﹁その他の科目でも︑
授業の最初に︑
ツイッ

く﹁多聴﹂をとにかく繰り返す︒

多読・多聴重視の英語教育︑
全員必修のプレゼン科目など
コミュニケーション教育を徹底
東京都立 大田桜台高校

ークなコミュニケーション教育を実践してい

ョン︒その観点から︑同校では多彩かつユニ

で書いてもらうなど︑話す機会︑書く機会

ターのように︑
思っていることを英語の短文

それでは︑英 語 ︑国 語 ︑
ビジネスの３教

を豊富に設けています︒
いずれも〝正確さよ

る︒
東 京 都 立 大田桜 台 高 校はビジネス・コ

科 ︑さらに学 校 行 事における同 校の取り

英語はあくまでツール︒
目的はコミュニケーション

ミュニケーション科 を 設 置 する進 学 型 専

り流暢さ〟
を徹底して重視︒細かな間違い

ごく一部の人たちが海 外とのやりとりを

います︒企業でも︑かつては国際部門など

や人の交流に国境は関係なくなってきて

﹁テクノロジーの発達とともに︑
ビジネス

語のまま理解することが必須︒英語科は︑

でいったん翻訳するのではなく︑英語を英

を標榜しています︒そのためには︑頭の中

﹁当校では〝使える英語〟
を修得すること

︒
多読・多聴に充てられている︵図１︶

ミュニケーションしようとしていることにそ

う︒何より︑生徒が物怖じせず︑英語でコ

も ︑生 徒の実 力は確 実に伸 びているとい

英 検２級 などの検 定 試 験の結 果 を 見て

習得理論に基づいた指導方法︒ＧＴＥＣ︑

を覆す内 容だが︑これは海 外の第二言 語

今までの学校における英語教育の常識

数を与えています﹂︵英語科／鈴木徹先生︶

違いで減点はせず︑語数の多さに応じて点

せん︒試験でも同様です︒文法・スペルの間

があっても意味が通じていれば注意はしま

組みを見ていこう︒

単 位 分が

担当していたわけですが︑もはやそういう

の成果ははっきり表れている︒

設けられており︑その半 数の

英語科は︑
３年間で必修科目が 単位

〝使える英語〟の修得に
焦点を絞ったカリキュラム

門高校として２００８年度に開校した︒グ
ローバル化が急 速に進 展 するビジネス社
会で活躍できる人材を育てていくことが
同校の目標︒当然のことながら︑
グローバ
ル・コミュニケーション能力の育成には力を
注いでいる︒その重 要 性を民 間 出 身の酒

副校長

その点を徹底したカリキュラムにしていま

﹁〝キミたちは英語ができるんだ︒だから
使いなさい〟
と生徒には話しています︒それ

国語科もコミュニケーションを意識した

が指導の大前提です﹂︵鈴木徹先生︶

指導内容となっている︒

石山智典先生

英語科 主任

です﹂︵鈴木周太先生︶

す︒伝える技術のトレーニングでもあるの

やすさなども 評 価のポイントにしていま

﹁内容だけではなく︑声の大きさやわかり

はなく生徒が行う︒

イントなどを伝える︒その評価も先生で

書きを見ながら︑本の内 容や感 動したポ

ックトークという試み︒原稿は使わず︑
メモ

本を読んだ感想を他の生徒の前で話すブ

象徴的なのが︑読書感想文の代わりに︑

ます﹂︵国語科／鈴木周太先生︶

を多 数 設け︑生 徒 主 体の授 業を行ってい

では︑生徒が話し︑それを生徒が聞く機会

﹁国語の授業は座学が一般的ですが︑当校

藤本裕司先生

2008年創立／ビジネス・コミュニケーショ
ン科／生徒数589人
（男子225人・女子
364人）
／進路状況
（2012年度実績）
大
学56％・短大4％・専門学校20％・就職5
％・浪人その他16％

ビジネス科 主任

酒寄 誠先生

時代ではありません︒より幅広い層にグロ

無理なく読める海外の絵本などを︑細

書 を 使わずに楽しみながら読む﹁ 多 読 ﹂

かな文法やわからない単語は気にせず︑辞

ていくことになります﹂
同時に︑﹁ 英語はコミュニケーションのた

と︑付属の朗読ＣＤを同様なスタイルで聴

めのツールに過ぎません﹂と酒寄校長︒最
終的な目的は英語ではなくコミュニケーシ

鈴木周太先生

鈴木 徹先生

国語科

校長

す﹂︵酒寄校長︶

寄誠校長は次のように語る︒

20

ーバル・コミュニケーション能力が求められ

10

取材・文／伊藤敬太郎
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図1 英語科の授業展開

そのほか︑現代文や国語表現といった科

文対策も兼ねた読書の時間を設けている︒

か︑
３年次には︑
国語の授業で週１回︑
小論

Ｒの時間を利用した朝読書を行っているほ

トのために重視しているのが読書︒毎朝Ｈ

以 上に重 視しているのが︑話し方や論 理

イントなどのツールについても学ぶが︑それ

﹁プレゼンテーション技術 ﹂では︑
パワーポ

いと考えています﹂︵酒寄校長︶

ョンで欠かせない主 体 性を養う効 果も高

ゼンする経験はグローバル・コミュニケーシ

﹁自分でテーマを決めて自分で考え︑
プレ

の学校設定科目だ︒

ので︑
その準備としても効果を挙げている

プワークやプレゼンが多く導入されている

く聞きます︒最近は大学の授業もグルー

ゼンをやっておいてよかった﹄という声をよ

﹁ 大 学に進んだ卒 業 生から﹃ 高 校でプレ

を経験できることも大きい︒

張しながら合 意を形 成していくプロセス

ークを通して︑自分の意見をしっかりと主

の前でのプレゼンを行う︒また︑
グループワ

験の機会となっている︒

アップ修学旅行﹂を実施︒幅広い異文化体

ざまな国々の留学生とふれあう﹁キャリア

洋 大 学に赴き ︑
アジアを 中 心としたさま

２年冬には大分県の立命館アジア太平

なっていきますね﹂︵石山智典副校長︶

かで少しずつ意 思の疎 通ができるように

わからないなりに周囲と一緒に行動するな

ません︒すると︑英語が苦手な生徒でも︑

ただし︑生徒同士のコミュニケーションだ

目でグループ討 議 などを 採り入れ︑根 拠
構成︑さらにアイコンタクトといったアナロ

と感じています﹂︵藤本先生︶

やすく伝える方法の修得に力を入れてい

手が何を求めているかを踏まえてわかり

ション︒そのため一対一︑
一対多を問わず︑相

﹁プレゼンの基本は相手とのコミュニケー

徒 数 人のグループにアメリカ人の大 学 生

設で実施する﹁アメリカン・キャンプ﹂︒生

ている︒その一つが１年次に国内の宿泊施

能力育成につながる学校行事も設けられ

同校ではグローバル・コミュニケーション

たちが証明していくことになるはずだ︒

本当の成果は︑今後社会に出て行く生徒

教育を徹底︒全校一丸となった取り組みの

り入れるなど︑同校ではコミュニケーション

の教科でもグループ討議などを豊富に取

けでは表現の幅が広がらないため︑
インプッ

をもって意見を言うトレーニングをしてい
グなテクニックだ︒

ます︒その前提として
﹃ 主役は聞き手であ

や高校生のスタッフが１人付き︑英語だけ

こうした一連の取り組みに加え︑その他

るのも同校の国語科の特色だ︒

ビジネス科では︑
２年次のキャリア教育

る﹄
ということも徹底して指導します﹂︵ビ

でコミュニケーションをしながらさまざま

﹁プレゼンテーション技術﹂は
３年生の必修科目

科目﹁ 東京の経済 ﹂で全員がプレゼンテー

ジネス科／藤本裕司先生︶

実践のヒント

ションを経験し︑
３年次には﹁プレゼンテー

な活動に取り組む︒
﹁ 教 員はコミュニケーションの手 助けはし

1年次の7月に実施される
アメリカン・キャンプの様
子。英語だけで過ごす2
泊3日の合宿生活は生徒
には新鮮な体験

年間の前半は個人の︑
後半はグループで

■「プレゼンテーション技術」の
ワークシートの一部（教員用）

ション技術 ﹂
で︑社会に出ても通用するプ

コミュニケーション英語Ⅲ

のプレゼンに取り組み︑全生徒が学年全員

通常
授業

レゼン技術を実践的に学ぶ︒
いずれも必修

英語Ⅱ
（コミュニケーション英語Ⅱ） 英語Ⅱ
（コミュニケーション英語Ⅱ）

間違ってもいいから積極的に
発言するよう指導しています

コミュニケーションへの意欲を喚起す

るコツは何でしょうか ？

間違いを恐れて発言しないのは日本人

の悪い癖です︒本 校では︑英 語に関して︑

細かな文 法などは間 違えてもいいからと

にかく話すという指導を徹底しています︒

同じように︑英 語以外での授 業でもどん

どん質問させています︒なかにはレベルが低

です︒大切なのは︑
自分から発言する習慣

い質問も出てきますが︑それで構わないの

をつけることです︒︵酒寄校長︶
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通常
授業
通常
授業
通常
授業
読
読
3年次

通常
授業
聴

通常
授業
聴
読T
通常
授業
通常
授業
読
読
2年次

OCⅠ
（英語表現Ⅰ）
英語Ⅰ
（コミュニケーション英語Ⅰ）

読T
通常
授業
通常
授業
読
読
1年次

読＝図書館での多読授業／読 T＝図書館での多読
授業・ALT による読み聞かせ、
グループ会話／聴＝
CALL教室での多聴授業
（聴き読み、
シャドーイング）
8
7
6
5
4
3
2
1
単位数

