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1.はじめに 

学習指導要領の改訂に伴い，育成すべき3つの

資質・能力として，①知識・技能，②思考・判断・

表現，③学びに向かう力・人間性を挙げている。

知識・技能だけではなく，それらを基本として，

自ら思考し，判断し，それを表現していく力を身

につけ，最終的にどのように社会・世界と関わり，

よりよい人生を送るかという学びに向かう力と人

間性を養うことが目的とされている。 

 

<図１> 学習指導要領の育成すべき資質・能力 

 

 

 知識・技能とは違い，思考力・判断力・表現力，

そして学びに向かう力や人間性を育成するには，

渡部(2014)は，知識注入型から獲得型の授業に変

換することが必要であり，それには，自学の訓練

と参加型の学習が必要であると述べている。前者

は，教員から児童の「気づき」を促す工夫や発問，

教材提示の方法を変え，児童の自己効力感を育て，

自律的学習者へと導くこと。後者は，協同学習で，

柳瀬(2015)が言う，人工的なトレーニングではな

く，感性・知性・理性を意識した教育を意識する

こととも言える。 

今井(2021)は，2030年の近未来に必要となるキ

ー・コンピテンシー，さらにそれを育むためのカ

リキュラムの方向性を示す，OECD Education 

2030 Framework(白井, 2020)を取り上げ，その中

のSkillsに注目をしている。Skillsには様々なコ

ンピテンシーを発揮するための前提といえる認知

的・メタ認知スキル，他者との協働，感情のコン

トロールなどに関する社会・情動的スキル，物質

的な道具や一定の手順，機能に関する身体・実用

的スキルが含まれており，身体と情動が鍵となり，

日本の文科省が求める育成すべき3つの資質・能

力をつけることに繋がると述べている。 

<図2> OECD Education 2030 Framework 

                 （出典：OECD, 2016） 

 

身体と情動を考えた時に，海外では多く教育に

取り入れられている演劇的手法が日本の教育に良

い効果をもたらすと考える。演劇的手法の１つの

方法として，英語落語の導入を提案する。 

 

２. 英語教育における英語落語の導入 

2.1 落語とはなにか 

「落語」とは，日本に江戸時代から伝わる伝統

文化・芸能の一つである。落語というのは表現活



 

 

動でありながら，演劇やミュージカルと違い数多

くの制限がある。舞台背景，大道具，衣装，音楽，

照明等の演出は使わず，高座といわれる少し高い

台の上に置かれた座布団の上にたった一人で座り，

登場人物全てを一人で演じ分け，扇子と手ぬぐい

の２つのプロットのみを使用して表現する。また

落語には必ず「落ち」もしくは「さげ」，英語では

「パンチライン」が最後にある。観客は落ちで笑

いたい，演者は落ちで笑わせたいという心理状態

が寄席では生まれる。このような制限された中で

重要になるのが想像力であり，その想像力は言語

活動を増進させる効果があると考える。 

2.2 英語落語と英語教育の関連性 

 今井（2021）は，レディ他(2018)を取り上げ，

全ての行為の中に情動が存在し，会話の最も重要

な刻印とは「驚き」（すなわち，決められた筋書き

どおりではない未知なるもの）であり，関係性を

開き，計画外，予想外の方向に向かうと言ってい

る。日本の英語教育では，演習という名の引用ゲ

ームがまだ多く残っている（柳瀬, 2015）。そのよ

うな言語教育の中に， OECD Education 

Framework（白井, 2020）のSkillsで言っている

認知的・メタ認知スキル，社会・情動的スキル，

身体・実用的スキルの３つを身につけるために，

表現活動である英語落語を導入することが1つの

きっかけになるのではないかと考える。 

2.3 英語落語の効用 

中嶋(2012)は，落語を英語教育に使うメリット

として，5 つの点を挙げている。①落語の話には

場面がある，②演者は1人で何役もする，③演者

は，観客に笑ってもらうための落ちにつながるプ

ロセスの追求をする，④発表を行い，観客に笑っ

てもらうことで自信が持てるようになる，⑤落ち

を考え，仲間と練習をして，発表をするという過

程全てが有意味学習となっていて，自己および他

者評価が自律的学習者を育てると主張している。 

 

 

3.実践報告 

3.1実践方法 

本実践では，体験学習の一つの指導方法として，

日本の伝統文化・芸能である「落語」の手法を用

いた学習を小学校英語ではどの教科書にも入って

いる，行きたい国とそしてその国でしたいことを

ターゲットセンテンスとするユニットを利用して

行った。 

授業デザインとしては，核には，①落ちのある

スキットを考える（英作する）。②一人で二役する

発表スタイルをとる。③友達の発表に「つっこみ」

を入れる（インタラクションがある）。対話式の発

表を個人で成し，友達の笑いやつっこみ（リアク

ション）が発表者個人への評価となるような枠組

みの学習とした。 

以上の点を中心にすえ，４時限構成（1時限45

分）とした。授業では，言語面では，音声や文構

造に関し，母語と英語の対比をする事で気づきを

促す活動を取り入れ，動機面では，オリジナルク

イズを作成させることで世界遺産についての理解

を深めると同時に親しみを持たせた。 

落ちのあるスキットを作らせるにあたり，小学

生の限られた英語力（特に語彙力）でも理解可能

で想像力を生かし発表したくなるようなスキット

を考えれるように工夫をした。 

使用したターゲットセンテンスは， 

A: Where do you want to go？ 

B: I want to go to  (行きたい国). 

A: Why？ 

B: I want to (したいこと). 

である。まずは，普通に，行きたい国，したいこ

とを書かせ，その一部（国，動詞，目的語）を変

えることで，普通ではない内容になり，それを落

語の発表用スクリプトとした。以下に実際の児童

のワークシートを示す。 

 

 

 



 

 

<図3> 実際のワークシート例(1)

  

<図4> 実際のワークシート例⑵ 

 

例⑴ の児童は， 

Where do you want to go? 

I want to go to France. 

Why? 

I want to see エッフェル塔. 

例⑵の児童は， 

Where do you want to go? 

I want to go to Egypt. 

Why? 

I want to see ピラミッド. 

というのを作成した。次に国，動詞，目的語にあ

たるどこかを変えて，落語用のスクリプトを作ら

せた。 

例⑴の児童は，フランスで，エッフェル塔を飲む

と作った後で，中国で，パンダ・万里の長城を食

べたいと2つの落語スクリプトを作った。例⑵の

児童は，アメリカで自由の女神と遊ぶというのを

作った。 

 その後，グループ内で練習を行い，どうパフォ

ーマンスをすれば観客に伝わるかを考えさせた。

例⑴の児童のパンダを食べるというのが動物保護

の面からみて問題があるのではないかと思われる

が，センシティブになるのではなく，落語の中で

の想像の世界を楽しむというのも体験させた。実

際に，この児童は，手のひらにのせたパンダをご

くんと飲み込むというパフォーマンスをしていた。

ここからもわかるように，言葉だけではなく，ノ

ンバーバルの部分も児童は大切にしていた。 

次に，グループでは発表ができたが，クラス全

体の前で1人で高座に上がり発表することは，ハ

ードルが一段と上がる。教卓の上に赤い毛氈を敷

き，座布団をのせる。そしてその上に正座をして

みる。児童の目にはいつもの教室の景色が全く違

ったものに見えたようだ。この高座に座って発表

をするという不安を解消するために，全員に座布

団に座らせた。 

1 人の発表が終わると，観客のクラスメイトは

「つっこみ」をいれる。先ほどの例⑴の児童であ

れば，「えっ！パンダちっちぇ！」，「エッフェル塔

はジュースじゃないで」などがつっこみとして聞

こえ，例⑵であれば，「背，違いすぎやろ」，「何し

て遊ぶん？」といった感じであった。 

たった２ターンの短い全員が同じターゲットセ

ンテンスであるが，児童はクラスメイトがどんな

落語を作ったのか，どうパフォーマンスするのか

をわくわくしながら待っている姿が見られた。 

  

4.考察 

一連の英語落語を入れた授業をすることを通し，

以下の有用性（図 5）があると考察する。音声で

表現することを通して言葉の理解を深めるという

オーラルインタープリテーション（Omi, 1984, 

2009）の点。児童がオリジナルの場面設定や人物

設定を彼らの想像力を駆使して行い，完全に気持

ちをのせて言えるまで練習したことは，アウトプ

ット仮説（Swain, 1995, Swain and Lapkin, 1995）

に基づいている点。身体と情動を使いパフォーマ

ンスをしたスクリプトはエピソード記憶

（Tulving, 1972）として長期記憶に良い点。また，

動機づけの観点からは，最終の発表の形にするま



 

 

での仲間や教師との意見交換や励ましの中で成長

する(Vygotsky, 1978)点。発表では高座にたった一

人で上がり，相当なプレッシャーの中で演じきる

こと，そういった一連の過程の中で内発的動機づ

けを決定する３要素である自律性・有能性・関係

性（Deci and Ryan, 1985, 2000）が満たされ，自

己効力感（Bandura, 1977），内発的動機づけ

（Dörnyei, 1998）が上がる点。他に，「伝える英

語」を意識することにより，声の大きさは言うま

でもなく，正しい発音，イントネーション・音の

変化といった音韻面が自然に強化される点。ノン

バーバル面も含めた「生きた言葉」を使う経験は

外国語学習において意義のある事と考える。 

〈図5〉英語落語のメリット（竹田, 2013） 

 

 

5.まとめ 

落語を使っての授業では，児童の限られた知識

を使って，自らが言いたいことを英作し，感情を

込めて発表することで，生きた言葉を発するとい

う体験になり，３つの育成する資質・能力をつけ

るためには，海外では教育に良く用いられている

演劇的手法を用いた表現活動を導入することが，

一つの可能性であると考える。 
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