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音声を中心とした英語の基礎力を身につけるための一指導法 
－長良メソッドの実践とその効果の検証－ 
 
 
石神政幸*1・伊東 英*2 

 

学習指導要領でコミュニケーション重視の英語教育が叫ばれてから久しいが，高等学校では，特に進学

校と呼ばれるところでは，今でも旧態依然とした文法・訳読中心の授業が行われている．また，単語につ

いても 1 年生から市販の単語帳を購入し，小テスト形式で単語を暗記させている学校が多い．センター試

験にリスニングが導入されて，音声を授業の中に導入している学校もあるが，それはリスニング試験対策

用の練習にすぎなかったりする．1 時間の英語の授業の中で，生徒が英語を話す時間はほとんどないに等し

いのが現状である．その中で，岐阜県立長良高等学校では，文法・訳読中心の授業からの脱却を目指し，

平成 16 年度から英語教育の授業改善に取り組み，大きな成果を上げている．本稿では，長良高校での「長

良メソッド」と呼ばれる音読などの音声を中心とした指導法を概観し，その実践と効果の検証について報

告する． 
 
〈キーワード〉 英語教育，リスニング，リーディング，音読，第二言語習得 

 

1．長良高校の英語授業改善の取り組み 

 －「長良メソッド」 

 

 平成元年の高等学校学習指導要領の外国語では，「積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度」が謳

われ，平成10年には「実践的コミュニケーション能力

の育成」という言葉が加わり，「オーラル・コミュニ

ケーション」なる科目が登場した．そして，平成21年3

月9日に出された高等学校の新学習指導要領でも，「外

国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を

図り，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝え

たりするコミュニケーション能力を養う．」が目標とさ

れている．しかし，多くの高等学校（特に進学校）で

は，「コミュニケーション能力の育成」どころか，20年

以上経った今でも，大学入試への対応もあって，文

法・訳読中心の授業に縛られ，音声指導が軽視されて

いるのが現状である．私が勤務している岐阜県立長良

高等学校でも，平成15年度までは，文法・訳読中心の

教育で，私たちが高校時代に受けた英語教育とあまり

変わらないものであった．1年生の「英語Ⅰ」（当時週3

時間）では，予習として教科書の本文をノートに写し，

その日本語訳を隣に書いていく．授業は市販の英単語

帳の小テストから始まり，その後，予習の日本語訳が

あっているか確認していく．授業の中で本文を読むこ

とはほとんどなく（実際，日本語訳の確認だけで精一

杯で，英文を読む時間はなかった），音声は授業の最初

に1回聴かせる程度であった．「オーラル・コミュニ

ケーションⅠ」（当時週2時間）の授業では，市販の文

法の問題集を解説していく授業で，「オーラル・コミュ

ニケーションⅠ」の教科書は，授業の最初5～10分程リ

スニングとして使用する程度であった． 

そこで長良高校では，平成16年度から英語教育の授

業改善を行い，「音声を通じて基礎・基本を定着させよ

う！」，「教科書そのものの定着に時間をかけよう！」

を目標に，音読を中心として，リスニング指導やリー

ディング指導に重点を置く授業改善に取り組んだ．授

業では，意味理解はスラッシュ（フレーズ）・リーディ

ングを利用して，英文を前から流れるままに順番に理

解するようにし，その後シャドーイング等様々な方法

で音読を行っている．中学校レベルの独自テキストも

開発し，それを利用して，「夏休みまでに1000回音読」

を目標に家庭での音読に取り組んでいる．総合学習 

の時間を利用して，レシテーション・コンテスト

*1 岐阜県立長良高等学校  *2 岐阜大学教育学部生涯教育講座 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.3, Vol.26, No.1, 98-108 
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(recitation contest)も開催し，有名なスピーチや詩，物

語などを感情を込めて暗誦する活動をしている．文法

に関しては，文法書を主体とした授業は行わず，教科

書の中で文法説明を行い，ALTとの授業においてアウ

トプットを意識した文法項目の練習を行っている．単

語においても市販の単語帳を買うことなく，教科書に

出てきた単語を，その文章の中で覚えるようにしてい

る． 

これら一連の活動を，私たちは『長良メソッド』と

呼んでいる．この論文では，1 年生の活動を通して「長

良メソッド」の実践とその効果について見ていきたい． 

 

2．「長良メソッド」の具体的な指導方法 

 

A. 英語Ⅰ（1 年生週 3 時間） 

 英 語 Ⅰ で は 教 科 書 『 PRO-VISION ENGLISH 

COURSE Ⅰ』（桐原書店）を使い，1 つの Part を 2 時

間かけて行う． 

まず，スラッシュ・リーディング・プリント（SR プ

リント 図 1）を利用して内容把握をする．教科書の英

文にスラッシュ（/）をつけた SR プリントが授業の前

に生徒には配布され，生徒は予習としてスラッシュご

とに意味を書き入れてくる．授業では，簡単に意味の

確認を行なう．また，英語による Q&A を行いながら概

要をつかんでいく．その後音読練習を行う． 

音読練習（図 2）は，生徒のモティベーションを持続

させるために，少しずつ要求を高くしていったり，時

間を計って競争したりしながら，様々な方法を用いて

行っている．教師について読んでいく chorus reading

や，個々人で一斉に読む buzz reading，SR プリントを

見ながら，CD の音声より少しずれて読んでいく

shadow reading (parallel reading)，SR プリントから

目を外しながら読んでいく read & look up，ペアで一

方がスラッシュ（チャンク）ごとに英語を読み，一方

は何も見ないでリピートしていく repeating，ペアで一

方がスラッシュ（チャンク）ごとに日本語を読み，一

方は何も見ないでそれを英語にしていく sight 

translation，何も見ないで，CD の音声より少しずれて

読んでいく shadowing，教師が英語を読み，生徒がそ

れを追い越して先を読んでいく音読（私は逆シャドー

イングと呼んでいる）など，いろいろな方法を用いな

がら，1 時間の授業の中で 1 part に 8～10 回の音読を

行っている． 

 授業の最後には，英文の要約をする summary や英文

の内容を再構築する reproduction 等も行っている． 

  宿題では，生徒全員に教科書の CD を買わせてある

ので，その日の授業で行った Part を聴きながら，その

本文を 3 回ノートに写すという dictation に近い活動を

行う． 

文法は本文の中で出てきた重要な文法項目を中心に

学んでいる． 

小テストとして，音読や書き写しができていれば，

解答できる穴うめ問題を実施している． 

 

B. オーラル・コミュニケーションⅠ (1 年生週 3 時間） 

 オーラル・コミュニケーションⅠでは，前期は独自 

図 1 スラッシュ・リーディング・プリント 

図 2 音読の風景 
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図 3 『基礎英語』の一部 

教材『基礎英語』（平成 18 年までは中学校の教科書）

を，後期は CD 付き長文読解テキストと独自教材『基本

英文法』を用いている．週 3 時間中 2 時間は基礎の確認

と高校レベルの文法事項を学ぶ時間（インプット），も

う１時間は ALT の先生との授業で，一時間目に習った

文法事項を実際に使ってみる時間（アウトプット）にな

る（後期は，ディスカッションやディベートなど話す活

動が中心となる）． 

 

①独自教材『基礎英語』（前期副教材 図 3） 

高校での導入時において，ブリッジ教材として使用

するのに最もよい教材は，中学校の教科書である

のは言うまでもない．中学校の教科書は音読・暗

唱するのに適切であり，その音読・暗唱が徹底で

きれば，英語運用能力向上において高い効果が得

られる．しかし，生徒が使用していた教科書は地

区によって異なり，付属の音声教材も高価なもの

が多く，買い直すには保護者の経済的負担も大き

い．そこで，本校では平成 19 年度用に中学校 3

年生レベルを基準とし，音読に適していて，岐阜

県や日本文化の紹介，時事問題や環境問題など，

外国の人々と接するときに役立つ内容の副教材を

開発した． 

また，文法にも触れられるように，文法項目を１３

パート（前期９月までに終了できる量）に分け，英語

の基本文型（文の構造の違い）が徹底して学習できる

ようにした．それぞれの教師が同じ内容を教えられる

ように「共通確認事項」や各文法事項の例文プリント

も作成した．これによって，授業では，中学校レベル

の基本的な文法の確認から，高校レベルの文法事項ま

で教えられるようになっている． 

冊子の後ろには各パートの本文をチャンクごとに分

け，1 文ごとの英文の構造が理解できるようにしてあ

る． 

 副教材とともに音声 CD も開発し，家庭での音読練

習用として生徒に配布することにした．英文の音声は

本校の ALT および Guest teacher に録音してもらっ

た．また，チャンクごとの日本語も本校の教員が録音

し，生徒はその音声を聞きながら，すべて英語に直し

ていく，通訳のような活動ができるようになってい

る．この CD には，他に新入生課題の音声（中学で学

ぶ単語や基本例文）や，レシテーション・コンテスト

用の音声が含まれている． 

 

②家庭での「1000 回音読」 

授業内で音読できる回数は限られている．家庭学習

としていかに生徒に音読を取り組ませるかが重要に

なってくる．そこで「夏休みまでに 1000 回音読」を合

い言葉に，家庭で何度も教科書を声に出して読むとい

う宿題を課している．作者や主人公の気持ちになって

図 4 音読記録表 
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「なりきり音読」を行うように指導している．そして，

毎日の音読回数を「音読記録表」（図 4）に記録させ，

動機づけの一環として，音読の回数を教室に掲示して

いる（図 5）．夏休みまでには多くの生徒が 1000 回を

達成している．『基礎英語』は 13 パートあるので，1

パート平均 70～80 回音読していることになる．これだ

け音読すれば，おのずと暗唱できるまで近づいていく． 

 

③独自教材『基本英文法』（後期副教材 図 6） 

後期には CD 付きの長文のテキスト『ALL-ROUND 

Level A』（美誠社）を用いて，前期と同様に音読を中

心とした授業が行われている．家庭での音読や，CD を

聴きながら本文を 3 回ノートに写すという課題も前期

に続き行われている．『基本英文法』は，この『ALL-

ROUND Level A』に準拠した独自教材である．『ALL-

ROUND』の英文から重要な文法事項を取り出し，解説

している．高校での基本的な文法事項はほとんどすべ

て網羅されている．1 ユニット 4 ページで，最初の 1, 2

ページは本文の文法事項．3 ページ目は文法事項の練習

問題．4 ページ目は罫線が引いてあり，重要事項をまと

めたり，問題の答えを書いたりすることができるよう

になっている． 

以前はユニットごとにプリント形式で配布していた

ものだが，卒業生から「あのプリントは分かりやす

かったから，2 年生や 3 年生になっても見ていた．」と

いう感想をもらい，今回，いつでも分からないところ

に戻れるよう，文法事項ごとのインデックスをつけて

冊子形式にした． 

 

④独自教材『Words & Phrases』 図 7 

 『PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅰ』（桐原書店 

英語Ⅰの教科書）および『ALL-ROUND Level A』

（オーラル・コミュニケーションⅠのテキスト）に出

てきた単語の意味や派生語などを整理するための独自

図 5 クラスに掲示する回数表 

図 7 『Words & Phrases』の一部 図 6 『基本英文法』の一部 
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教材．本校では市販の単語帳を生徒に買わせてはいな

い．それは，単語 1 つ 1 つを単独で暗記するのではな

く，本文の中で出てきた単語を，その文章の中で覚え

ことが大切だからである． 

⑤ALT とのティーム・ティーチング 

 オーラル・コミュニケーションⅠの 3 時間の授業の

うち，1 時間を ALT とのティーム・ティーチングの時

間にあてている．前期では，一時間目に学んだ文法事

項を，タスク活動を通してアウトプットする．ある

テーマについてペアで会話をし，カセットテープに録

音してディクテートする．後期では，あるテーマに対

し，賛成反対の意見をグループでブレインストーミン

グ（図 8）した後，ペアでディスカッションをし，それ

をカセットテープに録って（図 9），最後にディスカッ

ションの内容をディクテートする（図 10）．前期も後期

も ALT が生徒の作品を添削し，生徒は誤りを正して清

書をし，再度提出をする． 

 

C. その他の取り組み 

①レシテーション（暗唱）・コンテスト 

 音読学習の一環として，10 月に総合学習の時間を利

用してレシテーション・コンテストを行っている．

チャップリンの映画「独裁者」からの有名なスピーチ，

キング牧師の演説“I have a dream”，シューツの詩“I 

Love You More Than Love”，サン＝テグジュペリ 

の「星の王子様」（“The Little Prince”），リチャード・

バ ッ ク の 「 カ モ メ の ジ ョ ナ サ ン 」（ “Jonathan 

Livingston Seagull”）を夏休みの課題として音読し，

自分の好きな作品を 1 つ選び，クラス全員の前で暗誦

し，2 次予選を勝ち残った生徒が 10 月に 1 年生の生徒

全員の前で発表する．生徒が思い思いの解釈をし，身

振り手振りを交えて質の高いすばらしい発表をしてい

る． 

②英語運用能力テスト（ACE）の実施 

本校での英語教育の取り組みを測るために，英語運

用能力テスト ACE (Assessment of Communicative 

English) （英語運用能力評価協会）を取り入れている．

1 年生の入学当初（5 月）の英語力から１年間の英語学

習を終えて生徒の能力がどのように伸長したかを測る

ために１年終了時（1 月），そして更にその 1 年後の 2

年生終了時（1 月）の 3 回 ACE テストを行っている． 

 

3．「長良メソッド」の理論的裏づけ 

 

 ここでは，「長良メソッド」を第二言語習得研究の観

図 9 レコーディング 

図 8 ブレインストーミング 

図 10 ディクテーション 
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点から考察する中で，その理論的裏づけを行い，どの

ような評価が得られるのかを考えてみたい． 

『第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・

指導法』の中で村野井(2006)は，言語の指導方法として

PCPP（提示(Presentation)，理解(Comprehension)，

練習(Practice)，産出(Production)）と呼ばれる認知プ

ロセスについて述べている．まず，それぞれの具体的

な内容，意味についてまとめてみる． 

(1) 提示(Presentation) 

・題材内容に関する背景知識を活性化する活動． 

・オーラル・イントロダクションによる題材トピッ

クへの口頭導入． 

・文法をコンテクストから切り離して指導した言語

構造中心の指導法とは異なり，最近の文法提示で

は，コンテクストを重視し，言語項目の形式，意

味，機能を機能的に提示することが重要． 

 ・コンテクスト重視の帰納的文法指導もまた，第二

言語習得の重要な認知プロセスである「理解」を

促すものである． 

 ・帰納的学習によって形成された中間言語仮説を教

師の明示的説明によって確認することは有効． 

(2) 理解(Comprehension) 

 ・教科書の題材内容の理解を中心とした聴解活動お

よび読解活動． 

 ・リスニング，リーディングどちらに関しても情報

やメッセージを理解する活動を組み込むことが重

要． 

・ざっと概要を読み取るスキミング読み(skimming)，

必要な情報を検索しながら読むスキャニング読み

(scanning)，語句のまとまりを意識しながら読む

スラッシュ・リーディング(slash reading/phrase- 

reading)，重要な語句をとらえながら読むキー・

フレーズ読み(key-phrase reading)，理解度確認

(comprehension check)などの意味重視の多様な読

解活動が行われている． 

(3) 練習(Practice: Pre-Production activities) 

 ・言語運用能力を高める練習． 

 ・理解活動から産出活動の橋渡し的な役割を果たす

ものであり，「内在化」や「統合」などの重要な第

二言語認知プロセスを促進する活動． 

 ・リード・アンド・ルックアップ(read and look up)，

パラレル・リーディング(parallel reading)，シャ

ドーイング(shadowing)などの多様な音読活動を利

用することによって第二言語を運用する際に必須

な基礎が固められる． 

 ・教師が日本語をフレーズごとに言い，生徒が英文

を読む（または閉本で言う）通訳読み(interpreter 

reading)，および英語をフレーズごとに日本語に

即座に訳していく「サイトラ」と呼ばれるサイ

ト・トランスレーション(sight translation)などは

訳をうまく使った効果的な練習． 

(4) 産出(Production)） 

 ・教科書を用いた内容中心教授法の核となる活動． 

 ・題材内容を自分の英語で再生・要約したり，題材

内容について考えたことを学習した事項を応用し

て表現したりすることが，主な活動． 

・目標言語による理解度確認(comprehension check: 

Q&A in English)，ストーリー・リテリング(story 

retelling)，プラス・ワン・ダイアログ(plus-one 

dialogue)，要約法(summarizing)，ディクトグロ

ス(dictogloss)，レポート作成(report writing)や口

頭発表(oral presentation)などのプロジェクト型タ

スク活動は全て，教科書の題材内容に沿って学習

者の産出を促す言語活動として効果的． 

（以上 村野井(2006)  下線部は筆者による） 

 

上の下線部と本校の授業改善の取り組みを比較する

と，「長良メソッド」が第二言語習得研究の考え方に即

していることがわかる．これは，文法をコンテクスト

から切り離して言語構造中心に指導したり，英文を日

本語訳にすることで内容を理解しようとする文法・訳

読式指導法とは異なったものである． 

この他にも，TT の授業において生徒がディクテート

したものを，ALT が添削し，更に生徒がそれを書き直

すというフィードバックは，「書き直しを必ずさせるこ

とにより，「気づき」(noticing)が起こり，学習内容の内

在化がより促進されるのではないかと考えられる」（大

井 2004）という第二言語習得の視点と一致している． 

 このような授業形態は，1 年生での「英語Ⅰ」や

「オーラル・コミュニケーションⅠ」だけでなく，2 年
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生での「英語Ⅱ」や「ライティング」の教科でも行

われている．（「ライティング」についての理論的実

証は，石神(2008)の「英語「ライティング」の授業

改善 ― 岐阜県立長良高等学校の実践から ―」を参

照．） 

 また，本校の授業形態の特徴は PCPP の視点と一

致  しているだけでなく，”Listening・Reading・

Speaking・Writing”という 4 技能を１つの時間に総

合的に取り入れていることである．例えば TT の授業

では，まずカセットテープを用いたディクテーショ

ン （ Listening ） か ら 始 ま り ， 文 章 を 読 ん で

（ Reading ）， Q&A に 答 え る 活 動 （ Listening, 

Speaking）．また，トピックについてペアで会話を録

音（Speaking）し，それを書き取る（Writing）とい

う活動など，4 技能を総合的に取り入れ，更にそこに

文法も提示している． 

長良高校での平成 16 年度から行っている授業改善

は，何らかの理論や研究を拠り所として考え出され

たわけではない．むしろ私たち教師の経験を拠り所

として，教師が互いに話し合い，協力し合い，手探

りの中で修正を加えながら作り出されたものである．

それゆえ，現行の授業形態の妥当性を説得させる証

拠が乏しく，私たち教師の側も，十分な自信を持て

ないでいた．この授業形態の妥当性を，現在の第二

言語習得研究の観点から捉えなおし，理論的な裏づ

けを図ることは，保護者や他の学校の教師を説得し，

「長良メソッド」をより広く普及させるために必要

なことなのである． 

 

4．「長良メソッド」の検証 

 

長良高校では，英語力の伸長を測るために，文

法・和訳式授業を行っていた平成 15 年度の 1 年生と

2 年生から英語運用能力テスト ACE を導入してい

る．ACE (Assessment of Communicative English) 

とは英語運用能力評価協会および桐原書店が行って

いる英語運用能力を測るテストである．長良高校で

は，1 年生の 5 月と 1 月，2 年生の 1 月に実施してい

る．Part1 と Part2 に分かれており，Part1 では「リ

スニング」(300 点)，Part2 では「語彙・文法」(300
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図 11 19 年度入学生の 1 年間の成績の推移（レベル別） 
（横軸がレベル，縦軸が人数．それぞれのレベルの左側の棒が

入学後(5 月)の結果，右側が学年末(1 月)の結果） 
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点)と「リーディング」(300 点)を絶対値スコアで測定

し，受検生の英語力を一定の尺度で測ることができ

る． 

 

(1)平成 19 年度入学生の 1年間の ACE の成績推移 

図 11 は，平成 19 年度入学生の入学時(5 月 321 名)か

ら学年末(1 月 318 名)までの語彙，文法，リーディン

グ，リスニングの 4 分野におけるレベル別人数の変化

を示している． 

 語彙においては，1 年間でレベル 1,2 が全体の 93%か

ら 64％に減り，逆にレベル 4 以上が 3%から 12%に増

えた．このことは，教科書をきちんと学べば，語彙力

も増すことを示している． 

文法においては，入学当初，レベル 1,2 が 256 名お

り，全体の約 80%を占め，4 以上はわずか 4%にすぎな

かったのが，1 年後，レベル 1,2 は 31%に減り，レベル

4 以上が約 37%にまで増えた．このことは，文法のテ 

キストを用いて，文法中心の授業をしなくても，現行

の指導方法で文法力を伸ばすことができることを示し

ている． 

 リーディングにおいては，レベル 2 以下が 72%から

45%に減り，レベル 4 以上は 19%から 41%まで上昇し 

図 12 ACE テストの各レベルの意味 

各レベルの意味(ﾚﾍﾞﾙ 1,6,7 は省略してある) 
○語い  
 ﾚﾍﾞﾙ 4, 5 身の周りの状況を具体的に表現できる．

また，心の状態や社会で起こっている事
柄などを表現できる． 

  ﾚﾍﾞﾙ 2, 3 身の周りの状況を具体的に表現できる．
また，心の状態なども表現できる． 

○文法 
 ﾚﾍﾞﾙ 4, 5 やや高度な文法項目を理解し，使うこと

ができる．コミュニケーションの障害に
なるような誤りはしない． 

  ﾚﾍﾞﾙ 2, 3 やや高度な文法項目を理解し，使うこと
ができる．コミュニケーションの際，誤
りが障害になることもある． 

○リーディング 
  ﾚﾍﾞﾙ 4, 5 やや高度な語いを用いた，あまり複雑で

ない文章が理解できる．情報収集，大意
把握，キーワードの言い換え，行間の読
み取りなどの技能はバランスを欠くが，
ある程度できる． 

  ﾚﾍﾞﾙ 2, 3 基本的な語いを用いた，単純な文章が理
解できる．単純な文章をもとに，大意把
握や情報収集ができる． 

○リスニング 
  ﾚﾍﾞﾙ 4, 5 注意深く話された，やや高度な語いを用

いたあまり複雑でない英文が理解でき
る．バランスは欠くが，大意把握，情報
収集，推測，要約などの技能もある程度
身についている． 

  ﾚﾍﾞﾙ 2, 3 注意深く話された，基本的な語いを用い
た単純な英文が理解できる．大意把握や
情報収集の技能も持っている． 図 13 ACE テスト H15 と H19 の上位・中位・下位

の比較 



において適切な指導法なのかどうかを知るために，「そ  

れぞれの指導法での上位・中位・下位における5月と1  

月の平均値は等しい」という帰無仮説を設け，ANOVA  

を試みた．下の表1は，それぞれのF値と有意差を表  

している．図13と表1を見ながら，それぞれの指導法  

の有効性について検証をしてみる．   

語嚢においては，長良メソッド，文法・訳読法とも  

に5月と1月の成績の間に有意差が認められた．しか  

し，1年生から市販の単語帳を購入して，小テスト形式  

で単語を暗記していった平成15年度入学生の方の伸び  

率が高い．長良メソッドの教科書に出てきた単語を覚  

えていく方法でも，語嚢力を伸ばすことができるが，  

単語帳を用いた方法ほど伸び率は高くない．だが，下  

位層に関しては，長良メソッドの方が効果がある．   

文法においても，長良メソッド，文法・訳読法とも  

に5月と1月の成績の間に有意差が認められた．上位  

層については，どちらの方法でも伸び率に大差はな  

い．しかし，中位層・下位層については文法・訳読法  

のほうが効果がある．長良メソッドについては，文  

法・訳読法ほどの伸び率はないが，文法中心の授業を  

行わなくても，音読を中心として文法力を高めること  

ができることを示している．   

リーディングにおいては，長良メソッド，文法・訳  

読法双方ともに上位層においては有意差が認められ，  

その効果が示された．しかし中位層については，長  

良メソッドの方により効．果が見られ，下位層につい  

ては，長良メソッドは有意差なしに対して，文法・  

訳読法においては，その効果が減少している．リー  

ディングでは，文法・訳読式は，上位層には効果が  

見られるが，それ以外はあまり見られないことが示  

された．   

リスニングにおいては，文法・訳読法では減少し  

ている．長良メソッドでは，上位層の伸び率が高  

く，下位層は有意差なしであった．   

トータルで見ても，文法・訳読法では，特に下位  

層の伸びが減少しているのに対して，長良メソッド  

は上位層・中位層で伸び率が高く，下位層でも有意  

差なしで，英語力が減少していないことが分かる．   

上記の結果から，長良メソッドは，十分な成果をも  

たらし，従来の文法・訳読を中心とする授業と比べて，  

た．   

リスニングにおいては，4月にはレベル2以下が  

30％いたのが，1月には15％になり，レベル4以上は  

31％から 57％まで増加した．結果として，音読をする  

リーディング  リスニングの力  

を包よ旦生息三上上ニもなゑことを実証することができ  

た．  

（2】平成15年度入学生と平成19年度入学生の1年間の   

ACEの成績比較   

図13は，長良メソッドを導入する前の，文法・訳読  

中心の授業を行っていた平成15年度入学生と，長良メ  

ソッドを行った平成19年度入学生を，上位・中位・下  

位に分けて比較したものである．破線が平成15年度入  

学生を示し，実線が平成19年度入学生を示している．  

上から順番に上位・中位・下位と並んでいる．平成15  

年入学生は，5月は360名，1月は357名受検した．平  

成19年度入学生は，5月は321名，1月は318名受検  

した．上位・中位・下位の区分は，平成15，19年度ど  

ちらも1月のトータル（総合）成績のそれぞれ10％  

（平成15年度はそれぞれ36名，平成19年度はそれぞ  

れ32名）を基準とした．   

ここでは，長良メソッド（平成19年度）と文法・訳  

読中心の指導法（平成15年度）が，上位・中位・下位  

表1各指導法のF値と有意差  

細く05，‡‡pく．01，n5：有意差なし  

一106－   
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決して劣るものではないということが分かった．それ

どころか，ACEテストの結果から，リスニング力や

リーディング力についても従来の方法よりも力がつい

ていることが見て取れ，その伸び率も上回っている．

この結果は，「従来の教え方で，生徒に英語運用力がつ

くとは思っていないが，かといって，大学入試のこと

を考えると，今の教え方を思い切って変えてしまうに

は不安がある」と考える多くの高校英語教師にとって

大きな励みになったと信じている．しかし，語彙力と

文法力については，従来の方法とあまり変わらないか，

あるいは下回っている．従来の方法は1年生から文法中

心の授業をし，市販の単語帳を買わせて小テストなど

を行っているのだから当たり前だという考え方もある

が，それでは文法・訳読を中心とする授業から抜け出

すことはできない．新しい教授法でも十分文法力を伸

ばせるということが実証できてはじめて，この長良メ

ソッドが評価され，授業改善に踏み切れないでいる英

語教員に，変革への自信と希望を与えることができる

と考える． 

 データの数値から，その有効性が明らかになった長

良メソッドを更に強固なものにするためには，文法の

効率的な教え方や語彙力の定着の方法を考えていかな

ければならない． 

 

5．生徒の感想（生徒へのアンケートから） 

 

以下は，長良メソッドに対する生徒の感想である．

教師の情熱と生徒への動機づけの大切さが分かる． 

●音読（シャドーイング）について 

・音読をすることで中学の時よりも文を前から前か

ら，と内容をつかんで読めるようになった気がしま

す． 

・音読することで内容が頭に入って英語Ⅰのリーディ

ングのときに，単語を聞くと英文がすらすらと言え

るようになった． 

・テストのリスニング問題の聞き取りで，だいたい次

の文の予想がつくくらい覚えられるようになった． 

・シャドーイングをすると，リズムや発音が同時に身

について，より頭の中に入ってきた． 

●スラッシュ・リーディングについて 

・スラッシュが入っているから，スラッシュごとに意

味はとりやすく，文を理解することができた． 

・発音の仕方に気をつけて，読めるようになったし，

読むスピードも速くなったと思う． 

●オーラル・コミュニケーションⅠ （ティーム・

ティーチング）の授業について 

・英文を書いて，それをＡＬＴの先生が直してくれた

から，前より英文の書き方がちょこっとだけだけど

分かった． 

・あまり英語で会話する機会がなかったので，仲間と

１つのテーマに対して一生懸命英文を考えて会話す

ることができた． 

・頭の中で文を組み立てるのが早くなってきた気がす

るのでよかった． 

・もっと話せるようになりたいと思った． 

●長良高校の英語の授業の感想 

・英語に対する苦手意識がだいぶ取り除かれて良かっ

た．楽しく勉強できた． 

・あきらめず CD きくとか，毎日英文よむとか先生の

アドバイスきいてやってたら力がのびたって実感で

きた． 

・先生たちが長良の英語の勉強法に自信をもってるか

らこそ最後までついていこっーという気になれまし

た． 

・長良高校の 3 年間のプログラムには，初め不安が

あったけど，速読，多読などを継続した結果，長文

が難なく読めるようになりました． 

・大学でも英語頑張ります． 

 

6．まとめ 

 

平成 16 年度からスタートした長良高校の英語教育授

業改善も 5 年が過ぎようとしている．その「長良メ

ソッド」とも呼べる音声を中心とする教育実践は，

元々私たち英語科教師の経験知から出発していた．そ

れゆえ，その経験知の妥当性を証明する理論的根拠を

持ち得なかった．しかし，この論文において，その経

験知から導き出された授業改善が，PCPP（「提示

(Presentation) 」，「理解 (Comprehension) 」，「練習

(Practice)」，「産出(Production)」）という第二言語習得
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の認知プロセスに合致していることを証明することが

できた． 

また，ACE テストの検証結果から，この授業改善が

英語力の向上に有効であることを実証することができ

た．特に，リーディングやリスニングの分野での伸び

率はすばらしいものであった．石神・伊東(2008)の「英

語「ライティング」の授業改善 － 岐阜県立長良高等

学校の実践から－」の成果とともに考えれば，スピー

キングを除く 3 分野で英語力が向上していることにな

る． 

ACE テストの文法分野では従来の教授法と変わりが

なかったが，ACE テストの文法問題が穴うめ式の選択

問題であることから考えると，これはコミュニケー

ション能力というよりは明示的な文法知識を問うてい

ることになる．羽藤(2006)の「実際に英語でコミュニ

ケーションをするために必要なのは，英語の文法規則

を分析的に理解していることではなく，これらの規則

を正しく使いこなすこと」から考えれば，リーディン

グ力やリスニング力，ライティング力の向上は，最も

評価され，強調されるべき点であると思われる． 

これらの成果は今後の長良高校の英語教育にとって

大きな後ろ盾となり，確固たる基盤を構築できたと信

じている．長良高校の英語授業改善の方向性の正しさ

が，理論的にも実践的にも実証された今，「岐阜県の英

語教育を変える」ためにも，外へどんどん発信してい

く必要がある． 
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