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第６回 学びの共同体冬季研究会 英語分科会 2014.1.12 報告書

報告者  那珂市立第二中学校  伊藤 紳一郎

◆埼玉大学 北田 佳子先生によるコメント

●英語の授業における「真正性（authenticity）」

１．本物らしい（real-like）

  本物のような状況設定での学び

  全て本物というのではなく，「本物らしい」もの。real-like な状況や，話し手・聞き手の関係をど

う授業の中でどうつくっていくかが重要。

２，実際的（practical）

  実際に英語を使うなかでの学び

  実際に子どもたちが，どれだけ英語を使って，活用しているか。

３．本質的（authentic）

  英語という「言葉」としての学び

  一番つかみにくいところであるが，英語という「言葉」としての学びはどうなのか。

●「真正な英語の学び」を実現するために英語教師に求められる力

・授業デザインの力（教材研究・単元構想など）

どの教材を選定して，どう配列するか，ということも含めての授業デザインの力。

・英語の力（知識・技能・センスなど）

授業デザインの力を支えているものとして，教師自身のもっている英語感とか英語力，あるいはセン

スのようなもの。文字通り，英語が達者か，達者じゃないか，ということではなくて，教師自身が英語

の学習者として，いまだに英語に興味をもち続けていて，学び手の一人であるということが支えている。

・ケアの力（人間関係や学習面でのケアなど）

一番忘れたくないことが，「ケアの力」。これ抜きでは，いくら教科の真正性を語っても…ということ

になる。例えば，今見た１年１組の子どもたちにとって，どういう真正な学びをデザインしていくか。

これは，宙に浮いた誰にでも通用する真正な学びではなくて，あの１年１組の子どもたちにとって，も

授業デザインの力

（教材研究・単元構想など）

ケアの力

（人間関係や学習面でのケアなど）

英語の力

（知識・技能・センスなど）



2

っと言えばあの中の一人一人にとってどうだったか，ということを考えていかないといけない。それは，

抽象的な言い方をすれば，その子その子を学びの面でも，人との関係の面においても，ケアしていくと

いうこと。

佐藤学先生が，昨年夏の研究会で初めて教科部会を実施するにあたって言ったことがあります。「私

はこれまで何度もやろうと思ってきた。それは，教科の真正性というのは，とても大事だから。だけど，

踏み込めなかったのは，いったんそこに入ってしまうと，この「ケア」が忘れられてしまうのではない

か？ と。いい教材，いい授業，という，授業の狭義の意味でのねらいはどこかというところにまた戻

るのではないか，という怖さをいつも抱えている。でも，ようやく皆さんとだったら，教科の方にも踏

み込んでいってもいいのではないか。」とおっしゃいました。

しかし，私はそこのところはまだ不安に思っている。というのは，やはり，英語だけの人間が集まる

と，どうしてもこの「授業デザインの力」に集中してしまう。そこのところを昨日，学先生も言われて

いましたが，私ですら，授業を見るときに，「この授業はいい授業なのか，悪い授業なのか」そこにと

らわれてしまう。でも，何よりも大事なのは，一人一人の子がその授業をどう経験して，どう生きてい

るかってこと。それが一番の優先順位。その背後の中に，「授業デザインはどうだったか？」「学びはど

うだったか？」ということを議論していかなければいけないのではないか，だと思うのです。

●「学校の HP をプレゼンテーション」（二瓶先生）

＜スピーチの授業＞

■ Public Speaking

・欧米では教養ある大人としての重要なスキル

・しかし，あまりスキルに傾倒しないほうがいい

・Speak to（一方通行）より，Talk to/with（双方向）を目指すべき

人前でスピーチする・プレゼンテーションする授業は，欧米では，「Public Speaking」という授業

があり，中学校や高校の授業として，教科として入っていることが多い。というのは，教養ある大人と

して，Public な場でスピーチができるということが，スキルとして求められているから。ですから，非

常に多くの教科書が出ている。どういうプレゼンをすると，魅力的に映るのか，と。しかし，そのスキ

ルにあまり傾倒すると，聞いていても，聞いていなくても，自分が言いたいことを自分が格好良く言え

ばいい，いわゆる Speak to（一方通行），聞き手との関係ではなくて，一方的にどう強く話していくか，

というところにいく危険性がある。

しかし，私たちが目指したいのは，協同である所以というのは，たとえ一方的に話す形のスピーチで

あっても，それは聞いてくれる仲間のことを含んで，どう聞いてくれているのか，どう伝わっているの

か，という心の中では常に Talk to/with（双方向）の気持ち，双方向のプレゼンをやっていくように

したい。これは，形がプレゼンというものであっても，そこに見えない，隠れた協同というものが必ず

あると思います。

●二瓶先生は，Talk to/with（双方向）の「スピーチ」を目指している

二瓶先生の授業は，結果的にどうであれ，双方向のスピーチを目指そうとしている。そういう工夫が

随所にあったと思います。
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●「映画の台詞を意訳しよう」（伊藤先生）

＜翻訳の授業＞

■ 「相互作用処理」の読みの力を経験できる

・映画の台詞は，状況依存・文脈依存（場面，表情，声のトーン，人間関係など）

・「日本語」と「英語」の相互作用（主語の有無，男/女言葉，人称名詞の多さ（僕，おれ））

この授業も非常に興味深かったですね。いろんな学ぶことや獲得されることがあったと思うのですが，

私としては昨日の全体会で申し上げた，もう正に，「相互作用処理」を一番楽しい形で，子どもたちに

経験させてあげられるとてもいい教材の１つだと思います。というのは，映画の台詞というのは，状況

依存・文脈依存ですよね。どの場面で話されて，どういう表情で，どういう声のトーンで，その話して

いる人たちは，恋人同士なのか，家族なのか，文字からはでは分からない，非常に場面に依存したもの

である。それを読み解いていくときに，必ずあらゆる情報を使って，相互作用的に読まなければいけな

い。

もう１つ伊藤先生がチャレンジされたのは，「日本語を使うということ」。そうすると，日本語と英語

という２つの体系の異なる言語の相互作用を経験することができます。「私は」と訳すのか，「私」を省

くのか，主語がいるのか，いらないのか，どっちがどっちの言語でしっくりくるのか，ということや，

発表していた子が，女言葉で話すのか，男言葉で話すのか，ということは日本語独特ですよね。それか

ら人称名詞の多さというのも日本語独特です。「おれ」って言うのか，「僕」って言うのかで，その主人

公の性格が決まってくる。そういう可能性を秘めたものですよね。これは，英語から離れるということ

ではなくて，英語ではただの「I」なのに，それを日本語に置き換えると，かえって英語での理解を深

めることになります。２つの言語を使っていくということですね。

●伊藤先生は，ごく限られた既習単語の範囲内でも，「相互作用処理」の読み

が経験できるような場面を選択

１年生でこれをやるっていう，もの凄く限られた単語の中から，それをやっていこう。私は，昨日，

早いうちから，相互作用処理の読みを経験させた方がいいという話をしました。単語力・文法力が無い
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中でやれる１つの可能性を伊藤先生は示してくれたと思います。

●二つの授業とも，「本物らしい」「実際的」

お二人の先生のもつ「英語の力」「授業デザインの力」「ケアの力」が生かされている。

「本物らしさ」「実際に使っている」ということにおいては，２つの授業とも非常に工夫されている

と思います。それを成し得た，先生方の「英語の力」「授業デザインの力」，そして「ケアの力」ですよ

ね。「この子たちに，英語の世界を見せてあげたい」という，それが非常に生きていたと思います。

●「相互作用処理」の読み方

「状況」，「文脈」，「日本語の特徴」などをすり合せながら訳している

→「ワタシ アイタカッタ」「僕も会いたかったぞ！」「ワタシ コワカッタ」

●では，「本質的」な学び

＝英語という「言葉」としての学びという視点からはどうか？

抽象的で分かりにくい， 本質的な，英語を「言葉」としてとらえたときの学びという視点で授業を

見たときにどうか，ということを問題提起していきたい。

●明るく楽しいスピーチから，知的な楽しさを経験できるスピーチにしてい

く必要がある

先生方が感じていられる，ここで何が学ばれたか？の違和感の１つの大きな原因だと思うのですが，

二瓶先生の授業の中で，非常に子どもたちが楽しく明るくスピーチをしていました。だけれども，楽し

く明るいスピーチから，知的な楽しさを味わえる，パフォーマンスで人を惹きつけるようなトークでは

ないけれども，そこで言われていることが本当に聞き手に共有されていくという喜びを話し手として感
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じることができるような，そういう静かかもしれないけれども，知的な楽しさを経験できるスピーチと

いうものをどうやってしていくか，という必要があると思います。

●英語という「言葉」のもつリズム

リズムが宿って初めて本当の英語という「言葉」になる

・It’s very exciting and fun.

・Carolyn Graham の Jazz Chants

Have a nice weekend. Thanks. You, too!

・工夫のしどころが，ジェスチャーやパフォーマンスではなく，英語のリズムに焦点化されていき，さ

らに「知的な楽しみ」を経験できるようになる。

授業を見て，いくつかの可能性を感じた。ただ，圧倒的に入れてほしいと思うのが，「言葉」のもつ

リズムです。リズムというものが宿って初めて，「言葉」というのは，本当の言葉として成立すると私

は思っています。子どもたちの「イッツ ベリー イクサイティング アンド ファン」は，とても子

どもらしいですよね。それから私が言いたいのは，発音が悪いとか，イントネーションが悪いとか，そ

ういうことではないんです。言葉がもっている，英語がもっている，独特のリズムを味わわせてあげる，

楽しませてあげる，その機会として，これをどう使えるか，ということなんですね。

ここに示したのは，日本の幼児教育で広く使われているのですが，これは，成人の英語教育からスタ

ートしたものなのです，Jazz Chants というものです。全て，「ワン・ツー・スリー・フォー」のジャ

ズのリズムでアメリカ英語が聞こえてくるというものです。例えばここに書いてある「ハブ ア ナイ

ス ウィークエンド。 サンクス。 ユー，トゥー！」，こう読んだら，リズムを感じることができな

い。でも，グラハムさんは，これに「ワン・ツー・スリー・フォー」をつけると，「①ハバナイス/②ウ

ィークエンド/③サンクスユー/④トゥー」となり，これが染みつくような，このリズムを楽しむ，日本

語とは違う音楽を聞くようなものです。「演歌ばかり聞いていたのが，ポップス楽しい」，あの楽しさに

通じるようなもの。それが，ここに焦点化したときに，何が起こる可能性があるか，というと，授業で

子どもたちがやっていた工夫というのが，ジェスチャーやパフォーマンス，スマイル，それは二次的な

ものなんですね。けれども，この「リズム」に焦点化したときに，自分たちのリズムがどうなっている

のか，となり，自分たちのスピーチに耳を傾けなければいけなくなりますし，そこで，仲間のことを聞

かなくてはいけなくなる。本当のリズムというものに，向き合う機会として，使ったときに，英語がも

っている知的な楽しみみたいなものを経験できる場としてこの場が使えないかということ。
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●文字制限の条件によって，「直訳」→「意訳」ではなく，「直訳」の修正が

行われる結果を生んでいる

誰も，「もう１回この場面を見せて」と言わない→「状況」や「文脈」を再確認することが必要

伊藤先生の授業，これも非常に興味深く，それは言うまでもないんです。それを批判したいのではな

くて，さらにオーセンティックなものに近づけていきたい。「１秒間で４文字以内」という文字制限を

出されました。これ自体がいけないというのではなくて，思い出していただきたいのですが，伊藤先生

がこの制限を出したときに，子どもたちの中に何が起こったのか，という事実を丁寧に私たちは見てい

かなくてはいけない。ここに示したように，多くのグループで，何文字に収まるか，ここですよね。こ

のときに，子どもたちがやっていたのは，先生が意図された，最初にやった直訳を意訳にしていくとい

う作業ではなくて，直訳した日本語を１秒間４文字にどう収めるか，という直訳の日本語の修正になっ

ているんですね。ここのところで，もう１回，例えば，「see」の意味って何だろうって辞書に戻ったり，

あるいは，「あの場面，もう１回見せてほしい」，どんな表情で，どんな声のトーンで。さっき言ったよ

うに，文脈にびっちり依存しているのが映画の台詞だとしたら，これ，もう１回見ないと，私たち訳せ

ないとなったときに，初めていろんなものを総動員して，この映画の台詞を使ったということが生きて

くる。ここのところで，残念ながら，もしかしたら，「１秒間で４文字」ということに子どもたちがと

らわれてしまった。これ，課題自体がいけないのではなくて，私たちがこういう研究会で見ていかなけ

ればいけないことは，この課題を出したときに，子どもはどうだったか？ということで語っていかない

といけない。もしかしたら，これが生きる教室もあるかもしれないです。その可能性も含めながら，や

っぱり子どもの事実ですよね。そのことを大事にしたい研究会だと思います。

●英語の授業における「真正性（authenticity）」

１．本物らしい

２．実際的

３．本質的

１と２が成立していると，つい３の追及が弱くなることがある
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「本物らしい」状況が成立している授業，それから子どもが実際にたっぷりと英語を使っている授業，

つまり，１と２が成立している授業っていうのは，それだけで質が高いと思います。だけれども，危険

性として，１と２が成立していることで満足してしまって，本当の言葉としての英語の知的な楽しみの

ところまで行く，３段目のところまで踏み込める追及が弱くなる可能性が十分ある。それから，３の追

及というのは時間がかかります。二瓶先生，伊藤先生の授業も，もう１と２のところはかなりの部分を

追及されてますので，もう３のところに行っていい先生方だと思うんです。それとともに子どもたちも

育っています。そういう意味で３のところをぜひ追及してほしい。

●最後に，「ケア」について…

私が一番大事にしてほしい，「ケア」の部分についてなんですね。

●個々へのケア

個々へのケアは，どんな授業でも大前提としてなければならない。そういう意味では，二瓶先生はこ

の男の子，もの凄く真面目で，純朴で，でもすごく自信がないんだと思いますが，とても良く先生が支

えていたと思います。この女の子もそうだと思います。
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●ちなみに，ぜひビデオ撮影は，「授業」を撮るのではなく，「できごと」を

撮ってほしい

とても残念なのが，ビデオの撮り方です。撮り方を工夫してください。というのは，この学先生の撮

り方を見ていただきたいんですけども，二瓶先生がこの子を支えているとき，このビデオは，「授業」

を撮っているんです。だけれども，撮ってほしいのは，この学先生が撮っているように，「出来事」を

撮ってほしい。ここで何が起こっているのか，子どもと教師の間で起きているストーリーを撮っている。

こういう「出来事」を撮っていくと，ケアの目線で授業を見ていく，何が起きているか，どの出来事に

着目するか，という目を物凄く鍛えることになります。ぜひ今後の校内研修で工夫していただきたいと

思います。
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●学びを支えるケア

伊藤先生の授業，教材研究のところに，たっぷりと子どもたちへのケアが溢れていますよね。つまず

かないように，だけど，お節介過ぎて，子どもの学びの機会をはく奪しないように。その頃合いを物凄

く吟味されていると思います。

●だれの何を見て，つぎの活動に移る判断をするのか？

伊藤先生のこれからの課題にしていただきたいのが，誰の何を見て，次の活動に移る判断をするの

か？ということです。何回か，この子たちがチーンと（ベルを）鳴らされているんです。でも，見るべ

きは，各グループの子たちが，「今，次の活動に移っていい段階になっているかどうか？」，特に一番見

なければいけない弱い子，先生が一番お分かりだと思います。そこの子たちが「次の段階に進んでいい

段階かどうか？」ということです。その面のケアが次に必要になってくると思います。
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●一番ケアしなければいけない子をケアできているか？

一番ケアしなければいけない子をケアできているか？ ということです。これは基本だと思います。

私はこの子（画面右側の女子）が，この授業ではケアしなければいけない子だと見ていたんです。

というのは，これ，分かりにくいんですが，みんなが先生が出している教材の方を見ているのに，ビ

デオを撮っている人を見ているんですね。これ，何回も繰り返されるんです。
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プリントが配られたとき，みんなプリント見てますよね。でも，この子はカメラを見てますよね。た

ぶん，物凄く不安を抱えている。英語の力も弱いのかもしれないです。分かるんですが，とにかく不安。

という子なんですね。グループの中でこの子が支えられているかどうかっていうのは，なぜ協同学習を

やっていくのかっていう英語の学び，その入り口に入ってきてもいいよ，とドアを開いてあげるときに，

こんなに不安だったら，英語の世界に入っていけませんよ。じゃあ，グループの中でせめて不安がない

状態になっているかどうか。これは英語だけではないですけれども，協同学習をなぜやるのか，という

胆のところだと思います。

グループの中でも，非常に関われていない。聞きたいときにも聞けないし，物凄く切なそうにして，

一人で何回も書いたものを消してました。見にくかったと思いますが，これがみとれるように私たち，

なっていきたいということです。
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これ最後です。この子が後ろを向いたときに，同じグループの子と話してくれるといいな，と思った

のですが，関係ができていないですね（話せなかった）。

関係がまったく切れている。ですから，この子をどう支えていくか，ということと，この子を英語の

世界に目を開かせてあげるかということとは表裏一体ということです。このことを同時に考えたときに，

私たちが本当の意味で，「なぜ，英語の教師になったのか？」，そして，「なぜこの子たちにこんなに苦

労して教材研究して，でも子どもたちが笑ってくれたり，おもしろいって言ってくれたりすることが，

自分にとって幸せだと感じるのか？」，それは，「こういう寂しそうな顔で授業を終える子が一人も自分

の英語の時間ではつくらない」っていう，その覚悟と信念を毎回毎回もっていくっていうことですよね。

そのことを積み重ねていく研究が，この研究だと思います。先生方，初めてこの会に来られた方も，

何回も来られている方も，いつも心のどこかでは，教師ですから，子どもを大事にしていっていうのは，

もっていると思います。だけれども，「いい授業をつくりたい」という魅力は，子どものことを一瞬で

も忘れさせてしまう怖さをもっているということ。だからこそ，私たちはこういう会に年２回集まって，

そのことを確認していこうっていう機会にしていきたいと思っています。
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●研究協議でのコメント

・「ここで何を獲得させたいのか」とか，「何が獲得されているのか」というのは，おそらく先ほど見て

いただいた二瓶先生や伊藤先生の授業の子どもたちの姿が，英語が大嫌いという状態ではなくて，とに

かくこの授業が楽しい，英語が好きというのが前面に溢れているというときに，こういう子どもたちが

オープンになって，英語の世界をたっぷりと楽しみたいと思っている子たちに，教師として，どういう

ものを獲得させてあげられるか，というところは，学びの面でそういったレベルにまで育っている子た

ちをケアしていける責任を果たしているか，というところにつながると思います。

二瓶先生や伊藤先生の授業の，あの子たちの学びを引き上げていくためには，ということにおいては，

「何が獲得されていたのか？」ということは議論していかなければいけないことだと思います。

いわゆる私たちが「投げ込み」と言っている授業，そのことで引き出していく魅力と，もう１つは圧

倒的に使わなくてはいけない教科書の単元の中で，やはりそれをどう実現させていくかという両方で考

えていかなければならないと思います。

・すごく誤解されているのが，「学びの共同体は，関係性さえできていれば良いのか？ 教科を疎かに

しているよね。」とよく言われるんですね。それは非常に大きな誤解で，「子どもたちのケアのために，

学びも本質的に究めていく」というものなのです。学びを深めていくために協同がある，そのことを私

たちは忘れてはいけないと思います。もう１つ忘れてはいけないのは，学び以前に，生きることに絶望

している子たち（学校に来てくれているだけでいい）には，まず学びを深める前に，「あなたたち生き

てていいんだよ」ということを私たちがどうやって伝えていけるか？ その前提の上で，学びを深める

ことを考えていける。そこの土台を抜きにしては，決して語れない。学力向上，テストの点数，もちろ

ん上げてあげたいです。だけど，じゃあこの子別に生きても死んでもいいよね，となったときに，学力

向上どころではなくなる。その前提が陰にあることを忘れてはいけないんじゃないかと思うんです。
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◆東京大学教育学部附属中等教育学校 沖濱 真治先生によるコメント

・先生と生徒たちの，生徒同士のあたたかい関係性がここちよい場をつくっていることが素敵ですね。

・その中で多くの生徒が安心して授業に，グループでの活動に参加しているのもすばらしいですね。

・日本語字幕づくりという課題は特に字数制限によって生徒に集中を生み出す良い課題だというのはた

くさんの方の指摘通りだと思います。

・生徒は特に自然と日本語では主語を言わなくても済むことに気がついていましたね。

・ただそれが，こういう英語の特徴を学ばせるためにこの場面やせりふを使うというようになっていた

のか（例えば上記の主語の省略可否の違いとか）という点がよくわかりませんでした。それは最初にア

バターを使うことがあって，ねらいがはっきりしていないことが原因ではないかと思えたのです。そこ

がはっきりしていると，生徒に何に注目させるかや，次の授業でのまとめなどで，生徒の学びも深まる

はずですよね。

・私自身は映画は，ある表現の習得を目的にするときと，特に高校高学年では，メッセージを学ばせる

ために使うことが多く，その目的によって使い方（全部を見せるか一部にするか，どこの台詞を取り上

げるか）を変えているかなと思います。

・また特に中学なら英語授業ではいつでも音声にこだわることが大切なので，少しでも音読やアフレコ

などの練習も入れるとよいかなと思いました。

・ねらいの件にこだわったのは，自分自身が流れに任せてぼんやりした授業をよくやってしまって自己

嫌悪に何度も陥ってきたからで，自分自身の反省なのです。

・授業づくりのおもしろさは，伊藤先生に申し上げるまでもないかもしれませんが，教材の価値を発見

し，それをどう料理して生徒に提示するかですよね。伊藤先生が準備した教材，今回のレポートを見せ

ていただいて，そうした技量にも優れていらっしゃることがよくわかりました。「真正性」はややあい

まいなことばですが，私の理解では教材分析力こそがそれにつながるもので，そういう意味でもその分

析に基づいたねらいが大切に思えます。

・ケアの大切さは北田先生がおっしゃっている通りだなと思いました。授業ビデオだけからその必要性

を指摘してなさった先生の授業を視る力はすごいですね。この点は自分が一番苦手な点です。
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第６回 冬の学びの共同体研究会 全体会 2014.1.11

ビデオ記録をもとにした授業のリフレクション

◆埼玉大学 北田 佳子先生によるコメント

●よく，英語は「技能教科」的といわれるが…

■ スキル・トレーニングの必要な教科

■ アート的な性格をもつ教科

  （アート的：かっこいい，すてき，おもしろい → 「あこがれ」を持たせる必要のある教科）

この「あこがれ」があるから，スキル・トレーニングに耐えられるし，楽しいと思える

英語は，スキル・トレーニングが必要になってくる教科である。それは間違いないと思います。

ただ，その前に私が強調しておきたいのが，技能教科とは言っても，むしろアート的な教科，音楽で

あったり，美術であったり，つまり，「英語ってかっこいいな」とか，「すてきだな」とか，「おもしろ

いな」っていう，そういうあこがれをもたせるっていうことが必要な教科だと思います。もちろん，他

の教科も，大なり小なりこの「あこがれ」があると思います。けれども，英語は，特にこれが必要だと

私は思っているんです。この「あこがれ」があるから，苦しいスキル・トレーニングに耐えられるし，

このスキル・トレーニング自体が楽しいと思える。このことを「技能教科」的と考えるときに，まず第

一に考えなければいけないと思っているんです。

●「英語を読む」とはどういう行為なのか？

■ ボトムアップ処理（個から全体へ）

  単語→語句→文→段落

■ トップダウン処理（全体から個へ）

  何が書かれているかを予想→細部

■ 相互作用処理（様々な要素の組合せ）

  ボトムアップ×トップダウン，背景知識，経験

  →英語力が弱い子でも貢献できる。

   グループで読む意味がある。

英語の読解経験の中で，少なくとも，３パターンの読み方があるんじゃないかと言われてきている。

１つは，「ボトムアップ処理」と呼ばれるものです。これは，個から全体へという，単語の意味をと

る，そして語句の意味をとる，文の意味がわかってくる，段落に広げていく，こうすれば，全体が読め

てくる。という考え方です。しかし，この「ボトムアップ処理」では，本当の意味で英語を読むことは

できない，という事実がある。しかし，残念ながら多くの学校，多くの英語の授業，あるいは多くの子

どもたちが，この「ボトムアップ処理」から抜け出ることができない。単語一つ一つを辞書で引いても

分からない。この処理からどうやって抜け出させるか，というのが非常に大事だと思うんです。

２つ目は，「トップダウン処理」です。これは，全体で何が書かれているのかな，と予想して，それ

から細部のことを読み解いていくという考え方です。例えば，タイトルがあったら，それについてのイ

メージをもって読むことができるか，ということがキーになると思います。



16

今現在の研究で言われていることは，良い英語の読み手というのは，３番目の「相互作用処理」をし

て読んでいると言われています。必要に応じて，ボトムアップの処理とトップダウンの処理を組み合わ

せたり，あるいは，読み手の子どもたちがもっている背景知識とか，これまでしてきた経験というのを

引き出してきて，テキストと結びつけながら読んでいく。この「相互作用処理」をするところに，非常

にグループの意味がある。英語力が弱い子でも貢献できる読み方なんです。つまり，英語力が弱い子で

も，何かしらの知識や経験というのはもっています。それをグループの中で机の上に出して，みんなで

つなぎ合わせていくっていう，そこに貢献できる。しかも，一人のもっている背景知識や経験というの

は非常に限られています。ですから，グループの４人のメンバーのそれぞれの背景知識や経験をもち出

して読むことができる，ここにもグループで読む意味というのが生きてくる。ですから，良い読み手が

「相互作用処理」をしているのではなくて，これをグループでやる必然性というものが，ここに現れて

いるのです。

誤解されているのが，「ボトムアップ処理」を丁寧に積み重ねていくと，「相互作用処理」ができるよ

うになるということです。逆に，できるだけ早く，「相互作用処理」の経験を積ませてあげるっていう

ことと，「ボトムアップ処理」から抜け出る，そういうクセを経験させてあげるというのが非常に大事

です。

これは，自戒の意味も込めているんですが，私自身，仕事の一環として，翻訳や通訳をするんですが，

実は恥ずかしながら，未だに「ボトムアップ処理」で読みたい人なんです。これは，英語力とか文法力

とか関係ないんですよね。もちろん，単語力や文法力がついてくれば，それだけ辞書をひく機会が少な

くなりますから，一見，「相互作用処理」で読んでいるように見えますけど，１つでも分からない単語

に出くわしたときに，それにこだわってしまう。全体像をつかむことができないっていう，これは，英

語力とは関係なくて，読み方のクセみたいなものなんですね。ですから，できるだけ，何も単語を知ら

ない子には無理ですけど，ある程度の単語が分かってきたら，中学校１年生のうちからでも，「相互作

用」的な読み方ができるテキストがないかな，とか，どうやったら経験させられるだろうってことは，

とても大事なことです。


