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0. はじめに:文科省目標(CEFR A2以上)到達率 

全国高校3年生(聞く・読む・書く n=約6万、話す n=約1万) 
本学2015年度入学生 (n=79) 文部科学省 (2018) 

33.6% 33.5% 12.9% 19.7% 

2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 

英語会話 I-IV (1,2年次 履修必修。週2コマ) 
「音声による英語での基本的なコミュニケーション力」を 

どうやって身につけるか？ 



1. 教育改善の目的・目標（１） 

問題 

• 日本語母語話者率100%の授業環境 
 →目的意識・動機づけが困難 

目的 
• 授業単元のモジュール化・サイクル化 

内容 

• 授業活動ごとの PAIL を明示的に示す 

• すべての授業活動に提出課題を課す  



1. 教育改善の目的・目標（２） 

問題 

• 音声言語は記録に残らない 
 →反省点・改善点を意識しにくい 

目的 
• 音声の可視化 

内容 

• 学習履歴を記録（e-ポートフォリオ） 

• 発話を文字化（音素カウンター） 

• 学習者間・自己評価 



2. 教育改善の内容  PC, スマホ, iPadの活用 

PC 教室+スマホ iPad, タブレット 教室 

録音・文法チェック 音声文字化・録画 



✓ Purpose（何のために） 
✓ Audience（誰に向かって） 
✓ Information（どんな情報を） 
✓ Language features（どんな風に） 

2. 教育改善の内容 PAILを明示 



2. 教育改善の内容 提出課題 

e-ポートフォリオ（GCsquare） 
Moodle をカスタマイズ。 
授業内外での活動を 
入学から卒業まで記録する。 



2. 教育改善の内容 学習履歴の記録 

(例) 
シャドーイング音声の記録 



(例) 
発表スクリプトの記録、 
文法チェック 

2. 教育改善の内容 学習履歴の記録 



2. 教育改善の内容 音声の可視化 

https://noriko-nakanishi.com/phoneme/ 

から無料アクセス可能。 

https://noriko-nakanishi.com/phoneme/
https://noriko-nakanishi.com/phoneme/
https://noriko-nakanishi.com/phoneme/
https://noriko-nakanishi.com/phoneme/


2. 教育改善の内容 音声の可視化 

(例) 
発表練習 音声認識結果 

climb の 
/l/の発音 summer vacation の 

/v/の発音 



2. 教育改善の内容 音声の可視化 



2. 教育改善の内容 学習履歴の記録 

(例) 
口頭発表の映像記録 



2. 教育改善の内容 学習者間・自己評価 

4 = 参りました。うまい！ 
3 = 自分のペアと同じぐらい。 
2 = うちのペア負けてません。 
1 = お話になりません。 



2. 教育改善の内容 まとめ 

(1) 授業サイクルごとの目的・聞き手・情報の内容・望まし
い言語の特徴（PAIL）を示す。 
  ↓ 

各モジュールが単元の目標につながることを明示す
る。 

 
(2) 口頭で行った活動を音声認識により文字化したり動
画撮影したりする。 
  ↓ 
活動の様子を視覚化する。 



3. 教育実践による教育効果 

Progress スコア CEFR A2, B1 以上 2015年度生（n=74～79） 

入学後3か月でスコアが飛躍的に伸びた。 
2年次前期には9割以上の学生がCEFR A2以上に達した。 



3. 教育実践による教育効果 

Versant スコア CEFR A2, B1 以上 2015年度生（n=74～79） 

発言を把握し、それを逐語
的に発話する能力 

構文中の日常的かつ一般
的な単語を理解し、自在に

表現する能力 



Versant 平均スコア 2015～2019年度生（n=74～134） 

CEFR A2 



3. 教育実践による教育効果 

Versant スコア CEFR A2, B1 以上 2015年度生（n=74～79） 

文脈においてネイティブ同様
に子音や母音を発音し、強
勢をおくことの出来る能力 

文章の組み立て、読み、反
復の際のリズム、区切りお
よびタイミングの取り方 



Versant 平均スコア 2015～2019年度生（n=74～134） 

CEFR A2 



4. 結果の考察 

 Progressテスト「聞く力」「話す力」飛躍的な伸び。 
 Versantテスト「文章構文」「語彙」 飛躍的な伸び。 

  ↓ 

会話の相手の話を聞き取り、自分の考えを音声化し
て発話するという面では、「授業単元のサイクル化・モ
ジュール化」「音声言語の可視化」を軸とした授業改
善の試みの効果が十分に発揮されたと考えられる。 

 
 Versantテスト「流暢さ」「発音」伸び悩み。 

  ↓ 

会話の相手にとって聞き取りやすい音声で発話すると
いう面では、課題が残っている。 



5. 現在の取り組み 

音声を可視化する 

+ 
音声を聞き直す 



5. 現在の取り組み 

自分自身と 
世界各国の人々の 
英語発音を聞き比べる 
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