高等学校の部 第２４分科会

スピーキング活動の導入で英語力は伸びる！
発表者：大分県立竹田高等学校 高橋 憲一
助言者：関西大学

今井 裕之

１ 研究の目的
①竹田高校の紹介と本研究の契機
創立 118 周年の大分県立竹田高等学校は 1 学年４クラス規模の普通科高校である。中高連携を大切
にしており、地域の進学拠点校として近隣の中学校の先生方と手を携えながら授業改善等に取り組んでいる。
平成２４年（２０１４年）に文科省による「外部検定試験の活用による英語力の検証」の協力校とな
り、平成２５年（２０１５年）までの２年間にわたってスピーキングテストを実施した。これは民間の業者が開
発したスピーキングテストを生徒に受験させ、その結果を指導改善に活かすことを目標に行われた事業である。
その結果、本校の生徒のスピーキング力は他の３技能と比べて弱いということが明白になった。また、この事業
に英語科全員が関わったことはパフォーマンステスト実施に向けての足がかりとなった。折しも本校の CAN-DO リ
ストである『竹田高校英語スタンダード』（巻末資料①参照）を作成し、それをもとにした授業実践を始めたばか
りの時期ということもあり、スピーキング力養成のための授業改善を後押しすることになった。加えて、新教育課程
による授業の本格実施の時期とも重なり、「授業改善の最大のチャンス」と捉えたのが２年前の４月であった。
②研究の目的
まずは、英語科が行うどの授業にも「英語を話す機会」を設けることを決め、『スモールトーク』と称したスピーキ
ング活動を授業の最初に行うこととした。１，２年次の２年間にわたって行ったこの『スモールトーク』という活動
は、他の３技能の活動にも影響を及ぼし、また授業内容にも変化を与える結果となった。
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本研究の目的は、『スモールトーク』活動がもたらした波及効果を整理し、成果と課題を明らかにすることであ
る。また、「外部検定試験の活用による英語力の検証」で用いた業者テストが日本英語検定協会（以下、英
検）のものだったこともあり、英検受検が生徒の英語力向上にどのように影響を及ぼすかについても触れる。
２ 研究の内容
①『スモールトーク』活動は授業をどのように変えたか。
コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現Ⅰ、Ⅱ、英会話という全ての科目に『スモールトーク』活動を導入
した。授業は語彙力増強のための単語発音、単語テストで始まる。単語テストの生徒相互採点が終了した時点
で『スモールトーク』活動は始まる。『スモールトーク』の実施方法について最初に説明しておきたい。
１）『スモールトーク』とは
トピックを与え、ペアで会話をさせ始めると同時に洋楽を教室に流す。（大きな声を出させることと英語を学ぶ
雰囲気づくりのため。）３分ほどで終了させた後、発話例を音読させる。右

Student A

Student B

Student C

Student D

図のように４つの机を合わせてグループを作らせる。最初は Student A と
Ｂが、次に Student A はＣと話す。
（例 1）授業で扱う教材が「動物」である場合（１年生）
Which do you like better, cats or dogs? Why?
（発話例①）
I prefer dogs to cats. In my opinion, dogs are friendlier than cats. For me, my dog is like
a family member. I often talk to him when I play with him. How about you?
（発話例②）
I like cats better than dogs. Cats are independent. To sleep with my cat makes me
happy. Do you like cats?
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（例２）授業で扱う内容が「漫画」である場合（２年生）
Do you often read manga? Some foreigners are surprised to see even adults reading
manga on trains. Why is manga so popular here in Japan?
（発話例①）
Yes! I love to read manga. My father is also crazy about Attack on Titan (Shingeki no
Kyojin). I think manga is not an entertainment but also something that can change our
lives. So many people including adults like to read manga. Don’t you think so?
（発話例②）
No. I’m not so interested in manga. I like reading books because I can imagine
characters in stories. However, it’s true that not only children but also some adults like
manga. Maybe stories of manga attract many people. Today you can see a lot of movies
based on manga.
『スモールトーク』を行う際に配慮した点は以下のことである。
話し手→１）大きな声で易しい英語を用いる。２）アイコンタクトをとる。３）ボディランゲージを用いる。
聞き手→１）よき聞き手となる。（例：You mean ~ ? ）
「いわゆる broken English でも構わないし、間違えても構わない。とにかく話そう！」と激励したところ、楽し
そうに話し続ける姿が見られた。「ああ、こんなに楽しそうにするのなら、もっと早く英語を話す機会を与えれば良か
った・・・。」と感じる瞬間だった。
さて、この『スモールトーク』が授業にどのような波及効果を与えるかについて触れる。
２）『スモールトーク』の波及効果
まずは授業の流れにどのような効果があるかについて説明したい。コミュケーション英語でも英語表現の授業で
も、ターゲットとなる英文をＣＤで１度だけ聞かせ、“What did you catch?” “What is the topic of this
passage?” といった質問を投げかける。当然、一度聞いただけではうまく説明できないので、生徒はもどかしさを
感じる。もう一度聞かせ、今度はペアで何が聞き取れたかを英語でやり取りさせる。初見（初聴）の段階では当
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然内容把握はおぼつかない。「もどかしい思い」を募る生徒を前に、 “Then you will read the passage to
understand what the speaker says.” といいながら英文を読ませるリーディング活動につなげていく。語彙
の説明と発音練習を終え、英問英答によるＱ＆Ａを行い、音読練習に入る。「なぜ語彙を習得し、なぜ音読を
するのか」が理解できるかたちで活動を進めていく。そして、諸活動の後にターゲット英文導入時に与えた質問を
再び繰り返す。 “What did you catch?” “What is the topic of this passage?” 生徒から次のような
英語を引き出したいというねらいがある。
“This is a story about one Japanese culture. It is about wrapping. When you buy a book
at bookstores in Japan, you will be asked like this, “Would you like a paper cover?” This
is not a common question outside Japan. In Japanese department stores, they will give
you beautiful wrapping paper for free. But in American department stores, you have to
pay extra charge for wrapping paper.
そして、１時間目の授業では不十分な箇所を、家庭での音読活動で補い（教科書準拠ＣＤを購入させ、家
庭での音読活動、リスニング活動を促している。）、２時間目の授業で目指すことを示す。同一パートを扱う２
時間目は、retelling, summary writing, making a dialogue, presentation といった諸活動を行う。
授業の途中に、「瞬間英作文！」(Put into English as soon as possible!) と称した即興性のある活動
を入れても、間違いを臆せず英語で答えようとするようになる。（授業中に使うワークシートは巻末の資料②を参
照。）「英語は使ってこそ！」という流れが『スモールトーク』の活動によって生み出された。
授業が変われば評価も変わる。指導と評価の一体化はパフォーマンステストの段階的導入、考査問題の設
問変更へとつながる。パフォーマンステストは「リーディングテスト」（音読テスト）→「暗唱テスト」→「インタビュー形
式のテスト」の流れが生徒も無理なく準備できる。「インタビュー形式のテスト」対策は、『スモールトーク』の時間を
活用こともある。英検の２次試験形式で行うことから、examiner と examinee の役を交互に行う。パフォーマ
ンステストと筆記試験の割合は将来的には１：１になるようにしたいと考えている。（考査問題の具体例は巻
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末の資料③を参照。）
②『スモールトーク』と英検受検
本校の CAN-DO リストは、１年次に英検３級、２年次に英検準２級、卒業までに英検２級の取得を目
標としている。上記の各級の２次試験にはスピーキングテストが課せられている。ここ最近、少子化の影響を受け
て多様な学力を持つ子どもたちを受け入れている。習熟度別授業を実施したり、クラス編成そのものを習熟度別
にしたりといったことを試みているが、英検のための対策講座が多様な学力を持つ生徒の対応の一助になってい
る。年に３回行われる英検の１次試験前に各１５回、年間４５回の英検対策講座を放課後、開講してい
る。生徒は在籍する学年に関係なく、受検級の対策講座に参加する。めでたく１次試験を突破すれば、２次試
験ではスピーキングテスト（面接試験）が待ち受けている。生徒は平素の授業の成果がここでも問われる。１次
試験に合格すれば２次試験対策を個別に行うが、この指導を通じて生徒はスピーキング力に磨きをかける。級が
上がるにつれ、話す内容も個人的なものから社会的なもの（一般的なもの）へと拡がりが求められる点も理想
的だ。１次試験を前に行う英検対策講座では、長文読解とリスニング指導に絞った指導を行っているが、この際
にも「何が聞き取れた？」「何が読み取れた？」という確認を生徒同士、生徒・教員間で絶えず行うように意識し
ている。
このように授業外の活動においても「相談すること」「情報を共有すること」が当たり前のようになってくると、授業に
おける「言語活動」を行う回数は自然と増える結果となる。「教室は話す場所」というイメージが生徒、教師ともに
共有できているのではなかろうか。
３ 成果と課題
① 対外模試や外部検定試験に見る成果
『スモールトーク』というスピーキング活動の成果が果たして生徒の英語力にどのように影響したかを科学的に測る
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ことは難しい。そもそも英語力の定義そのものが難しい。指導を始めてから２年半の間、生徒が受検する英検の
合格者数や彼らが気にする対外模試の結果を差し出しながら、「英語を使うことが英語力向上につながるのだ。」
ということは示してきた。（巻末の資料④を参照。）
１）対外模試（進研模試）
本校における過去５年間の英語の成績は巻末の資料に示した通り、まずますの成績を示している。リスニング
が好調なのは１年次から英語を聞いて、「何が聞き取れた？」という活動を授業内で行ってきたきたからかもしれ
ない。
２）GTEC for students
１年生の７月、１２月、２年生の１２月と合計３回、GTEC for students を受検した。ライティング力
を客観的に測る手立ての１つとして受検した。１年次の７月から１２月までは basic タイプのテストを、２年次
１２月は advanced タイプのテストを受けた。受検後に業者による分析会を開催してもらったが、顕著な伸びを
見せていることが分かった。
３）英検
一方、英検では今年度第２回の終了時点で、英検３級取得者２２名、英検準２級取得者６４名、２
級取得者は３８名、準１級取得者は１名である。英検準２級取得者数は在籍する３年生の約４２％、
２級取得者数は約２５％にあたる。例年に比べ、２年次に２級を取得した生徒が多いのが特徴である。３年
前に英検準１級の合格者が出たことがあるが、その際は特に準１級の対策講座は開講しなかった。現３年生は
２年次の第２回の英検までに２級を取得した生徒から「是非、英検準１級の対策講座を！」という声が挙が
り、２年次の第３回受検から新たに英検準１級対策講座を開講した。記念すべき第１回の英検準１級講座
では、常勤講師も生徒に交じって受講し、合格を果たし、その後、準１級講座の指導にあたっている。
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② 『スモールトーク』の導入に伴い見えてきた課題
１）『スモールトーク』活動を行う上で障害となったこと ～コミュニケーション能力の育成の必要性～
前述した通り、『スモールトーク』活動は４人の生徒の机を合わせたペアワーク、グループワークを行いやすいか
たちで行う。実は当初は隣同士でペアを組み、活動させていた。コミュニケーション英語Ⅰの授業は４単位中の３
単位を習熟度別授業で行っている。私は最も習熟レベルが低いクラスを担当していたが、ペアによる活動が機能
しないという事態に遭遇した。英語だけでなく、日本語でも会話が成立しないのだ。「教室内で何でも気軽に話せ
る雰囲気」を創り出す難しさを経験した。英語に対するアレルギーが著しく強い場合や、そもそも他者とのコミュニケ
ーションが苦手という生徒にとって、ペア活動は容易なことではないことがある。
あれこれ試行錯誤した結果、現在の４人で１班を作るかたちに変え、なんとか活動にこぎつけた。竹田市内
の中学校の授業見学に出向き、*「協調学習」に取り組む中学生の様子から大きなヒントを得た。生徒１人ひと
りがそれぞれに役割を担う「協調学習」の手法は、今話題のアクティブラーニングの先駆けと言えよう。中高連携の
大切さを改めて感じた経験だった。

*東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構 CoREF が提唱する

学習形態。

英語科の授業だけでなく、あらゆる教科で生徒が互いに力を出しながら学ぶスタイルが定着すれば、各教科に
おける言語活動の活性化（ひいてはコミュニケーション力の強化）につながるのではないだろうか。実際に、英語
科だけでなく、数学科でも竹田市内の中学校が取り組んでいる協調学習を継承して行う動きが出始めている。
２）外部検定試験活用のメリット、デメリット
スピーキング活動をはじめとする英語４技能を伸ばすための手立ての１つとして外部検定試験の活用は有効
だと考えている。来年度から英検の下位級（４級、５級）にもスピーキングテストが課せられる。中高が連携し
ながら英検受検に継続的にチャレンジする子どもたちを育成するという観点から見れば、下位級からスピーキングテ
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ストが加わることは４技能を総合的に伸ばすという点で歓迎すべきことだと思う。英検や GTEC for students
のような客観的な試験で自分の英語力を客観的に判断できる魅力を生徒も感じている。何より英語学習のモチ
ベーションを向上させるという点でその意義は大きい。
さて、英検ではスピーキングテストの追加や２級にライティング試験が追加される。これを受けて、次年度は以
下のような検定料となる。

本会場受験料

５級

４級

３級

準２級

２級

準１級

2,500 円

2,600 円

3,200 円

4,500 円

5,800 円

6,900 円

（２級はプラス８００円、４級・５級はプラス５００円。）

GTEC for students はスピーキングを除く３技能判定の場合、3,080 円で、これにスピーキングテストを
加えると 5,040 円である。GTEC の CBT では 9,720 円になる。
このように外部検定試験には多額の検定料が必要となる。本校が英検の全員受検を行っていない理由に、こ
の検定料の問題がある。文科省は大学入試に外部検定試験の活用を推進しているが、保護者の経済的負担
を考慮に入れるとこの流れも手放しでは歓迎できない。
自治体によっては、英検受検の補助を行っている場合もある。生徒（あるいは保護者の）経済的負担を出
来るだけ抑える手立ては講じなければならない。
３）課題を克服するためには
この研究を始めた初年度は全ての学年で『スモールトーク』活動が行えたが、英語科のメンバーが入れ替わった
り、休職者が出て、代替者がなかなか見つからずに推移したりといったことから、現在では学校全体の取り組みとし
て機能していたのが少しずつ学年任せの従来のスタイルに戻りつつあるのが現状だ。昨年度は週に一度の英語科
会議でほぼ毎回、互見授業を行い、各自の困りを克服するための手立てを考えたりもした。
学年として取り組むほうが学校全体で取り組むより、フットワークも軽くなり、実践しやすいのは確かだ。しかし、
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共通の CAN-DO を持ち、それを単元に落とし込んでいく作業は学校全体としての comradeship を育む。目
の前の課題を克服する手立ては、同僚と相談することでしか解決しない。さっそくこの分科会発表の環流報告を
英語科会議で行いたい。
私の、そして竹田高校英語科の試行錯誤はまだまだ続く。
【資料】
①CAN-DO リスト『竹田高校スタンダード』（２年生）
到達目標として英検級、４技能、語彙、パフォーマンスを明記している。ここに示したのは２年生の場合。

竹田高校英語スタンダード【２年生】

到達目標

英検目標

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、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能力を伸ばす。
準２級全員合格（準２級保持者は８割以上の理解）
○教科書の本文の、１つの段落内の要点や内容のつながりを理解できる。
○scanning と skimming を用いて必要な情報を得ることができる。
○段落内、あるいは文章内のキーワードやトピックセンテンスを意識して読むことができ

reading

る。
○指示語をはじめとする言い換え表現に留意して読むことができる。
●学習したまとまった量の英文をＣＤのスピードで音読練習することができる。
●１分間に１００語のスピードで読むことができる。
○教科書のリスニング活動に出てくる、５文程度の長さの英語の短い話や会話を聞いて、話
し手の意図や内容の状況を理解できる。

listening

○必要な情報、そうでない情報を強弱をつけて聞き取ることができる。
○英検準２級のリスニング問題を９割以上正解できる。
●教科書準拠のＣＤや単語帳のＣＤを活用し、弱点把握が自分でできる。

writing
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○自分の意見や感想を整理し、文章構成を意識して書くことができる。
○主題文、指示文、結論文の構成を意識してまとまった量の文章を書くことができる。

●教科書の文を日本語を頼りに英文で書くことができる。
○自分のスピーチに対する質問に英語で何とか答えることができる。
speaking

○英検準２級の２次試験レベルの英語の問答に対応できる。
●表情豊かに英語を話すことができる。
●学習したまとまった量の英文をＣＤのスピードで音読練習することができる。
○授業で扱う英単語を「理解（認知）語彙」ではなく「使用語彙」として使うことができ

vocabulary

る。
●３０００語レベルの単語帳の全ての語を「理解（認知）語彙」として使うことができる。
○speech ができる。
○教科書の２パートを暗唱できる。

performance

○クラスメートと協力して内容のあるスキットを作ることができる。
○ポスタープレゼンテーションができる。
○ディベートに積極的に参加できる。
○授業開始前に辞書や教材の準備ができる。
○教室の内外で疑問点を質問できる。
○授業内の活動に積極的に参加できる。
○授業中にノートテイキングができる。

Others

●ノート、教科書、辞書を用いて予習ができ、疑問点を持ち授業に参加できる。
●音読筆写を工夫し、英文の intake ができる。
●毎日課題、休日課題に取り組める。
●テスト前にまとめて既習事項を復習できる。
●テスト後に誤答ノートの作成を通じた弱点把握および補強（質問等）ができる。

注） ○は授業内の活動、●は授業外、特に家庭学習での活動を指す。

②コミュケーション英語Ⅱ授業で使用するワークシート例（パート１時間目の授業に用いる）
Lesson 5 Vegetable Factories: A New Approach to Agriculture Part 3
Today’s can-do: You can explain merits and demerits of vegetable factories.
Task 1: Talk about the following thing with your partner.
Which do you like better, vegetables grown in natural fields or vegetables produced in
artificial factories? And Why?
Task 2: Listen to the CD and try to grasp the outline of the passage.
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Task 3: Read the following questions and read the passage to answer them.
Q1: What is a good point of vegetable factories?
Q2: What is a bad point of vegetable factories?
Q3: Why are the vegetables produced in vegetable factories expensive to buy?
What are the good points of vegetable factories compared to traditional agriculture? For one thing,
they can provide a stable supply of vegetables, even in bad weather conditions. For another, vegetables
grow much faster in a controlled environment. Other good points include no use of chemicals and good
taste with more vitamins. Perhaps best of all, people living in cities can also grow vegetables easily in
these factories.
Unfortunately, vegetable factories still face one challenge. Running them requires a lot of money.
Because of this, these vegetables are expensive to buy. Hopefully, in the near future, we will have
solved this problem. (102 words)
Task 4: Enrich your vocabulary.
A と比べて

compared to A

安定した供給

a stable supply

管理された環境

a controlled condition

化学薬品の不使用

no use of chemicals → use[ju:s]

ビタミン

vitamin(s)

（副）あいにく、不運にも、不幸なことに

unfortunately

１つの問題に直面している

face one challenge

（副）うまくいけば、出来れば

hopefully

Task 5: Comprehend the passage.

→ vi[vai]

対比

What are the good points of vegetable factories compared to traditional agriculture? For one thing,
～と比べると

①１つには、

they can provide a stable supply of vegetables, even in bad weather conditions. For another, vegetables
= vegetable factories

② もう１つには、

grow much faster in a controlled environment. Other good points include no use of chemicals and good
比較級の強調「ずっと、はるかに」

③

taste with more vitamins. Perhaps best of all, people living in cities can also grow vegetables easily in
現在分詞後置修飾「都市に住んでいる人々」
these factories.
= vegetable factories
Unfortunately, vegetable factories still face one challenge. Running them requires a lot of money.
【抽象】
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【具体】

Because of this, these vegetables are expensive to buy. Hopefully, in the near future, we will have
「野菜工場の経営には沢山お金が必要であること。」
solved this problem. (102 words)
「野菜工場で作られる野菜が高額であるという問題」
Task 6: Visualize the content.
Traditional agriculture (Growing vegetables in fields)

VS

Vegetable Factories

an unstable supply

a stable supply

vegetables grow slowly

vegetable grow much faster

use of chemicals

no use of chemicals

good taste with vitamins

good taste with more vitamins

people living in cities cannot grow vegetables

people living in cities can grow vegetables
easily

vegetables are not expensive to buy

vegetables are expensive to buy

Task 7: Read the passage again and again.
野菜工場の良い点は何ですか

What are the good points of vegetables factories

伝統的な農業と比べて

compared to traditional agriculture?

１つには、

For one thing,

それら（野菜工場）は野菜の安定した供給ができます

they can provide a stable supply of vegetables,

悪い気象条件のもとでさえ、

even in bad weather conditions.

もう１つには、

For another,

野菜がずっと速く育ちます

vegetables grow much faster

管理された環境のもとで

in a controlled environment.

他の良い点は含みます

Other good points

化学薬品を全く使わないこととよりビタミンがある美味しいことを
おそらく最も良いことは、
都市に住む人々もまた野菜を簡単に育てることができます

include no use of chemicals and good taste with
more vitamins.
Perhaps best of all,
people living in cities can also grow vegetables
easily

これらの工場の中で

in these factories.

残念なことに、

Unfortunately,

野菜工場は依然として１つの問題に直面しています

vegetables factories still face one challenge.

それら（野菜工場）を経営することは沢山のお金を必要とし
ます
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Running them requires a lot of money.

Because of this, these vegetables are expensive

このために、これらの野菜は買うのに高価です

to buy.

出来れば、近い将来、

Hopefully, in the near future,

私たちはこの問題を解決しているでしょう

we will have solved this problem.

③考査問題例（「英語表現Ⅱ」）
３．【ライティング力を問う問題①】夏休みのホームステイ先にあなたの家族を紹介する手紙を送ります。ホスト
マザーの Ms. Thompson 宛てに、６０語程度の英語の手紙を書きなさい。
４．【ライティング力を問う問題②】次の英文には２箇所誤りがある。誤りの箇所を指摘し、訂正しなさい。
I am belonging to the tennis team in my school. At first, I found it difficult even
to return a ball, but as I practiced almost everyday, I improved little by little. Now I
represent our school for interschool matches. I’ve got a lot of friends on my team
and in other schools. I’m glad I joined the tennis team.
④対外模試・外部検定試験データ
１）進研模試
①入学以降の伸び

②学年間比較にみる伸び（過去５年間）

英語平均偏差値推移

平均点偏差値３年９月マーク模試
50.1

50.1

49.1
48.5

48.3
47.4

46.6

46.5

１年次７月記述 ２年次７月記述 ３年次７月記述

２）GTEC for students

346

2012

2013

2014

高校２年終了時の全国平均スコア：４４６点

453.3

１年７月→55 点アップ→１年１２月
→52.3 点アップ→２年１２月

１年次７月

p. 13

１年次１２月

2015

高校１年終了時の全国平均スコア：４０７点

トータルスコア推移

401

2011

２年次１２月

3) 英検（過去４年間の学年別英検２級合格者数推移）
[過去４年間の学年別英検２級合格者数推移］
２年次英検２級合格者数
30

3年次英検２級合格者数
24

25
20
12

15
10

7

5

5
0
2011

2012

2013

2014

40
35
30
25
20
15
10
5
0

38
25
15

16

2012

2013

2014

2015

⑤ 英検対策講座
準１級の講座で用いた資料
Hospital Uniforms in the United Kingdom

解答時間：３分

Until recently, uniforms for hospital workers in the United Kingdom varied widely
among different regions and facilities. Even within the same hospital, staff in one ward
wore different uniforms from fellow staff members in other wards. In 2009, National Health
Service (NHS) officials replaced the more than 250 different uniforms worn in Scottish and
Welsh NHS-run hospitals with a single uniform style. The new uniform comes in blue for
medical staff and green for support staff, with different shades indicating rank. The change
( 1 ) employees and patients. Patients can now instantly recognize medical staff, and
hospital workers report a greater sense of comradeship with their fellow employees.
①was initially resisted by
②has been well received by
③hurt relations between
④has had little effect on
One private hospital in the English city of Nottingham has ( 2 ). Administrators there
decided to introduce a standard staff uniform, with differences only in tiny shoulders
markings to signify areas of responsibility. They hoped these uniforms would have the
same effects as those seen in the Scottish and Welsh hospitals.
①taken a similar approach
②refused to change its policy
③ignored outside advice
④focused much more on variety
As it turned out, many employees in the Nottingham hospital were dissatisfied with the
change. While the variations in the old uniforms may have been confusing to patients,
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many staff members had attached great importance to them. They felt their unique
uniforms had represented the years of training required for their particular profession.
( 3 ), many objected to having to wear uniforms that resembled those of lower-ranking
workers within their profession. If administrators at other hospitals intend to standardize
uniforms, it seems they may have to balance consideration of patients’ needs with respect
for workers’ professional identities.
①Despite this
②In the meantime
③Instead
④Likewise
The 1st paragraph
①何と何を比べているの？
「昔と今」 → Until recently, ～. と In 2009, ～．
②変化を表す動詞は何？
replace A with B「ＡをＢに取り替える」
③何をどう変えたの？

the more than 250 different uniforms worn in Scottish and Welsh NHS-run hospitals
↓
a single uniform style
④ある私立病院で制服を変えたら、患者、病院スタッフの反応はそれぞれどうだった？

Patients can now instantly recognize medical staff,
and
hospital workers report a greater sense of comradeship with their fellow employees.
⑥ 『スモールトーク』による授業改善のイメージ図
Try to speak after listening
Small Talk

Writing
Try to speak after reading

Presentation / Speech / Debate etc.
Knowledge(Grammar/Vocabulary)

→

speak

→

FIX!

takahashi-kenichi@oen.ed.jp
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