた
から。
・役立った。自分の興味ある本が読めたから。
・英語をじっくりではなく、サラサラと読めるようにな
り、読解力がついたと思う。
・役に立った。英語に触れる機会が増えたから。
・文法を読む力がついたと思う。役たった。
・本を読む楽しさを知った。
・英語の本を初めて読めた機会だったので、よかったと思
う。
・簡単な本しか読んでないが、多くの文章を読み、英語の
本から読解力だけでなく、知恵も得ることができて良かっ
た。
・英語を読む事が最初は好きではなかったが、自分の興味
のあるものを読んでいるうちに多読が面白くなった。
・レベルがあまり高くないものを読んだので英語が親しみ
やすくなった。
・簡単な単語で読みやすくて、話になってるので読む気に
なったので、役に立ったと思う。
・多少は役に立ってると思う。ストーリーにすると英語も
分かりやすいから。
・初めて英語の本を読んで勉強になった。
・自分は基礎的なことができてなかったので、この授業で
基礎的なことをやってくれたので役に立ちました。
・英語力を付けるのに役に立った。
・初めのころよりは英語がスラスラ読めるようになった。
・役に立ちました。英語が好きになった。
・役に立ったかどうかはよくわからないが、英語の本を読
む事は非常に楽しかった。
・多読は役に立った。高校までは教えてもらってなかった
ような表現が含まれていて、本当の英語に出会ったような
感じがする。
・役に立ったと思う。
・英語に触れる機会が増えてよかった。様々な表現の仕方
を身に付けることが出来た。
・役に立ちました。自分の理解しているレベルを知ること
ができたし、苦手意識があったのも、読めるとやはり嬉し
い。
・講義で多読の時間をとってくれたのでやりやすく、役に
立ったと思う。
・役に立ったと思う。簡単な英語の本を読むことで、苦手
意識が薄れた。
・教科書の長い文章を読む気が出たし、とても良かった。
読んだだけ評価につながるというところは、沢山読もうと
する気持ちも出てくる、すごくいい学習だと思う。

・英語を読むスピードが多少速くなったような気がする。
・役に立ったと思う。今までこんな風に英語の本を読む事
はなかったから、面白いなと思った。
・少し役たった。英語を読んで分からない単語が出てきて
きても雰囲気で分かるようになった、沢山読んで慣れてき
たところ。
・多読が無かったら、自分では絶対に英語の本を読まない
から、強制でもいろんな本が読めてよ良かった。
・英語に触れる機会が増えてよかった。
・役に立ったか分からないが、本を読むことが好きになっ
た。
・役に立ったと思う。
・英語で本を読むことが出来てよかた。
・役にたった。日本の本が英訳されたのを読んだとき、英
語だとこうなんだと思ったりおもしろかった。
・英語を読むスピードが早くなったし、いろいろ知識も増
えた。
・日本語特有の表現を上手に英語に訳してありおもしろ
かった。簡単な本であれば、これからもいろいろ読んでみ
たい。
・のだめの英語版などの日本のマンガを違う形で読むこと
ができた。
・文章を読むのが早くなった
・役に立った。英語に触れる機会が増えたから。興味があ
る話で英語力がつくから。
・役に立った。週一の授業でしか英語に触れるときがない
と、色々と英語を忘れてしまうことがあるが、多読のおか
げで英語に沢山触れる機会があり文章を読む速度も上がっ
た。
・英語の本を読むことが今までなかったので、良いと思
う。
・役に立った。本で英語がわからない所があったとき、と
ても悔しいので勉強しなくてはと思った。
・役に立った。英語に常に触れていられるので、実力が付
く。（リーディング力）
・すごく役立った。本を読む習慣ができた。
・最初に比べて10分間で沢山の文字を読めるようになった
からよかった。今まで英語の本を読む機会がなかったけ
ど、これを機に読む機会ができた。
・役に立った。英語の文を見るのが楽しくなった。
・ちょっと読めるようになった。
・役に立った。楽しく読むことができた。
・役に立った。わからない単語も絵から推測できたりし
た。
・英文を読むスピードが上がったような気がする。
・役に立った。英語の文章を読む習慣が増えたから。
・役に立った。英語の本ならではの表現方法もあって楽し
むことができた。
・英語に触れる時間が多くなり、学習に役立った。読むス
ピードが少しでも速くなったのではないかと思う。
・役に立った。沢山英語を読むようになった。
・すごく簡単な本から読むことで、本の内容が分かると嬉
しいので、また、読もうという気持ちになる。
・英語の本に興味が持てるようになったから、多読はいい
と思う。
・役に立ったと思う。英語の本がだんだん読めるように
なった気がする。
・たくさんの本を読んで英語に慣れることができたので役
に立ったと思う。
・多読が無いと、授業以外で英語に触れる機会が無いので
良かった。
・自分の興味がある本を読むことができるので、英語を楽
しく勉強できた。
・英語にふれる機会が増えるので良いと思います。
・役に立ったと思う。
・役に立った。多読のおかげで色々な英語の本が読めたた
め。
・役立った。英語の本に触れる機会が無かったので、多読
を通して読めた事は良かった。物語だと、難しい英語もす
んなり入ってくるので楽しい。
・英語の長文も進んで読むようになったので役に立った。
・役に立ってると思う。英語力が上がったというわけじゃ
ないけど英語をより好きになった。多読が生活の一部に
なってきた。
・英語に接する機会が増えてよかった。
・読むのが早くなった。
・役に立った。英語の文章を沢山読めたから。
・役に立った。すごく簡単な本しか読まなかったけれど、
楽しく多読ができた。
・役に立った。英語の文書を読むのが楽しくなった。辞書
がもらえたことが嬉しかった。
・役に立っていると思います。簡単な文章なのに、日本語
で習う文法ではなく見たこと無い表現も沢山あるので、そ
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ういった表現を身につけることができたら、本当に英語を
使いこなせるような気がします。
・英語を読む力が確実についていくと思う。
・役に立った。始めた当初よりも、スラスラ読めるように
なった。
・役に立った。英語に触れることが楽しく感じられるよう
になってきた。
・役に立ちました。英語に慣れたし楽しかった。
・読み続けていると読む速度が上がっていくのがわかりま
した。ただ、なまじ日本語の本を読むのが好きなので簡単
な本はつまらないというジレンマが。
・英語の本を沢山読んで、長文もあまり嫌がらずチャレン
ジできるようになった。
・役に立ったと思う。訳がわからない単語があっても、話
の流れから何となくわかるようになった。
・役に立ってる。最初はつまらなかったけど、はまるとお
もしろくなってきし、読んだ分が点数になるから。
・役に立ったと思う。以前より文を読むペースが上がっ
た。
・役に立った。英語に少し慣れてきた。
・役に立っていると思う。今までは英語に慣れる機会が授
業だけだったのが、多読によって、授業以外でも触れるか
ら。
・普段読むこと無いからいいと思う。
・こういう機会がなければ英語の本は読まないので、こう
いう機会があってよかった。
・役に立った。考えて解けるようになったから。
・英語の本が読めたので役に立った。
・本を読む力がついた。
・あまり英語の本を読む機会がないので沢山読めて英語の
力がついたと思うので役に立った。
・英語の本が好きになった。
・少し興味が沸き読むのが好きになった。
・自分で調べて理解することができて役に立った。
・役に立った。
・簡単な英語を読み続けることで英語への抵抗がかなりな
くなったので役に立った。
・役に立ちました。授業外でも、英語を目にする機会がで
きたからです。
・読むスピードが上がったからです。
・ボキャブラリーが増えた。
・役に立った。
・役立った。たくさん本を読むことができたし、英語と気
軽にふれあうことができた。
・多読のおかげで普段から英語に関わるようになって、英
文に対する抵抗感がなくなったため。
・英語を読むことに慣れたので役に立っていると思う。
・役に立った。たくさんの英語に触れることができたか
ら。
・多分会話的英文法が身についたと思う。
・とても役に立った。英語の本を読むこと習慣つけること
によって、英語の対する抵抗感が少しずつなくなっていっ
たと思う。
・英語を読むスピードが早くなったと思う。
・長い文章をストーリーを通して読むことによって英語に
触れやすかった。英文に慣れることができた。
・自分の英語力維持の役割りがあった。
・英語に触れる習慣が身につきました。
・役に立っていると思う。たくさん英文を読んでいるので
力になっていると思う。
・英語の本を読んで英語に触れると言う点では役に立った
と思う。今回はあまり難度の高い本は読めなかったけれど
後期はチャレンジしてみたい。
・最初は、多読しなきゃとか、読まなきゃって感じで自発
的ではなかったけれど、去年から引き続いてることもあっ
て、読むのが当たり前で積極的に取り組むようになりまし
た。自分の興味がある本を借りて読むので、楽しくできき
ました。
・より多く英語に触れる機会が持てたので役に立ったと思
う。
・英語に触れる機会も増えるし、役立ったと思う。
・本だけではなく他のもの（洋画等）も代わりにできる様
にしてほしかった。
・役たった。いろいろな表現がわかるところがいい。
・役に立ちました。英語も読む機会があったのはよかっ
た。
・多読は役に立つと思う。普段英語の本を読む機会がない
のでよいと思う。
・役に立った。
・役に立ちました。たくさん読むことにより、だんだん読
むペースも早くなれてよかった。
・力がついたかはわかりませんが、楽しんで行えるのでよ
いと思う。後期も続けたい。

・役に立った。ただの英文を読んでいるよりも内容を理解
しようとするので、より深く読むことができた。
・知らない単語や熟語を理解できないまま先を読み進めて
いっても分からなかったのが、わかるようになり役に立っ
た。
・少し役に立った。多読の宿題がなければ、自ら英語を読
もうとは思わなかったから。
・やらないよりはいいと思う。役に立っているのかはわか
らない。身のたけに合った本ではわかるところしかやらな
いから、クラス単位での課題にした方がいいと思う。
・ノルマが増えるおかげで読む量も増えたんで役に立っ
た。
・簡単な文章を読むことで、長い文章でも苦にならなかっ
た。
・オックスフォードのところの本は自分のレベルによく
あっていて読みやすかった。
・英語の文章を読む機会が増えたので役に立ったと思って
いる。
・役に立った。簡単な英文法を読んでいたが、読解力の向
上につながったと思う。
・いろいろなきっかけになった。
・単語力が伸びたので役に立った。
・役に立ちました。単語の量が増えました。簡単な本が選
べるので、楽しく読める。
・英語の触れる時間が多くなるので、ためになったと思
う。
・役に立った。Readingスピードが若干速くなった気がす
る。
・単語力が上がりました。
・最初は２０冊が多く感じましたが、今ではそれほどでも
なくなった。英語を楽しく読むことができるのでよいと思
う。
・英語に触れ合えるので役に立ったと思う。
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“どちらともいえない”という意見（抜粋）

・役に立ったような気はするけど、実際はよくわからな
い。
・課題目標のためだったので、あまり頑張ってやらなかっ
た。
・まあまあ
・微妙…。
・外国に行ったらまだ全然会話はできないと思うので、こ
れから頑張っていきたいです。
・英語学習に役立ったかわからないが、おもしろい本も
あったのでよかった。
・わからない
・まだ効果が出てくるようなものではないと思う。これか
らも続けていきたい。
・今はわからない。
・速単を前からやっていたのであまり実感がわかなかっ
た。
・微妙
・簡単なのばかりやったから反省している。
・あまりしていなかった。
・よくわからない。
・なんともいえません。
・微妙。
・どちらともいえない。かんたんなのしかやらないから。
・ノルマの発表が遅くて最後の方はあまり丁寧に読めな
かった。
・よくわからない。話す機会がないから。
・どちらとも言えない。
・少し。役に立ったかはわかりませんが、少しはそうであ
りたいと思います。
・どちらとも言えないが、続ける価値はあると思う。
・自分の英語の力が上がったかどうかはわからない。
・自分ではよくわからない。
・実感がないので分かりません。
・多読をしたことで英語の力が上がったのかよくわからな
いので、役に立ったかわからない。
・役に立ったと思うけど、実感は薄い。借りたい時に本が
なかったりするので、たくさん読めなかった。
・読書が好きではないのでとても時間がかかった。
・役に立ったと思うけど、好きになれませんでした。映画
とかを見たいです。
・読解力はついた気がしたけど、文法は力が付いたか自信
がない。
・ジャンルによってレベルが低くても読みにくいものがあ
ると分かった。
・わからない
・どちらでもない。
・忙しい時期に入ろうとしているので、できれば授業中に
行いたい。役に立つが読む時間がない。
・いろんな本を読んでいくと、特に英語力がついたとは思
いませんが、見たことがあるフレーズ等、ふと思い出せた
りするのでその点ではよかったのではないかと思います。
・多読は面白い絵本を読むのは楽しいけど、語数制限が多
くて読むのが大変だった。話し言葉の面では役に立ったか
もしれない。
・どちらともいえない。何が身についたのかわからない。
・今はまだ、役に立ったかわからない。しかし、英語に対
する親近感は少し出来たと思う。
・役立ってるかどうかわからない。
・多読ルームは八事にもほしい。
・他の勉強が忙しくてなかなか多読の時間を取れなかっ
た。
・多読を通して色々な表現の仕方に出会えたと思う。
・興味があっても、読みにくいものがよくあった。
・まだ良く分かりません。
・今はまだ読むだけという行為だが、そのうちに興味を示
すようになりたい。
・どちらともいえない。
・あまり、それより私は英会話の時間が多い方が、自分の
為になってる気がします。書物を読んでもあまりわからな
いので。
・とりあえず大変だった。
・どちらとも言えないが、英語に慣れることができた。

“役に立たなかった”という意見（抜粋）

・全く役に立ちませんでした。これで英語力が伸びるとは
思わないから。
・特に役に立っていない。あまり読破できなかったから。
・あまり役に立たなかったと思うが、英語と触れる機会が
増えたと思う。
・役に立たない。興味の持てる本がなかった。
・簡単な本しか読んでいなかったのであまり役に立たな
かった。
・役に立たない。長文などの問題を解く方がよかった。
・あまり役に立たなかった。記憶に残っていないから。
・あまり役に立たなかった。
・あまり役に立っていなかったと思う。レベルの問題か、
読むジャンルの問題か、英文を読まなくても話の展開が読
めてしまうので、最初と最後以外はあまり読まなかったの
で。
・簡単な本ばかり読んでいたので力がつきませんでした。
・あまり役に立たなかったです。ノルマをこなすのに必死
で英語力をあげるとかにはつなげられませんでした。
・課題をこなす程度で終わってしまったので、あまり役に
立たなかった。
・たっていない。
・ついつい簡単なものを選んでしまうので、あまり役に立
たないと思った。
・立たない。やらないから。
・文法などの文章構造を理解しやすい本ではなかったため
特に役には立っていない。
・役に立っていない。文法を伸ばすような工夫をしてほし
い。
・分からない単語があるからあまり理解できない。
・役に立ちません。
・役に立たなかった。
・あまり役に立った気がしないです。本の単語や熟語を覚
えていないからです。
・あまり役に立たなかった。
・残っている本が難しい本が多くてなかなか読めない
・役に立っていない。数をこなすためにレベルの低い本を
選んでしまい、結果英語の力が上がったと思えない。
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4‒4. 研究ノート　Establishing Interactive Learning Community

伊藤高司 （名城大学附属高等学校教諭）

Introduction

One of the greatest discouragements for high school students should lie in limited responsibility, or 
exclusion from the decision-making process in the classroom setting, even though they believe that they can 
make immeasurable contributions not only to the learning tasks in class but also to the improvement of peer 
students.  High school students should be expected to evaluate themselves properly; it is feasible for teachers to 
encourage students to plan and implement their independent language learning by means of needs analysis, 
objective settings, selecting of materials, and most importantly, organizing interactions among learners.  It is, 
however, less probable that individual students hold all the knowledge necessary or resources available to 
complete the learning tasks successfully.  It should be worthy of notice that sharing and pooling the knowledge 
is highly expected to motivate learners to accomplish the tasks that each learner alone may not be able to fulfill.  

In the present research, what is focused primarily on is to establish a positive interdependence among 
learners; it is firmly believed that introducing group work activity through extensive reading project can lead to 
the formation of a learning community as well as a reading community.  Jacobs, Power, and Inn (2002, pp.
31-32) argue that “Positive interdependence represents a feeling among group members that what helps one 
group member benefits all the members, and what hurts one member hurts them all.”

Literature Review
  
Johnson and Johnson (1999, p.121) suggest that “Cooperation is working together to accomplish shared 

goals so that students work together to maximize their own and each other’s learning.”  There is also a related 
source of affirmative involvement in working together which indicates that learners feel themselves being 
accepted and valued as they are, and that they have something to contribute to the learning process as 
manifested in the tasks to which they devote themselves (Tudor, 2001, p.100).  In light of the usefulness of 
group work, it is of great avail to place such a discussion within the context of Vygotsky’s (1978) belief in the 
social origins of learning.  Vygotsky argues that learning is ultimately social in origin: It follows that some 
advantages of working together bear out his claim that cognitive development is a result of social interaction 
where individual learners are able to extend their current competence through the guidance of fellow students.

Liu and Hansen (2005, p.6) argue that “Group work increases opportunities for students to engage in the 
negotiation of meaning, and the increased opportunities to negotiate meaning may lead to increased 
comprehension, which leads to faster and better acquisition.”  Porter (1985, pp.221-222) enumerates other 
psycholinguistic reasons for group work: (1) increased quantity of practice, (2) increased range of language 
functions utilized, (3) similar levels of accuracy in student production as in teacher-led activities, (4) increased 
error correction in group work, and (5) increased negotiation of meaning.

Moreover, group work should be expected to help to generate those students whose learning attitudes are 
independent of teachers, i.e., autonomous learner, which can be paraphrased as the capacity to take charge of 
one’s own learning.  One of the significant natural synergism which self-directed learning brings about, 
progress and evaluation of learning are determined by the learners themselves (Benson, 2001, p.110).  In the 
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classroom in which autonomy is not being promoted, teachers tend to monitor students continually to check 
their understanding of the tasks and the content.  In the classroom, however, of which goal is to develop 
autonomous learning, teachers are also frequently monitoring, but what they are monitoring is how well 
students are functioning and learning; only when learners seem confused or go off the task, do teachers feel the 
need to intervene, e.g. try to ask questions that will stimulate their thinking.

Method and Procedure

Based on the review of previous studies, the overall goal addressed should be how we as language teachers 
should form a psychological climate in which students will feel at ease to learn from their learning 
environment, peer students, and teachers.  Hence, this research is designed to administer group work as an 
incentive of extensive reading project, exploring its effectiveness on learning overall, as well as language 
learning by placing a special emphasis on the development of a learning community in which students support 
one another independently of teachers.  Therefore, Free Time (Day & Bamford, 1998), which suggests all the 
students are free to do anything within the groups, is introduced into the regular lesson hours for 20 minutes 
each out of 50-minute lessons so that they may have the opportunity to engage in reading-related group work 
within a community of other peers doing the same thing.  Under this multi-faceted classroom circumstance, 
students are highly expected to develop the habit of seeing group members through the cooperative window, as 
for resources, as friends to share with, and as fellow adventurers in searching for meaningful knowledge.  As a 
result, making interpersonal connections with each other in classroom interactions contribute to fostering a 
solid sense of community among students, thereby creating a motivating learning environment.

The participants in this research are 31 students (14 boys and 17 girls) who are in the third year at a non-
governmental senior high school in Aichi prefecture in Japan.  They all take Comprehensive EnglishⅡ course, 

three times per week taught by the researcher.  This research was conducted over 6 months, from April until the 
end of October in the year 2009.

Results

It is assumed that one of the best ways to get to know students is through short individual interviews, in 
particular when they come in for extra help.  Many experienced teachers appear to understand that “students are 
much more motivated and cooperative after an informal visit, especially if the teacher and student both share 
information about themselves and their interests” (Hadley , 2001, p.464).  The purpose of informal interview is 
to stimulate the students to reflect over each day’s activities individually or within the groups, not for the aim of 
collecting or seeking and analyzing the data.  Although the students are bound to submit the designated reading 
log periodically, it was suggested that they should regard this piece of paper as their respective activity records, 
which could be accumulated into an invaluable portfolio.   

Throughout this research, it has been continuously confirmed by observation and interview that one of the 
outstanding advantages of group work is that students are spontaneously and comfortably guided by fellow 
students to collaborate on the specific tasks which inevitably entail interaction.  Under such circumstances, all 
that the researcher has to do is to sit in the front or back watching over the students or walk quietly around the 
classroom observing group work.  Most of the participants have agreed that group work usually enables them to 
produce a substantially higher level of concentration compared to the conventional teacher-led class 
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management.  
   It is frequently observed that students bring books and magazines written in English into the classroom and 
other fellow students invariably notice these materials, asking to look at or borrow them.  With such sharing 
and cooperation, it is evident that the classroom has taken on the feeling of a reading community, developing 
into the learning community.  It should be worth mentioning some of the students’ open-ended responses, 
which are judged by the researcher to be of benefit.

Student A: “Sometimes I feel I could learn more quickly and efficiently on my own, though I love working 
with peers to make a picture book out of the graded readers.”

Student B: “I do not feel like working alone, but a group of 5 is too many fellows and causes many 
distractions, so I prefer, if possible sometimes, to work in a pair.”  

Student D: “I tend to rush through things, making more mistakes when working alone; having a partner is 
reassuring.”

Student E: “I have come to realize that more people, more brains, and more fun, isn’t it?”
Student F: “Our group members are all friendly and almost always the first runner in this project.  Our 

group is planning to perform a mini drama in English, which is surely motivating every group 
member to learn spoken English and to practice some lines with ALT.

Discussion

Traditionally, the classroom has been perceived as a place where language learning is assumed to take place 
in a linear manner on the basis of a fairly predictable input-output model.  This research, however, has 
portrayed the classroom as a complex environment which is substantially influenced by a wide range of 
attitudinal and contextual factors, one of which is the textbooks used.  Textbooks, which are core materials for 
most of the classrooms, however, appear to fail to live up to students’ desire.  Many commonly used materials 
have been based on imaginary characters, which might be seemingly depriving students of their getting actively 
engaged in learning activities.  

There should be phenomenal roles that both teachers and students play in establishing effectual learning 
contexts in the classroom settings and some specific characteristics of respective roles.  The activity 
implemented, most of which in my research are group work derived from extensive reading project, has 
engendered more intricate teacher and student roles, resulting in a drastic reconstruction of traditional 
classroom paradigms; group work has inevitably changed researcher’s role drastically.  Authority is delegated 
to individual students and to group members, who should be in charge of ensuring that the activity gets 
accomplished, and that classmates obtain the assistance whenever they require: “They are empowered to make 
mistakes, to find out what went wrong, and what might be done about it” (Cohen, 1994, p.103).  In the 
deliberately managed learning community settings, teachers will find themselves to be set free from many of 
the burdens of class management, e.g., inherent in keeping students quiet most of the lesson hours.

Engaging in conversations on motivating topics, most of which are based on the books that students are 
reading or have just read, leads to learners’ greater investment in their community of learners and become 
active agents in the development of pragmatic competence, knowledge of which is essential to their success as 
English-language learners and users (Hall, 2000, p.290).  Additionally, some interviewees have articulated that 
interest in learning cannot be aroused not solely by scrupulous planning of stimulating topics and tasks, but also 
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by teachers’ own enthusiasm: “Teachers who are excited about their subject or who simply love teaching seem 
to communicate their own motivation to their students” (Ur, 1996, p.284).  Tudor (2001, p.101) accentuates that 
“Like laughter, enthusiasm and commitment tend to be contagious; therefore, the effect which teacher 
enthusiasm and commitment can have on student learning should not be underestimated.”  It should also be 
underlined that there exist certain teacher behaviors which can quickly catch or lose learner interest, and it is 
essential for teachers to be sensitive to their effect.

Conclusion

Tudor (2001, p.101) argues that “Learners attend the lessons with a firm belief that instructors have 
something informative to give to them and that, even if they seemingly listen to teachers’ idle talk, they pick up 
something worthwhile out of the experience.”  Teachers, therefore, are supposed to show professionalism to 
students, demonstrating a genuine commitment to every learner as one precious individual.
   Group work in the ordinary classroom at high school holds the potential for both honoring and nurturing the 
diverse intelligences which can be manifested within any classroom settings.  It is particularly effective within 
a tradition of schooling that has long depended upon a textbook- and teacher-centered pedagogy that frequently 
fails to accommodate the various mixtures of invaluable talents and learning differences among a diverse 
student population (Goodlad, 1984; Cuban, 1984).  It is up to teachers whether they can make cooperative 
learning community satisfy intelligent curiosity of each student.  Teachers should occasionally remember that 
as with all the other principles of human relations, they should realize that a show of interest in individual 
learners and their learning must be sincere and it is supposed to pay off not only solely for the teachers showing 
the interest, but also for learners receiving the attention; the relationship between students and teachers is 
expected to be a two-way alley benefiting both parties.
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岡林園（名城大学英語嘱託講師）

The Introduction to the Very Unique Activities of Rakudoku Club at Meijo University

� I would like to introduce the unique activity of Rakudoku club, which is The Extensive Reading for 

Pleasure Club.  We started in May last year (2008) right after we established our Extensive Reading Room in 
our University.  
 The member students are supposed to read books on their own, write their reports, and then they have 
to bring them to the meeting to give oral reports.  After everyone of the group give his/her oral report, then we 
talk about their reports or the books.  Sometimes I ask them to choose one book to read as a group.  (We have 
many groups whose members get together on different day of a week.)  We have plural copies of the same 
books.  In that case, they have to prepare questions to ask one another or among themselves instead of 
preparing usual oral reports.  Sometimes I divide the group into 2 sides and let them compete with each other, 
asking questions.  They enjoy this game very much.  
 Reading is a static intra-personal communication.  So, I wanted to add some exciting inter-personal 
communication to our reading activity.��
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We gave two TOEIC tests in June and in December, 2008.  In this case the average gain was 41.  Some 

of them gained 135, 140, or even as much as 150 after 7 months activities. Out of 16, 3 students obtained a 
lower score, but most of them are freshmen.  Out of 16, 13 students gained and most of them are sophomores or 
juniors who had started Extensive Reading in their classes last year although they had Rakudoku Activity only 
for 7 months.
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 We also gave the same vocabulary test (Schmitt, Schmitt and Clapham, 2001) twice in May/June, 2008 
and February/March, 2009 (N=16, Full marks: 2,000 words level = 30, 3,000 words level = 30, 5,000 words 
level = 24, Academic = 30, 10,000 words level = 42).  They made good progress in the 3,000 words level and 
the Academic level.  (For the academic level, as we gave special home work in some of the classes, this result 
was expected.) For the 2,000 words level, students had known these words in the first test. So the gain was not 
much.  But the 3,000 words level, they showed 2.7 points gain and some of them gained as many as 8,or even 9 
points.  Again the students who gained a lot were mostly 2nd year or 3rd year students. 

�	
��
�����	�������������	





���������	�
���������������������

 Yellow high-lighted parts showed some gains.  The result was really promising.  Most of the students 
who gained a lot were 2nd or 3rd year students.  So we are looking forward to seeing the progress by the 
freshmen this year.
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岡林園 （英語嘱託講師）
只木徹（教育開発センター）

Extracurricular English Extensive Reading 
Classes

Abstract:
This presentation reports on a piloting project of 
extracurricular English extensive reading (ER) 
classes at a university in terms of whether/how the 
participants improve their vocabulary size, reading 
fluency and general English proficiency as well as 
their attitude towards learning English.  So far more 
than ten thousand books have been bought and put in 
a small space called ‘ER Room’.  Students are 
invited to the ‘Reading for Pleasure Club’, where 
there are eight groups of up to 10 students that meet 
fortnightly to improve their English ability through 
ER and related activities.  They are supported by an 
experienced advisor, who not only gives suggestions 
about how to choose and read books but leads 
activities which are assumed to enhance their 
English abilities.  To assess how they improve such 
abilities, pre and post tests of vocabulary size, 
reading fluency and English proficiency are 
administered.  ER portfolios are kept by the 
participants to record all information about the 
books they read and the activities related to their 
reading. Also planned are interviews to the 
participants concerning their attitude towards 
English language learning and reading.  The test 
results, the portfolios and the interview data will be 
analysed qualitatively as well as quantitatively.  In 
this presentation, some of the implications given by 
such analyses will be shown.  Where it is possible, 
suggestions are to be made in terms of how much of 
what genres of books they need to read and what 
activities to do to improve particular skills, 
knowledge areas and abilities.

University Extracurricular English 
Extensive Reading Classes

JALT 2008  
Sunday, 2nd November 2008

OKABAYASHI, Sono & TADAKI, Toru
sonyaob@s3.dion.ne.jp / tadaki@ccmfs.meijo-u.ac.jp

1
1

Short Summary:
This presentation reports on extracurricular English 
extensive reading classes at a university concerning 
whether/how the participants (8 groups of up to 10 
students) improve their vocabulary size, reading 
fluency, English proficiency and attitude towards 
English learning through reading of graded readers 
chosen from 10,000 titles and related communicative 
activities. Qualitatively and quantitatively analysed 
data shed light on how much of what genres of 
books to read and what activities are needed to 
improve particular abilities.

What we will/can 
present

ER in our university (including some 
statistics such as the most read books)

ER Room

The English Reading for Pleasure Club

Issues in ER research

2
2

What we won’t/can’t 
present

Why ER is necessary & helpful

Any detailed statistics, which could reveal 
what may cause which effect

3
3

The Message

4

ER is far more useful if it incorporates 
communicative activities.

Intra-personal ⇒ Inter-personal Activity

4
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The Issues

ER:  How to set up and maintain ER in a 
large educational institution - beyond an 
individual teacher, department and even 
faculty

Do ER Research:  How to prove ER is 
effective and useful in our context

5
5

6

Background

6

ER in Meijo University

2005 Liberal Arts English Program 

2006 ER for the Trial Course

2007 ER for all the classes of 5 faculties

2008 ER Room & Reading for Pleasure 
Club  

7
7

Extensive Reading 
Room for All

2005-2006 appr. 2500 books into Library
2500 books for 1,6000 students!!
2007 Got big budget for the following 3 years:                           
10 million yen / year for 3 years ⇒　        
10,000 books / year for 3 years
Refused by the Univ. Main Library ⇒ ER Room

8
8

9

Extensive Reading Room

STATISTICS of the ER Room as of 21st October, 2008
Tues., 10/14:  90 people came, checked out 185 books and returned 177 books.

Wed., 10/15 :  36 people came , checked out 88 books and returned 58 books.

Thurs., 10/16: 22 people came, checked out 39 books and returned 35 books.

Fri.., 10/17:   33 people came, checked out 55 books and returned 56 books.

The total of this week: 181 people came, checked out 367 books and returned 326 books.

Since the opening of the E.R. Room, all together, 3881 (3700+181) people came and checked out 
6407 (6040+367) books

9

10
10

12
12

11
11
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13
13

14
14

15
15

16
16

1. Extra-curricular Activity of Rakudoku 
(Pleasure Reading ) Club by Sono Okabayashi

INTER-PERSONAL activity to the INTRA-
PERSONAL Activity  
Extensive reading is considered more an intra-
personal activity than an inter-personal activity.  
Although there is a lot of process in the brain while 
we read, the input from the reading normally is 
concluded within the individual.  Therefore I have 
included the following five activities that make 
reading more inter-personal to facilitate learners’ 
overall language learning process within the field of 
extensive reading.  

(1) Oral book report
  What was missing in the regular extensive reading 
within common English programs was the 
excitement of sharing the thoughts and feelings 
about the books they read with other people.  
Therefore, I asked the club members to provide oral 
reports on the books they read. This is a way to add 
inter-personal communication to the extensive 
reading, as the individuals share their thoughts and 
feelings after reading books. 

(2) Pronunciation practice 
  The second thing the students did not have was 
enough pronunciation practice.  In order to give 
audible reports they have to gain proper sounds of 
English.  When we gain new vocabulary through 
reading, it is sometimes hard to know how to 
pronounce the words properly.  Even if the brain 
recognizes the word and acknowledges the concept, 
this does not mean that the brain can give proper 
orders to the muscles around the mouth. You can not  
pronounce the right sound of the word unless you 
are trained or accustomed to the pronunciation.  You 
cannot say that you gained some vocabulary if you 
cannot pronounce the words properly in the output. 
Students use the textbook I wrote based on the 
phonology and morphology.

(3) Intonation practice 
If you use Japanese intonation when you speak 
English, you would often sound different from what 
you mean. In order to have good oral reports we 
needed intonation drills which they did not receive 
during their high-school days.

(4) Making questions 
Students are always asked to answer comprehension 
questions but they never really initiate questions 
about the books.  So students cannot ask questions in 
English. They don’t really know how to make 
interrogative sentences. They have to train 
themselves to ask questions to each other or among 
themselves.    

(5) Listening and dictating training 
While one student is giving an oral report on a book, 
the other students are required to listen and jot down 
what they heard and understood from the report.  
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Then they have to reconstruct the summary of the 
book. I put more emphasis on listening than 
dictating. This practice will help students gain new 
vocabulary.  Even though a student is not able to 
read a book before coming to the club, I still 
encourage them to come and join this activity.

2. Rakudoku club students’ progress
(1) Most of the club members can give oral reports 

in English on the book they have read.
(2) Their pronunciation has been improved.
(3) Many students’ intonation has been improved or 

at least they are aware of the differences 
between Japanese and English. (because 
intonation improvement takes more time)

(4) Students are able to construct better 
interrogative sentences. 

(5) As far as the CASEC scores are concerned, the 
result are inconclusive. 

(6) Reading fluency and speed has also been 
improved. Most of the students who have read 
more than 10,000 words showed significant 
progress. 

The Reading for 
Pleasure Club

17
17

Why did we need Reading 
for Pleasure Club?

Political reasons: We need to persuade the stake 
holders such as the Univ., the students, their 
parents and the public to enable us to keep going 
with ER.

Practical reasons :  Intra-personal ⇒ Inter-personal  
As a piloting research project

18
18

What we do...
Sharing ideas and feelings

Pronunciations

Intonations

Asking questions (not answering 
questions)

Listening & Dictations

19

Some Improvements
Most of the club members can give oral reports in 
English. 

Pronunciation has been improved. 

Intonation has been improved, or at least they are 
aware of the differences between Japanese and 
English. ( Intonation improvement takes more 
time). 

Students are able to construct better 
interrogatory sentences.

20

　Reading Fluency

Changes - Ups (Improvements)

Changes - Downs (Declines)

And why are they what they are?

� �
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