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１．はじめに 

 外国語教育の現場では近年、コンピュータを活用した様々な取り組みが行われている。

CALL や E-learning はその代表例であろう。本シリーズ他巻および本書他章でこれらの事

例の一端が紹介されているが、現実には読者が新たに勤務校などで実施しようとしても、

様々な制約や障壁により容易には導入できないことが多い。 

これらの教育事例として、Learning Management System などで提供されるテスティング

機能を利用し、自動採点など学習者への即時フィードバックを行うことや、コミュニケー

ション機能を用いた協同学習、他大学との連携を取り入れた遠隔授業などが行われること

がある。当然のことながらこれらを実施するためには、少なくとも出席人数が収容できる

パソコン教室があり、かつネットワークにつながっていなければならない。しかし現実は

多くの教育機関での全ての外国語教育において、十分なコンピュータ環境を利用できると

いう状況には程遠く、大半の授業はパソコンのない普通教室で実施される。また E-learning

が実施可能な場合でも、システム管理に携わる専門のスタッフが設置されているという教

育機関は非常に少ない。結果、コンピュータに精通している一部の教員らが、自分の担当

するクラスなどで試験的に導入しつつあるのが現状であると言える。 

それでは大多数の外国語教育が行われる普通教室で授業を行う場合、日進月歩で進化し

続けるコンピュータの能力はどのように生かすことが出来るだろうか。一つの例はマルチ

メディアの利用である。仮に受講生全員がパソコンを利用できる CALL 教室のような環境

がなくとも、教室に設置された AV 機器等にパソコンから RGB 入力ができ、欲を言えば

LAN 環境が教室で利用可能になっていて、必要に応じてインターネット上の様々な素材を

利用でき、これらのスライドや映像、音声などを教室設置のプロジェクタやスピーカーか

ら出力できるという状況が整っていれば、使い方次第では学習者の動機付けに劇的な効果

をもたらすことができる可能性がある。 

しかしこれでもまだまだ夢のような環境であると感じる読者も少なくないのではないか。



例えば高校での英語教育にも視野を広げてみるとする。筆者は以前、高校に勤務していた

ため自らの経験からも痛感するのだが、高校では学年全体が同じ教科書を使い、複数の教

員が同じ進度で授業を行うことが一般的であるため、多くの大学の英語授業での状況とは

制約条件が大きく異なる。このようなカリキュラムでは E-learning はもとより、AV 機器や

インターネットを効果的に活用した授業形態でさえも、そう簡単に導入できるようなもの

ではない。せいぜい校内に数教室ある AV 機器の使える部屋で時々、映画などを見せるの

が精一杯の取り組みである。 

このような教育環境は一朝一夕に改善されるものではない。やはり一般の外国語教員は

指をくわえてコンピュータ機器や ICT の発展を眺めるしかないのであろうか。否、教育環

境がどうであれ、コンピュータを活用した教育は実施可能なはずである。 

本稿では筆者が過去約 10 年に渡って取り組んでいる、プリント教材の効率的な作成方法

について紹介する。これはほぼ全ての外国語教員に普及していると言っても過言ではない

パソコン＋プリンタという最低限の設備において、筆者が開発し無料で公開している教材

作成ツール（ソフトウェア）をインストールすることにより、フレーズ・リーディングの

手法を用いた教材を簡単に作成することができる。そしてこの教材は読解・精読を中心と

して扱う授業などで効果的に利用できている。 

一般的にプリント教材の作成といえば、ワープロソフトの利用が想起されるが、ワープ

ロソフトによるプリント教材作成には必ずしも効率的ではない場合がある。筆者が開発し

た教材作成ツールはデータベース・ソフトウェアである FileMaker を用いているが、利用

者にはデータベースに関する知識は全く不必要である。このツールは GUI 環境の簡便な操

作で利用でき、任意の英文を即座に書き込み式の教材にすることができる。 

 

２．フレーズ・リーディング・ワークシートについて 

フレーズ・リーディングとは、英文を意味のまとまりごとに塊として読んでいく練習方

法であり、英語の語順に慣れることや速読の練習を目的として、主にスラッシュで区切ら

れたものが利用される。 

 

Scientists say / they have made more progress / in developing malaria-resistant 

mosquitoes. / The idea is to release / genetically engineered insects / like these / into 

mosquito populations / as a way / to control the disease. /  

 

この学習法は一部の高校・大学用教科書でも時折見かける。しかし多くは教材中に含ま

れる速読練習の素材の一つとして扱われることが多く、フレーズ・リーディングを中心的

な学習法として取り入れている教材はほとんどない印象である。 



筆者は主に英文精読を中心とする授業を担当する際、以下のような形式のプリント教材

（フレーズ・リーディング・ワークシート）を作成し授業時に利用することが多い。これ

は教科書本文などを適当な長さの意味のまとまりごとに区切り、プリントの左半分に縦方

向に並べたものである。 

 

 

図１ フレーズ・リーディング・ワークシートの例 

 

フレーズ・リーディング・ワークシートは上述の教材作成ツールによって出力すること

ができる。このツールは Windows XP 以降および Mac OS X 以降に対応しており、

http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/prw/prw.html から無料でダウンロードして使っていただける

ようになっている。以下、このプリント教材の特徴について説明する。 

教材作成ツールではプリント教材原稿をB5用紙またはA4用紙に出力することができる

ので、できあがった原稿は横方向に 2 枚ずつ並べ、B4 用紙または A3 用紙の両面印刷にな

るようにする。配布したプリントは縦方向に 4 つ折りにすると、各ページの右半分が余白

となるため、ここに予習として授業までに各フレーズの意味を記入させることができる。

学生にしてみれば、英文をスラッシュで区切っただけのプリントではなかなか予習する気

が起こらないようであるが、このプリント教材は予習しやすいと評判である。各フレーズ

には文番号と句番号が自動的に付与されるため、授業中に特定の部分のみを参照させやす

い。ページ下部にはメモ欄があり、各自で重要語句や構文などを記入させることができる。 

もともと筆者はこれらのワークシートを教室での精読学習を効率よく実施するために使

い始めたが、新たなアイデアを取り入れながら使い続ける中で、このプリント教材には様々



な利点があることに気づいた。 

まず、和訳先渡しとのスムーズな連携が可能である。予習前に当該英文の和訳を同時に

配布することで、学習者の予習時の負担が軽減され、さらに授業時には読解以外の様々な

タスクを行う時間を確保しやすくなる。通常、教員用指導書などで入手できる教科書本文

の和訳は英語の語順とは無関係の、きれいでこなれた日本語になっていることが多い。試

験前などに和訳を配布したりすると、一部の学生はそれを丸暗記して試験に臨む場合があ

る。そこで予習前の段階で和訳も一緒に配布し、これを参考にしながらプリントにフレー

ズごとの意味を書かせるようにすると、和訳丸暗記ではなく英語の語順に即したフレーズ

を和訳していく経験を積み重ねさせることができる。この方法で予習させると最初は違和

感があるようだが、次第に慣れてくるため予習も短時間で済むようになる。英語が苦手な

学生など、予習を定着させること自体に失敗することも多いようだが、筆者の印象では従

来の方法と比較した場合、予習せずに教室に現れる学生の数は激減したように感じられる。 

 また、プリントの形式がフレーズを縦方向に配置するという形式であるため、スラッシ

ュで区切って提示する場合と比べると、直読直解へと導きやすいように思われる。つまり

英文を後戻りしながら読むには、このプリントでは下から上へと進むことになる。きちん

と検証できているわけではないが、このプリントでの読解練習を積み重ねることで結果的

に読解速度も向上するのではないだろうか。 

 授業前の教員側の教材研究として、プリント上に埋めるべき各フレーズの和訳を教材作

成ツールに入力しておくと、一層活用の幅を広げることができる。たとえば予習させた内

容を授業開始時などに短時間で確認させたい場合、図２のようなプリントを配布すると便

利である。これは各フレーズの和訳もそれぞれの横に並べ、行間を狭くしたものである。

これを配布し、各学生にチェックさせている間に机間巡視をすると、予習時の疑問点など

も個別に答えることができ、予習をしていない学生を記録することも可能である。 

 また図３のように、逆にこの和訳部分だけを教材プリント上に並べたものを出力するこ

ともできる。この場合は縦 4 つ折りにした際の空所には各フレーズの英文を教科書から書

き写させることになる。従来型の精読中心の授業などで予習を行わせる際の作業として、

教科書本文を行間を空けてノートに書き写させ、その間や前後などに和訳を書かせるとい

う方法が行われることがあるが、これはただ書き写すだけになってしまうことが多い。無

味乾燥な単純作業であるだけに、これを嫌って予習さえも行わないという学生も少なくな

いことであろう。その点、このプリント教材を使えばただ書き写すだけではなく、きちん

と日本語のフレーズの意味を考えながら、それに相当する英語のフレーズがどこまで続く

かを判断しながら書き写すことができるため、使い方次第では英作文への連携さえも可能

になると思われる。 



   

図２ 解答例プリント（メモ欄なし） 図３ 和訳部分を並べたもの 

 

 教材作成ツールは他にも様々な形式のプリント原稿を作成することができる。図４は和

訳させる部分と英訳させる部分（教科書から英文を書き写させる部分）を交互に並べたも

のである。図５は図１の形式の予習の負担をさらに軽減するため、学生のレベルから見て

簡単であると思われる箇所に、あらかじめ和訳を入れたものである。 

 

   

図４ 部分消去型        図５ 部分消去型 



 以上のように英語フレーズを左または右に配置する形式を「縦方向」と呼んでいるが、

これ以外にも「階段式」「クローズテスト型」機能も設けてある。図６は「階段式」で各フ

レーズを提示したものであり、英文内の修飾関係をわかりやすく示すことができる。この

ように予習プリントとして利用してもよいし、図７のように和訳も出力することで、図２

のプリントの代わりとなる教材にしてもよい。 

 

   

図６ 階段式 予習用     図７ 階段式 解答例 

 

 紙数の都合上、クローズテスト型についてはサンプル提示を差し控えるが、図１のよう

な形式であり、n 語間隔で単語を(     ) に置き換えたものを作成することもできる。また

任意の語句を抜き取り対象とすることもできるため、音声を聞きながら、あるいは和訳を

参照しながら埋めさせるという練習も可能である。 

 「縦方向」配置のプリントの場合、上述の通り縦 4 つ折りにしてから利用することにな

るため、授業時や復習時など、4 つ折りにしたままで英語から日本語を、日本語から英語

を再現させるなどの練習も可能である。また、授業時などに教科書本文を録音したものを

利用することがあるが、従来のように英文を見ながら聴くだけでなく、4 つ折りしたプリ

ントの日本語の部分だけを見ながら聴いて追いかけさせるようにすると、単なる錯覚であ

るが、英文がゆっくり聞こえると言う学生もいるようである。この練習方法は英語のフレ

ーズ順で並べた日本語訳があるからこそ可能な練習方法であるといえる。 

 クラスサイズを小さくすることや習熟度別クラス編成を行うことで解決できる場合もあ

るが、教室内の学力格差は教える側にとっても学ぶ側にとっても不幸なことである。この



ような場合、教員はたとえば平均的なレベルの学生の能力に合わせた授業を行うが、よく

できるためにその内容では時間を持て余してしまうという学生や、一方でその内容にも全

くついてこれないという学生が、必ず教室内にいるものである。そこで、このプリントを

縦 4 つ折りで利用し、英語が苦手な学生には「英語を見ながら日本語を思い出す」、英語が

得意な学生には「日本語を見ながら英語を考える」、さらによくできる学生がいる場合は「日

本語を見ながら別の紙に英語を書く」「日本語を見ながら別の英語表現を考える」など、習

熟度に応じた異なるタスクを同時進行で学習させることができる。 

 加えて、元となる英文素材が概ね 350 語程度であれば、フレーズ分割位置や行間幅など

を工夫することで B4 または A3 用紙の両面 1 枚に収めることができる。このプリントを常

に持ち歩き、隙間時間などで縦 4 つ折りによる練習を行うよう指導すると効果的であろう。

非常に軽いプリント 1 枚で何度でも練習ができるという意味において、筆者はこれを「究

極のユビキタス学習ツール」と冗談半分で説明している。しかし定期試験後などに学生に

聞くと、このプリントだけで試験前の対策が十分できたと言う者も少なくない。試験前に

和訳を丸暗記するような学習よりも、こちらの方がはるかに有益であることは言うまでも

ないであろう。また、教科書本文を利用したプリント教材を配布することから、教科書の

行間などに小さい字で和訳を書き込むといった学習を行う者はほとんどいなくなる。プリ

ントで繰り返し学習を行ってから、最後にきれいなままで残った教科書のみで理解できる

かを確認させると良いであろう。 

ところで、直読直解の練習を行う際の目標は、学生自らがスラッシュを入れるなどの形

で前から順に読めるようになることである、というコメントが寄せられたことがある。当

然のことである。しかしこれを実現するための近道は、やはり教員の手によって予め区切

られた教材プリントをじっくり観察することではないだろうか。つまり意味のまとまりと

なる単位がどのようなものであるかを繰り返し観察させ、また右側に和訳を書いたり、２

つ折りにして意味を考えたりさせるなどの練習を積み重ねることで、次第に学生自身も初

見の英文であっても意味のまとまりごとに前から順に、つまり後戻りをせずに読めるよう

になっていくのではないかと筆者は考えている。 

  

３．教材作成ツールについて 

 教材作成ツールは 2004 年度に初公開後、随時アップデートや大幅な改訂等を行っており、

本稿執筆時の最新版は 2008 年 6月に公開したものである。図８はその起動画面である。プ

リント原稿のヘッダ部分の左右に入れる任意の文字列を指定し、教材化したい英文素材を

下の枠内に貼り付ける。 

 フレーズごとに分割する作業は画面下の「簡易フレーズ分割」または「確率モデル併用 

フレーズ分割」を使うと便利である。前者は一般的にフレーズの先頭に来る傾向が強い 50



語（筆者の観察による）の直前で改行を入れるという単純なものである。一方、後者を利

用するにはインターネット接続が必要であるが、言語処理技術を活用して用意された分割

モデルに基づき、英文を自動的に分割することができる。いずれの場合でも後で手修正を

行うこともできる。 

 

 

図８ 教材作成ツール 起動画面 

 

 図２のように各フレーズの和訳を入れたプリント教材を作成するには、右側にある「2

列データエディタで編集する」をクリックし、表示された画面内に書き込んでいく。（図９）

この画面上でもフレーズの再分割や語句の移動など、軽微な修正を行うことができる。 

 

 



図９ ２列データエディタ 

 

「縦方向」形式で教材を作成する場合の様々な設定は図 10のような画面で行う。ここで

は用紙サイズ、プリント上に表示する項目、英文フォントサイズ、左右のフレーズの配置

場所、部分消去型の利用、メモ欄、行間隔を選ぶことができる。紙面の都合から割愛せざ

るを得ないが、「階段式」や「クローズテスト型」の場合でも同様に様々な設定を行うこと

ができ、それぞれ違った形式で出力される。このように一度入力したデータを元に様々な

レイアウトに当てはめて教材原稿を加工することはデータベース・ソフトウェアの機能を

生かしたものであり、同様の作業をワープロソフトで行うことはかなり困難である。 

 

 
図 10 「縦方向」プリントの各種設定 

 

 図６・図７のような「階段式」のプリントを作成するには、各フレーズの階層構造を予

め指定しておく必要がある。この手順は完全に手動で行わなければならないのが残念であ

るが、教員の目で判断しながら同格となっている箇所や、等位接続などの箇所をわかりや

すく示すことが可能である。階層指定の具体例を図 11 に示す。 



 
図 11 「階段式」の階層設定 

 

４． おわりに 

ビジネス用途で利用されるデータベース・ソフトウェアを教材作成に応用する研究はこ

れまでまだあまり行われていないが、パソコン＋プリンタという最小限の設備によって効

率的な教材作成を行う際に極めて有効であると筆者は考えている。E-learning や CALL の

ような派手さはないが、教材作成における教師の負担軽減や外国語教育の改善において、

データベース・ソフトウェアの応用可能性の研究により様々な貢献が可能であるものと思

われる。 

  

本研究および教材作成ツールの開発は平成 18 年度～平成 20 年度文部科学省科学研究補

助金（若手研究(B)）により実施した。本稿中で利用したサンプル英文の出典は次のとおり。 

http://www.voanews.com/specialenglish/archive/2007-07/2007-07-01-voa2.cfm 
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