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1. はじめに
近年、グローバル化が進展していることに伴い、以前よりも外国人とコ
ミュニケーションを取る機会が増加している。また、インターネットが普
及したことにより、日本国内からでも容易に世界中の人々と繋がることが
できる。このように、世界中の人々と簡単にコミュニケーションを取るこ
とができる現代において、英語は事実上の世界共通語として多くの分野で
その地位を確立している（Hyland, 2016）
。その一方で、日本人の英語力の
低さが問題視されることが多く、
「日本人はなぜ英語ができないのか」とい
う議論が長年に渡って行われている（八島 , 2003）
。
これらのことを考慮した上で、文部科学省（2010）は日本における英語
教育の方針を、以下のように示している。
「聞くこと」
、
「話すこと」
、
「読むこと」及び「書くこと」の 4 技能の総
合的な指導を通して、これらの 4 技能を統合的に活用できるコミュニ
ケーション能力を育成するとともに、その基礎となる文法をコミュニ
ケーションを支えるものとしてとらえ、文法指導を言語活動と一体的
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に行うよう改善を図る。
（p. 4）
ここに記されているように、従来のような文法訳読式を主体とした伝統
的教授法から脱却し、コミュニケーションを重視した指導法への転換が望
まれている。その一方で、文法指導の必要性を考慮した上で、言語活動と
文法指導を一体的に行うことが求められている。
コミュニケーションの場面で正しく文法項目を使用するためには、文法
項目の形式・意味・機能の 3 要素（Larsen-Freeman, 2001）を指導すること
が必要とされている。文法項目の形式とは、形式及び構造がどのように作
られているのか、また、どのような音声体系を持つのかなどを表す。また、
意味はその形式で何を伝えたいのかを表し、機能は、いつ・なぜその文法
項目が使われるのかということを表す。伝統的教授法では、形式・意味に
焦点が当てられる傾向が強く、機能については指導されないことが多い。
したがって、文部科学省（2010）が示すような指導を行うためには、目標
文法項目の 3 要素を習得させることができる新しい指導を行わなければな
らない。
文法項目の 3 要素である形式・意味・機能を習得させるための指導法と
して、Focus on Form が挙げられる。Long and Robinson (2011) によると、

Focus on Form とはコミュニケーションを主体とした授業において、学習者
の注意を一時的に形式に向けさせる指導法を言う。これは、コミュニケー
ション能力の育成を行いながら、同時に文法指導を行うことを目指した指
導法である。したがって、文部科学省（2010）が示している、言語活動と
文法指導を一体的に行うことができる指導法として、日本の英語教育でも
活用されることが期待できる。しかしながら、Focus on Form を行うために
は、コミュニケーションが授業の主体でなければならない。したがって、
現在日本で行われている一般的な英語教育の現状を踏まえると、Focus on

Form をそのまま活用することが必ずしも効果的であるとは言えない。
以上のことを踏まえ本研究では、Focus on Form を日本の英語教育に応用
させた指導法を考案し、その効果の検証を行う。またコミュニケーション
能力の育成を考慮に入れた上で、目標文法項目の機能の習得に焦点を当て
て効果の検証を行う。
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2. 先行研究
ここではまず、本研究の目標文法項目である関係代名詞を扱った研究を
概観する。その後、コミュニケーションを通して文法指導を行うための効
果的な指導法である、Focus on Form を用いて行われた研究を扱う。

2.1. 関係代名詞
日本で一般的に使用されている高等学校英語科検定教科書では、単元ご
とに目標文法項目が設けられている場合が多い。またこれらの文法項目は、
日本人英語学習者にとって難易度の低い項目から高い項目まで様々である。
その中でも関係代名詞は、日本人英語学習者にとって難易度の高い文法項
目として知られている。そこでまず、関係代名詞を対象として行われた研
究を取り上げる。

2.1.1. 日本人英語学習者における関係代名詞の習熟度
橋本（2015）は、大学1年生を対象に全110にも及ぶ文法項目の難易度を調
査した。調査対象となった文法項目は、
『中学校学習指導要領解説』
（2008）
及び、
『高等学校学習指導要領解説』
（2010）に、指導すべき文法項目とし
て記載されているものである。調査の結果、主格の関係代名詞 that を問う
問題の正答率が 53.33% であり、全体の平均である 72.79% を大きく下回る
結果となった。
また、Kamimura (2016) は高校 1 年生及び大学 1 年生を対象に、様々な文
法項目の習熟度を調査した。その際、正答率 80% を習熟度の基準とした。
その結果、目的格の関係代名詞における正答率が、高校 1 年生では 23.33%、
大学 1 年生では 65.00% であった。以上の結果は、日本人英語学習者におけ
る関係代名詞の習熟度は不十分であることを示している。

2.1.2. 関係代名詞の分類
日本人英語学習者における関係代名詞の習熟度が不十分であることが示
された一方で、Yule (1998) は文中における関係詞節の位置によっても難易
度が異なるとしている。表 1 は、主格と目的格の分類に加え、先行詞が文
中で果たす役割を考慮して関係代名詞を分類したものである。
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表 1. 関係代名詞の分類と例文（p. 246 参照）

Relative clause in ﬁnal position
O-S

I met a man who has a small cat.

O-O

I also met the woman that he wants to marry.

Relative clause in medial position
S-S

The man who has the small cat likes the woman.

S-O

The woman that the man likes has a large dog.

表 1 ではまず、先行詞が文中で果たす役割に応じて主語（S）及び目的語
（O）に分類している。例えば、I met a man who has a small cat. では a man
が文中では目的語であるため、この先行詞は O に分類される。さらに、関
係代名詞を主格（S）及び目的格（O）の 2 種類に分類している。上記の例文
では関係代名詞 who が主格であるため、S に分類される。したがって、こ
の例文で用いられている関係代名詞は O-S となる。
本研究では以上の分類方法に従い、主格と目的格の分類に加え、先行詞
が文中で果たす役割を考慮に入れた上で指導法の効果の検証を行う。

2.2. Focus on Form
Focus on Form は、コミュニケーションを主体とした授業において、学習
者の注意を一時的に形式に向けさせる指導法である。つまり、文法だけを
指導するものとは異なり、コミュニケーション活動と文法指導を効果的に
組み合わせた指導法のことを言う。これは特定の手法を表すものではない
ため、様々な指導技術が Focus on Form として活用できる。そこで、本節
では Focus on Form を用いて行われた実証研究を取り上げる。

2.2.1. “Corrective recast” を用いた研究
Doughty and Varela (2011) は、アメリカで英語を学ぶ 11 歳から 14 歳の
ESL (English as a Second Language) 学習者を参加者とし、Focus on Form の
効果の検証を行った。また、目標文法項目は過去形と過去条件節に設定さ
れた。この実験では、Doughty and Varela が recast を応用して独自に考案
した “corrective recast” と呼ばれる指導法が用いられた。Recast とは、学習
者の発話の中に誤りがあった場合に、会話の流れを中断させることなく、
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教師が正しい形式に言い直す手法のことを言う。そしてこの実験で用いら
れた “corrective recast” は、教師が正しい形式に言い直す前に、イントネー
ションを上げて学習者の発話を繰り返す手法である。そうすることで、学
習者の注意をより形式に向けさせることができるため、効果的に誤りを訂
正することができる。以下に “corrective recast” の具体例を示す。なお、下
記の例文の José は学習者を表す。

José: I think that the worm will go under the soil.
Teacher: I think that the worm will go under the soil?
José: (no response)
Teacher: I thought that the worm would go under the soil.
José: I thought that the worm would go under the soil. (p. 124)
この実験では、実験群と統制群が設けられた。指導の効果を口頭面接に
よって調査した結果、“corrective recast” が行われた実験群では有意な伸び
が見られたが、統制群では有意な伸びが見られなかった。
以上の結果は、過去形と過去条件節を指導する際には、Focus on Form を
用いることが効果的であることを示している。その一方で、実験の参加者
にとって、過去形と過去条件節は難易度が高い文法項目なのか、それとも
低い文法項目なのかは不明である。したがって、日本人英語学習者に難易
度の高い関係代名詞を指導する際には、“corrective recast” をそのまま応用
するのは望ましくないと思われる。そのため、次節では参加者にとって難
しい文法項目を扱った実験を取り上げる。

2.2.2. Input enhancement を用いた研究
Input enhancement とは、目標文法項目を太字や斜体にしたり、文字を大
きくすることで学習者の注意を形式に向けさせる手法である。White (2011)
はこの手法を用い、カナダのケベック州で英語を学習する、フランス語を
母語とする学習者を参加者として実験を行った。目標文法項目は所有限定
詞（his, her など）であり、フランス語を母語とする学習者には難易度が高
いことで知られている。
この実験では、3 つのグループが設けられた。1 つ目のグループ（E+）に
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は、input enhancement を取り入れた指導に加え、50 時間の “book program”
が課せられた。そこでは毎週、所有限定詞を含む物語を読む活動や聞く活
動が行われた。2 つ目のグループ（E）には、input enhancement が取り入れ
られた指導が与えられた。そして 3 つ目のグループ（U）は、他のグループ
と内容は同一であるものの、input enhancement がされていない指導を受け
た。
指導の効果を検証した結果、正確さにおいて 3 つのグループで一定の伸
びが見られた一方で、グループ間で得点の有意差が生じなかった。つまり、

input enhancement を受けた 2 つのグループ（E+, E）においても、そうでな
いグループ（U）と同程度の得点の伸びしか見られなかった。したがってこ
の実験では、input enhancement の指導の効果を実証することができなかっ
た。これを受け White (2011) は、母語と異なる規則があり、さらにインプッ
トからその違いを明らかにするのが難しい文法項目に関しては、より明示
的な指導を通して母語との比較を示すことが必要であるとしている。この
結果は、日本人英語学習者に関係代名詞を指導する際には、明示的な指導
が必要であることを示唆している。したがって本研究では、Focus on Form
だけを用いるのではなく、明示的指導と組み合わせた指導法を考案する。

3. 研究目的
本研究の目的は、Focus on Form と明示的指導を組み合わせ、関係代名詞
を指導した際の効果の検証を行うことである。特に、コミュニケーション
能力の育成を考慮に入れ、3 要素の中の機能に焦点を当てて調査を行う。
大井・上村・佐野（2011）によると、関係代名詞は以下に示すような定
義文の形で使用される。
定義文＝カテゴリー＋関係代名詞＋特徴
ここで示されている「カテゴリー」とは、定義したいものが属している
分野のことを表す。また、
「特徴」は、
「カテゴリー」に属す他の物と区別
される特徴を表している。例として、以下に「おにぎり」を説明する定義
文を示す。

142

明示的指導と Focus on Form を組み合わせた指導の効果

Onigiri is a Japanese food which is made with rice rolled into a ball and
covered with seaweed. (p. 52)
この例では、a Japanese food が「カテゴリー」に属し、which is made with

rice rolled into ball and covered with seaweed. が「関係代名詞＋特徴」に該
当する。以上を参考にし、本研究では関係代名詞の機能を、
「定義文を用い
て、説明や紹介をすること」と定義する。
また、関係代名詞が定義文として用いられた場合、先行詞は文中において
補語（C）となる。したがって、本研究では 2.1.2. で示した分類方法に従い、
先行詞が補語で主格の関係代名詞が用いられた場合（C-S）と、先行詞が補
語で目的格の関係代名詞が用いられた場合（C-O）を分析の対象とする。

4. 調査方法
4.1. 参加者
本研究の参加者は、日本の 4 年制私立大学に通う大学 1 年生 22 名（男性

7 名、女性 15 名）である。入学時に受験した TOEIC® の平均点は 414 点で
あり、最大が 430 点、最小が 400 点であった。

4.2. 自由英作文テスト
本研究では、
「定義文を用いて、説明や紹介をすること」という関係代名
詞の機能の習得を調査するため、事前及び事後テストとして自由英作文テ
ストを行なった 1。自由英作文テストに先立ち、参加者はそれぞれ都道府県
を 1 つ選び、その土地について調査を行った。そして調べたことに基づき、
その土地を紹介する文を 35 分間で書いた。また、テストに際し教師は、関
係代名詞を使用するよう指示はせず、その土地の有名な人と物をそれぞれ

2 つ以上書くよう指示を与えた。

5. 指導手順
本研究は、Focus on Form と明示的指導を組み合わせ、関係代名詞を指導
した際の効果の検証を行うことを目的としている。そこで、Focus on Form
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と明示的指導を組み合わせたアプローチとして、髙島（2013）によって提唱
された「フォーカス・オン・フォーム」アプローチに基づいて指導法の考
案を行った。図 1 は、
「フォーカス・オン・フォーム」アプローチのイメー
ジを表した図である。
図 1.「フォーカス・オン・フォーム」アプローチのイメージ図（髙島 , 2013, p. 11）

図 1 は、文法説明とプラクティスで、フォーカス・オン・フォーム活動
（以下、FonF 活動）を挟み込むことをイメージして描かれたものである。文
法説明とプラクティスは、主に形式と意味を指導することに焦点を置いて
いる。そして FonF 活動は、形式に焦点を当てた活動から、機能に応じた自
由なコミュニケーションが行われる活動までの広い意味を表し、3 要素を習
得させるためには不可欠である。本研究では、この FonF 活動を controlled

activity、directed activity、guided activity に 3 分割して指導を行うことで、
活動の自由度が制限された controlled activity から、自由なコミュニケーショ
ンが行われる guided activity まで、参加者が段階的に移行していけるよう工
夫をした。本研究で行われた指導の流れは、以下に示す通りである。
oral introduction ＋文法説明＋プラクティス＋ FonF 活動＋フィードバック

本研究は、関係代名詞の機能がどの程度習得できたのかを調査すること
に重きを置いている。そこで以下では、関係代名詞の機能を習得させるた
めに不可欠である FonF 活動について、具体的に示していく。
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5.1. Controlled activity
本研究で行った controlled activity は、
「日本を英語で表現しよう」という
コンテクストを設けた上で問題を作成した。したがって、形式と意味の習
得に焦点を置いた一般的な問題とは異なり、関係代名詞の機能が参加者に
理解されやすくなっている。以下に、実際に controlled activity として扱っ
た問題の中からいくつかの例を示す。
1. 正しい関係代名詞を入れなさい。ただし、that は使用しないこと。
) I saw in Shinjuku was Takeshi Kitano.
（1）The man (
) hold food between them when
（2）Chopsticks (hashi) are two sticks (
we eat.
2. ( ) に当てはまる語句を語群から選びなさい。また [ ] 内には that 以外の
適する関係代名詞を入れなさい。
（1）A (

) is a young girl [

] entertains guests of a banquet with a

dance.
（2）(

) is a series of gymnastic exercises [
] some people do in a
park or an open space in early mornings with the sound from radio.

語群
・judo
・tengu
・karaoke

・idol
・Sumo
・a cappella

・hesokuri
・Radio Taiso
・enka

・kimigayo
・monster parent
・maiko

3. 正しい語順に並べ替えなさい。
（1）琵琶は、奈良時代にインドやペルシアから伝わった弦楽器だ。

[introduced / was / the Nara Period / a stringed instrument / during / is /
Biwa / which / from / India or Persia / is].
（2）食べたい寿司が回転していないときは、注文することもできる。
[want / going / you / a sushi / is / which / if / eat / not / to / around], you can
order what you want.

Controlled activity で扱った問題は、全 14 問中 10 問の解答が定義文の形
（先行詞が C となる形）になるようにできているため、関係代名詞の機能
の習得が促される。また、主格と目的格の関係代名詞が均等に使用される
よう工夫することで、関係代名詞の形式もバランスよく習得されるように
なっている。これにより、やや自由度を高めた directed activity に無理なく
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移行することができるようになる。

5.2. Directed activity
Directed activity では、関係代名詞を用いて、人物と物をそれぞれ 2 つ説
明する文を書かせた。さらに、主格と目的格の両方を使用するよう指示を
与え、それぞれの上に主格・目的格を明記させた。これにより、関係代名
詞の形式を意識した上で作文ができるようになっている。また、説明文を
書くというコンテクストに合わせて定義文を用いた文を作成させることで、
関係代名詞の機能の習得が促されるようにした。以下に、directed activity
として実際に用いた問題の例を示す。
以下の人物・物を、that 以外の関係代名詞を使って説明しなさい。その際、
全てのものに必ず主格・目的格の両方を使うこと。また、関係代名詞の上
に主格・目的格を記入しなさい。

Kitano Takeshi is
.
Sushi is
.

Directed activity は、関係代名詞を使用するように指示を与えてはいる
が、参加者が自由に文を作成できる点で controlled activity よりも自由度が高
い。また、学習者が作成した文には必要に応じてフィードバックが与えら
れたため、自らが作成した文が正確であったのかを確かめる、すなわち仮
説検証をすることができる。仮説検証は、学習者が理解した内容を内在化
（intake）し、コミュニケーションで使用できるようになるためには必要な
ステップである。したがって、directed activity を行うことで、次の guided

activity がより効果的なものになる。
5.3. Guided activity
Guided activity では、東京オリンピックの開会式を考えるという文脈を
設け、コミュニケーション活動を行った。このコミュニケーション活動に
おいては、関係代名詞を使用することを指示していない。しかし、例文と
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して関係代名詞を用いた文を提示した。コミュニケーション活動の流れは、
以下に示す通りである。
（1）開会式に相応しいと思う候補者を 1 人（グループ）選び、その理
由を考える。
（2）ペアで話し合い意見をまとめる。
（3）日本を代表するもの（こと）を選び、その理由を考える。
（4）ペアで話し合い意見をまとめる。
（5）グループで話し合い意見をまとめる。
まず（1）において、教師は東京オリンピックの開会式に相応しい人物（グ
ループ）として、図 2 に示すように語群を与えた。そして参加者は、与え
られた語群を参考にして 1 人（グループ）を選出し、その理由を英語で考
えた。例えば、I chose Matsuko DX for the opening ceremony of the Tokyo

Olympics because he is the person who we can see in many Japanese TV shows
nowadays. のように、候補者を選んだ理由を考えることで、関係代名詞が
使用されることが期待される。
（2）ではペアになり、それぞれが決めた候
補者とその理由を英語で説明し合い、1 人（グループ）の候補者に絞り込ん
だ。同様に（3）においても、図 3 に示すような日本を代表するもの（こと）
図 2. 候補者の語群
・Hayao Miyazaki
・AKB48
・Yuzuru Hanyu
・Matsuko DX
・Kyary Pamyu Pamyu
・ARASHI

・Takeshi Kitano
・Keisuke Honda
・Ichiro Suzuki
・Naomi Watanabe
・XJAPAN
・Yuzu

・Ken Watanabe
・Kei Nishikori
・Kosuke Kitajima
・Saori Yoshida
・Kohei Uchimura
・Egashira2:50
・Miku Hatsune
・Ryuichi Sakamoto
・Mr.Children
・SMAP
・DREAMS COME TRUE
etc.

図 3. 日本を代表するもの（こと）の語群
・yukata
・Mario
・namahage
・hachimaki
・Ghibri

・sensu
・shishimai
・syakuhachi
・fundoshi
・geta

・Kumi Taiso
・taiko
・kabuki
・Totoro
・syamisen

・karaoke
・Kimigayo
・Radio Taisou
・Pikachu
・nihonto

・haiku
・sakura
・kappa
・Soran Bushi
・Mt. Fuji

・enka
・sushi
・tengu
・Bon Odori

etc.
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における語群が与えられた。ここでも参加者は、1 つのもの（こと）を選出
し、その理由を英語で考えた。ここでは上記の例文と同様に、I chose yukata

for the opening ceremony of the Tokyo Olympics because it is the traditional
clothing which Japanese people wear especially in summer. などの英文が使用
されることが期待できる。また、
（4）においてもペアで話し合いをすること
で、1 つのもの（こと）を確定させた。そして（5）では、グループでの話し
合いを設け、1 人の候補者と 1 つのもの（こと）を決定した。グループワー
クを活動の最後に行ったため、事前に考えた内容を基に、活発にコミュニ
ケーションが行われた。特に、ペアで考えた意見に基づき話し合いを行う
ことで、より発言がし易くなるように工夫された。そして、以上の活動の
最後にはグループごとに発表をし、必要に応じて教師がフィードバックと
して文法説明を加えた。

6. 結果・考察
ここからは、自由英作文テストの結果を基に指導法の効果の検証を行う。
指導法の効果の検証にあたっては、量的分析と質的分析の両方を行う。量
的分析では、自由英作文テストにおいて参加者が用いた定義文の数に基づ
き分析をする。また、その結果を基に、質的分析では具体例を示してさら
に詳しく分析する。なお、本研究では関係代名詞の機能の習得を調査する
ため、それと直接関係のない誤りは分析の対象としていない。

6.1. 量的分析
本研究は、
「定義文を用いて、説明や紹介をすること」という関係代名詞
の機能の習得を調査することを目的としている。したがって、自由英作文
テストで参加者が用いた定義文において、その頻度と正確さの 2 つについ
て調査を行った。頻度の変化を調査するに当たり、定義文の使用数の比較
を行った。また正確さの調査においては、正確に使用された定義文の数を
比較した。以下に、それぞれの結果を示す。

6.1.1. 定義文の頻度における比較
まず、事前テストと事後テストにおける定義文の頻度の変化を調査する
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ために、定義文の使用数について対応あり t 検定を行った。表 2 は記述統計
量を、図 4 は平均の推移を表している。また、対応あり t 検定の結果は表 3
に示している。
まず、表 2 及び図 4 で示されているように、事後テストにおいて標準偏
差に増加が見られるものの、定義文の使用数の平均は大幅に増加している
ことがわかる。これは、事後テストにおける定義文の使用数にばらつきは
あるが、全体として増加が見られたことを表している。また、表 3 にある
ように t (21) = 6.026, p < .001, 95%CI [1.548, 3.179] で、事前テストと事後
テストとの間に有意差が生じた。さらに効果量（Cohen’s d）を算出した結
果、d = 1.64 で大であった。以上の結果から、事前テストから事後テストに
かけて、定義文の使用数に有意な増加が見られたことがわかる。これは、
参加者が関係代名詞の機能を理解し、紹介文の中で積極的に定義文の使用
を試みたことの表れであると考えられる。したがって、本研究で考案した
指導法は、日本人英語学習者に関係代名詞の機能を理解させる上で効果的
であると言うことができる。
表 2. 定義文の使用数における記述統計量
定義文
事前テスト
平均

0.23

事後テスト

標準偏差

95% CI

0.528

[-0.007, 0.462]

平均

2.59

標準偏差

95% CI

1.968

[1.718, 3.463]

図 4. 定義文の使用数における平均の推移
平均の推移
3

2.59

2.5

定
義 2
文
の 1.5
使
用 1
数
0.5
0

平均

0.23
事前テスト

事後テスト
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表 3. 定義文の使用数における対応あり t 検定の結果
対応サンプルの差
平均値 標準偏差

C 事後− C 事前 2.364

1.840

t

df

有意確率
（両側）

6.026

21

.000

平均値の 差の 95% 信頼区間
標準誤差 下限
上限

.392

1.548

3.179

しかしながら、定義文の使用数が増えただけでは、関係代名詞の機能が
習得されたと結論づけることはできない。つまり、それが正確に使用され
ていることを示す必要がある。したがって次項では、参加者が使用した定
義文の中から、正確に使用されたものだけを対象として比較を行う。

6.1.2. 定義文の正確さにおける比較
ここでは、自由英作文テストにおいて参加者が使用した定義文の中から、
正確に使用されたもののみを対象として比較を行う。表 4 は記述統計量、
図 5 は平均の推移、そして表 5 は対応あり t 検定の結果を示している。
表 4. 正確に使用された定義文の数における記述統計量
定義文
事前テスト

事後テスト

平均

標準偏差

95% CI

平均

標準偏差

95% CI

0.18

0.395

[0.01, 0.36]

2.5

2.041

[1.59, 3.41]

図 5. 正確に使用された定義文の数における平均の推移
平均の推移
3
2.5

2.5

正
確
に 2
使
用 1.5
さ
れ 1
た
数 0.5

平均

0.18
0
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表 5. 正確に使用された定義文の数における対応あり t 検定の結果
対応サンプルの差
平均値 標準偏差

C 事後− C 事前 2.318

1.887

平均値の 差の 95% 信頼区間
標準誤差 下限
上限

.402

1.482

3.155

t

df

有意確率
（両側）

5.762

21

.000

まず、表 4 及び図 5 から、正確に使用された定義文の数が大幅に増加し
たことがわかる。一方で、事後テストにおいて標準偏差が増加したことか
ら、定義文を誤って使用した参加者がいることが窺える。また表 5 にある
ように、t (21) = 5.762, p < .001, 95%CI [1.482, 3.155] で事前テストと事後
テストの間で有意差が生じたことがわかる。さらに、効果量を算出した結
果、d = 1.58 で大であった。これらの結果から、参加者が定義文を正確に
使用できるようになったことが示された。
以上の 6.1.1. 及び 6.1.2. の結果から、本研究で考案した指導法は、関係代
名詞の機能を習得させる上で効果的であることを表している。この結果を
基に、次節において、具体例を示してさらに分析を行う。

6.2. 質的分析
ここでは、量的分析から得られた結果に基づき、定義文の使用数が大幅
に増加した参加者 A と参加者 B のサンプルを示す。なお、定義文には筆者に
より色づけがされている。また、その後ろには関係代名詞の分類（2.1.2. 及
び 3. を参照）を示している。
参加者 A による事前テストのサンプル

I’m going to talk about Fukuoka Prefecture.
First, I produce you about famous people who are from Fukuoka. Tamori
is one of the most famous person in Fukuoka. He is a popular personaity in
Japanese TV. Also, Takeda Tetsuya is famous person in Fukuoka, too. He is an
acter representing Japan.
Second, I produce you about famous place in Fukuoka. I think one of the
most famous place in Fukuoka is Dazaifu-Tenmangu. It is praied for Sugawara
Michizane. It is god of study. About 8,000,000 people visit there every yera. Also,
I think yatai in Fukuoka are famous in Japan. Fukuoka famous for Hakata ra-men
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and Hakata Udon. Therefore, there is a lot of yatai which sell its. It is sait there are
40% yatai in Japan. If you go there, you can eat many Fukuoka’s famous food.
参加者 A による事後テストのサンプル

Fukuoka is located in the Kyushu district. The population in about 5 milion
people. There are many famous people and famous food in Fukuoka.
First, we can see famous people who are from Fukuoka in TV. For example,
ﬁrst person is Tamori. His real name is Kazuyuki Morita. He’s from Fukuoka-shi
in Fukuoka.
Also, (1) he is a person who almost all Japanese know as a famous MC. [who/
CO] (2)「Waratteiitomo」was a TV program which broadcast by Fuji TV. [which/
CS] Second person is Tetsuya Takeda. He’s from Hakata-ku in Fukuoka. (3) He is a
famous actor who appear on a lot of Japanese movies and dramas. [who/CS] (4) He
is also a singer who took part in Kohaku uta gassen. [who/CS]
Second, we know a lot of things in Fukuoka. For example, the most famous
food in Fukuoka is Hakata ramen.

(5)

It is the most popular food which is eaten

by many people in Fukuoka. [which/CS]

(6)

It is food which we can eat in Yatai

in Fukuoka. [which/CO] In fact, Fukuoka has many Yatai. It is said that there
are 40% Yatai in Japan. Next, the most famous structure in Fukuoka is DazaifuTenmangu. It is the shrine in Dazaihu-shi in Fukuoka.
deify Sugawarano Michinaga. [which/CS] Also,

(8)

(7)

It is the shrine which

it is the most famous shrine in

Fukuoka which a lot of people visit at New Years Day. [which/CO]
In conclusion, Fukuoka has many famous people and famous things.
Therefore, we can enjoy very much, if we go there.

参加者 A は、事前テストにおいて定義文を 1 度も使用しなかった。一方
で、事後テストにおいては、以下に示す 8 つの定義文を使用した。
（1）he is a person who almost all Japanese know as a famous MC.
（2）
「Waratteiitomo」was a TV program which broadcast by Fuji TV.
（3）He is a famous actor who appear on a lot of Japanese movies and

dramas.
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（4）He is also a singer who took part in Kohaku uta gassen.
（5）It is the most popular food which is eaten by many people in Fukuoka.
（6）It is food which we can eat in Yatai in Fukuoka.
（7）It is the shrine which deify Sugawarano Michinaga.
（8）it is the most famous shrine in Fukuoka which a lot of people visit at

New Years Day.
以上の 8 つ全ての文において、定義文としての誤りは見受けられない。
この結果から、参加者 A が関係代名詞の機能を習得し、定義文を適切に使
用できるようになったことが窺える。また、参加者 A が使用した定義文の
中で、
（1）
、
（6）
、
（8）において目的格の関係代名詞が使用されていること
がわかる。これは、参加者 B が関係代名詞の機能を習得した上で、目的格
の関係代名詞を使用できるようになったことを表している。
次に、参加者 B による事前テストと事後テストにおけるサンプルを示す。
参加者 B による事前テストのサンプル

I going to introduce Gunma. First, I introduce places where you should visit
for sightseen. There are two famous Onsen in Gunma. Kusatu and Ikaho. Ikaho
is famous for Yunohana-manju. It is first brown onsen-manju and selected to
present for employer’s family. Gunma also famous for Tomioka factory. It was
built in 1872. It was first factory that make Ito by machines. [that/CS] This
factory contributed to improve skill of industriction of silk. It is historical place
of Japan and early buildings in the factory is treasure of country. It was selected
to Sekaiisan in June. 2, 2014.
Next, I going to talk about famous people of Gunma. First, Hoshi. He is a
painter. He drawn by mouth because he can’t move his body, but his pictures are
very beautiful.
Second, Gunma-chan. It is mascotto character of Gunma. It looks ponny. This
idea maybe came from Kanji “Uma” used in Gunma.
Gunma have any production. For example Udon, yaki-manju, konnyaku.
Gunma also close to Tokyo. So, you visit easy. If you are interested in Gunma,
you should vist Gunma. Thankyou for your attention.
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参加者 B による事後テストのサンプル

Unfortunately, Gunma is not popular prefecture for tourist in Japan. However,
if they visit Gunma once, they will be attracted by Gunma, because

(1)

Gunma is

a prefecture which has many attractive things. [which/CS]
First, there are many famous people. Tomihiro Hoshino is one of them. (2) He
is a famous artist who painted by holding a brush in his mouth. [who/CS] He also
writes poem by mouth beside his paintings. In 1946, he was born in Azuma Village, Gunma. He had been P.E. teacher in junior high school. However, in 1970,
he damaged his cervical cord while coaching gymnastic club, so he can not move
his body below his shoulder. He started painting by his mouth in the hospital. He
published many books of his paintings and poems. Furthermore, his exhibition
was held in every region of Japan, Brazil, New York, Hawaii, San Francisco,
and Los Angels. Tomihiro Museun was built in Gunma, and in 2006, he became
an honorary citizen of Gunma. Chiaki Mukai is famous too. (3) She is the ﬁrst female astronaut in Japan who did space ﬂight. [who/CS] In 1952, she was born in
Gunma. (4) She was a child who wanted to be a doctor, [who/CS] so, after graduate
her university, she became a doctor. In 1985, she was selected to researcher who
made experiment in space by NASDA. NASDA is now called JAXA. In 1994,
she went to space by a space ship named Colombia, and made 82 experiments.
Futhermore, in 1998, she boarded a spaceship named Discovery, and went to
space again.
Next, Gunma have many sightseeing area such as Tomioka Silk Mill. It is the
ﬁrst factory where spun silk by machine. When Japan ﬁnished national isolation,
silk was chief exports. At the same time, many low quality silks were produced.
So, the mill was built in 1872 to improve quality of silk. It adapted western style
in spinning silk, and hired a foreign coach, Paul Brunat, who came from France.
Tomioka was good location to built the mill because sericulture prospered in
there, and there are large land, resource of water and coal. Now, the mill stopped
operation and preserved as a historical heritage. In 2014, it was authorized as
a world heritage. Gunma is also famous for hot springs. For example, Ikaho is
famous spas for yunohana-manjuu. It is ﬁrst brown onsen-manju and was selected
to gift to the imperial family. Moreover, (5) the symbol of Ikaho is 365 stone steps
which express a wish that the spa will be bustling for 365 days. [which/CS]
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Kusatu is also popular. Yubatake designed by Taro Okamoto is one of the most
famous spas in Kusatu. It is illuminated at night. Shirohata is famous too. It is
said that discovered by Yoritomo Minamoto.
There are many famous people and good tourist resorts in Gunma. They will
surely amuse and satisfy tourists.

参加者 B は、事前テストにおいては定義文を 1 つしか使用していない。
一方で、事後テストにおいては 5 つの定義文を用いている。以下には、事
後テストにおいて用いられた定義文を示す。
（1）Gunma is a prefecture which has many attractive things.
（2）He is a famous artist who painted by holding a brush in his mouth.
（3）She is the ﬁrst female astronaut in Japan who did space ﬂight.
（4）She was a child who wanted to be a doctor,
（5）the symbol of Ikaho is 365 stone steps which express a wish that the

spa will be bustling for 365 days.
この結果は、参加者 B が積極的に定義文を用いたことを示している。一
方で、参加者 B が使用した定義文は全て主格の関係代名詞を用いた文であ
ることが見て取れる。つまり参加者 B は、本研究で設定した「定義文を用
いて、説明や紹介をすること」という関係代名詞の機能を習得しているも
のの、目的格の関係代名詞の使用を避けていると思われる。このことから、
参加者 B のような学習者においては、目的格の関係代名詞の指導をより重
視する必要がある。
以上により、本研究で考案した指導法が、
「定義文を用いて、説明や紹介
をすること」という関係代名詞の機能を習得させる上で効果的であること
が示された。一方で、参加者 B のように、目的格の関係代名詞の使用を避
ける参加者が見られた。これを受け、今後は参加者 B のような学習者にお
いても、効果的に目的格の関係代名詞を習得させることができる指導法の
考案を行っていきたい。
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7. まとめ及び今後の課題
本研究は、Focus on Form と明示的指導を組み合わせ、関係代名詞を指
導した際の効果の検証を行うことを目的としている。効果の検証に際して
は、
「定義文を用いて、説明や紹介をすること」という関係代名詞の機能に
焦点を当てて調査を行った。そして本研究では、関係代名詞の機能を効果
的に指導するために、明示的指導と Focus on Form を組み合わせた指導法を
考案した。具体的には、明示的指導を行った後に、活動の自由度が制限さ
れた controlled activity から、やや自由度を上げた directed activity、そして
自由なコミュニケーションが行われる guided activity の 3 つの活動を行う方
法である。Controlled activity から guided activity へと段階的に行うことで、
参加者が無理なくコミュニケーション活動を行うことができるよう工夫し
た。また、必要に応じてそれぞれの活動において教師がフィードバックを
与えた。
指導法の効果の検証においては、自由英作文テストの結果を事前テスト
と事後テストで比較した。ここで用いられた自由英作文テストは、自らが
選んだ都道府県についての紹介文を書くというものである。参加者は、そ
れぞれの都道府県について事前に調査を行い、それに基づき英作文を行っ
た。
指導法の効果の検証を行うに当たり、量的分析と質的分析が行われた。
量的分析においては、定義文が用いられた数と、正確に用いられた定義文
の数を事前テストと事後テストで比較した。比較の結果、双方において有
意な伸びが見られたため、本研究で考案した指導法が、関係代名詞の機能
を習得させる上で効果的であることが示された。また、質的分析において
は、定義文の使用数が大幅に増加した 2 名の参加者によるサンプルを分析
した。その結果、参加者 A においては関係代名詞の機能が習得され、正し
く定義文が用いられていることが示された。一方で、参加者 B においては
主格の関係代名詞のみを使用していた。さらに、自由度の低い活動では目
的格の関係代名詞を使用できていたものの、自由英作文テストにおいては
その使用を回避している様子が窺われた。これにより、関係代名詞の機能
の習得はされたものの、目的格を使用できる段階にまで至っていないこと
が明らかになった。
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以上の結果から得られる教育的示唆としては、明示的指導と Focus on

Form を組み合わせることで、関係代名詞を効果的に指導できるというこ
とである。特に本研究では、全ての活動において定義文の使用が促される
ようコンテクストを設定したため、関係代名詞の機能が習得されたと思わ
れる。また、自由度に応じて活動を 3 つに分類し、段階的にコミュニケー
ション活動へと移行させたことで、参加者が無理なく活動に参加すること
ができた。これにより、guided activity において関係代名詞を効果的に使用
してコミュニケーションが行われ、機能の習得が進んだことが予想される。
最後に、今後の課題について述べる。まず、本研究では参加者が大学 1
年生であり、全員が関係代名詞を既に学習済みであった。つまり、初めて
関係代名詞を学習する中学生や、発達段階にある高校生では結果が異なる
可能性がある。したがって、英語力や英語の学習歴に応じて、どのように
結果が異なるのかを調査する必要がある。また、本研究では関係代名詞が
目標文法項目として設定された。関係代名詞は日本人英語学習者にとって
難易度が高い文法項目であることが知られているが、より難易度の高い文
法項目、及び難易度の低い文法項目についても、同様の結果が得られるの
かを調査する必要がある。特に、明示的指導と活動におけるバランスや、
それぞれの内容を、目標文法項目に応じてどのように変化させていくべき
なのかを明らかにする必要がある。これらのことを踏まえ、今後も効果的
な指導法の考案を行っていきたい。
注

1. 本研究で行われた自由英作文テストは、事前テストにおいて書かれた英作文
を書き直す形で行われた。
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