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外国語としての英語（EFL)のクラスルー
ムに使える劇（ドラマ）のスキル

発表者： クリスティーナバッキ

Presented by Kristina Elyse Butke

Skills Development Conference, 

2019年11月

発表者について
▪ バッキ クリスティーナ
です。😄

▪ SDCの発表が４回目です!

▪アメリカのオハイオ出身です。

▪ 山鹿市のALTです。以下の学校を
担当しております。

▪ 鹿本高校

▪ 鹿本商工高校

▪ 鹿本農業高校

劇の背景：
▪ 長い間、劇（ドラマ）が趣味でした。

▪ ２０年間の経験があります。

…女優としての経験もあります。
劇作家も監督も…

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum

Melancholia

スピーキング＆
教育の背景：

▪ 来日する前、４年間にわたってオハイオ州の
中で一番大きなファン・コンベンションのい
くつかに発表者として出たことがあります。

▪ おたく です。 (´ω｀*) 

▪ シートンヒル大学でMFAを取得した後、 ノースセ
ントラルカレッジで２年間英作文を教えました。
そのあと、ALTになりました。

今日は楽しんでいきましょう！

▪長年学んだことや英語のキャンプと授業と
スキットコンテストの練習で使われたこと
を皆さんに発表させていただきます。

▪生徒のできることを一番知っている人は先
生です。先生はもっと簡単に変えたり、
もっと難しくしたりすることができます。
それは先生次第です。

▪ どうぞよろしくおねがいします.今日は楽しみま
しょう!

劇はなぜ言語取得に
大切ですか？

▪ 言語は文化です！劇は「ある文化や文化の中にい
るグループのエッセンスを捕まります」(Casey, 
et al)。生徒は他文化を理解してほしいなら、生徒
もその文化にいる人たちは普段どうしているのか
、どう反応するのかということがわかるように、
できるだけ同じ場面を入れさせてください。実際
と近いシチュエーションを作ってみてください。

▪ テーブルで小さいグループを作って、この考えは
どんな意味なのか、話し合ってください。終わっ
たら、ボランティアがみんなにシェアします。
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劇はなぜ言語取得に大切ですか？

▪劇を通して言語のコンテキストがわかります。学
習者は教室、いわゆる安全な場所で、場面にふさ
わしい言葉や行動の練習ができます (Giebert)。

▪場面によって言葉の意味が異なります。生徒は一つの場面で
どの意味がふさわしいのか自分で判断でき、決めていきます
。ロールプレイや演技を使うとコンテキストが覚えやすくな
ります。

▪例えば：“There was a mouse on the desk.”
「机の上に◯がありました。」A=ネズミ B=マウス

劇はなぜ言語取得に大切ですか？

▪ 劇で取得されたことは安定した、全体的な学習になります。劇の活動は
フィジカルと感情的ですし、「言語の構成や語彙を保持する」
(Giebert) というスキルをよくします。

▪ 「Holistic」の元はwhole （全て；全体）という意味です。
Holistic learning （全体的な学習）ということは人の全てを含
まれます：脳、体、感情。劇はこの三つを一緒のものにすること
を教えます。

▪ 同じグループで、何かを覚えるのに役に立ったフィジカルのアク
ティビティーについて話し合ってください。あと、ボランティア
は発表します。

▪ 次は、覚えるのに役に立った感情や気分について話
してください。

劇はなぜ言語取得
に大切ですか？

▪ 劇を通してスピーキングの力を向上させることが
できます。

▪ このように、スピーキングの身体的な部分をよく
します。口の動き、表情の変わり、舌の位置、音
の出し方。

▪ 俳優や女優はステージの上に立つと視聴者が聞こ
えるように、特別にトレーニングしなければなり
ません。普通の会話の話し方と違います。なぜか
というと、音をはっきり出すのが大事ですから。

▪ PRONUNCIATION （発音）ー言葉の言
い方

▪ ENUNCIATION （発音）ー言葉の伝わ
り方

▪ INFLECTION （抑揚）—話すときにピ
ッチの変わり方

音を確認しましょう！
「SOUND CHECK!」

▪BETTER 
▪発音 （日常会話）

▪ BEDDER

▪強調して言う （劇やパブリックスピーキング）
▪ BETTER

▪ INFLECTION 

▪ BETTER?   

▪ BETTER.

▪ BETTER!

劇はなぜ言語
取得に大切
ですか？

▪劇はなぜ大切なのかわかっていただ
けたらでしょうか？

▪劇はどのように生徒の言語取得に約
立つなのかご存知になられましたか
？

▪それで…

演技しましょう

体のウォーミング
アップ

▪ 頭＆肩

▪ 腰

▪ 腕

▪ 足
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顔のウォーミング
アップ

▪ほっぺ
▪唇
▪舌
▪顎
▪眉毛

声のウォーミングアップ

▪ピッチと音量– BOO/AAH

▪ Pronunciation –（発音）
▪ ABCs （全ての音を含めて）
▪語尾＆子音の組み合わせ

▪母音の「りんご＆バナナの曲」
▪早口言葉–アルファベットの一つ一つの文字や音には早口言
葉があります！

「THE APPLES AND 
BANANAS SONG」
りんごとバナナの歌

▪I like to eat, eat, 
eat, apples and 
bananas!

▪ A E I O U 

早口言葉

▪ I wish to wish the wish 
you wish to wish, 

but if you wish the 
wish the witch wishes, 

I won’t wish the wish 
you wish to wish.

ノンバーバル活動

▪ 喋り方がわからなかったら、どう
やってコミュニケーションが取れ
ますか？

▪ ジェスチャー

▪ 姿勢

▪ 表情

▪今から、授業で使える生徒が顔や体をノンバー
バルのツールとして使うのに慣れ親しませるア
クティビティーをやってみます。

「SILENT WORDS」
無言言葉

▪このアクティビティーの目的はある
表現や文章を喋らずに相手に伝える
ことです。

▪まずは簡単な命令をしてから、文章
もします。

▪喋らずにコミュニケーションをとる
ことが目標です。
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SILENT WORDS - ウォーミングアップ
▪ Come here. 

（こっちにおいで）

▪ Stop. （止まれ）

▪ Over there. （あそこ）

▪ Peace.

▪ Good! （いいよ！）

▪ So-so. （まあまあ）

▪ Okay. 

▪ I don’t know. 

▪ No.

▪ Yes. 

▪ Maybe. （多分）
▪ A little. （少し）
▪ A lot. （たくさん）
▪ Money. （お金）
▪ Dead. （死亡）

SILENT WORDS （無言言葉）

すみません、
財布が落ちま
した！

袋は１枚か２
枚が欲しい？

調子が悪い、
、お腹が痛い

髪切った？

映画は２時
から

赤ちゃんを寝
かせるの忘れ
ないで！

簡単なシャレード

▪ 「シャレード」は「フリをする」と同じ意味です。

▪ 普通のシャレードはルールがもっとあります。例えば、手
を使って複雑な名前や音節のヒントをあげることです。

▪ 言語の学習者には少し難しすぎるので簡単なやり方でいき
ます。

▪ 生徒に言葉をあげて、ジェスチャーを使って説明しないと
いけないです。

▪ 喋ることと音を出すのが禁止です！

▪ 他の人は言葉を予想して当てていきます。

▪ちょっとしたゲームがしたいので、

ボランティアを３人お願いしたいです！

ミュージカル・ジェスチャー

▪歌詞が聞こえやすい英語の曲を選んでください。

▪曲のフルバージョンではなくて、カットされた部分を使ってください。

▪生徒に曲を流します。

▪同時に歌詞も文字で見せます。
▪生徒は聞き取れた言葉をジェスチャーで表せないといけないです。動きを止まったり、言葉を飛ばしたりし
たら、アウトです。

▪よくわからないジェスチャーでも構いません。目的は生徒にずっと考えさせることと動き続けることです。

MY HEART WILL GO ON

▪ Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

▪ Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

感情のゲーム：
▪ 本格的な演技を生徒にさせる楽な方法は簡単な文章を読ませてください。でも、ただ
読むだけではなく、違う感情を使って色々な表し方を使ってみます。声、顔、体を全
部使って、そのムードを伝えないといけないです。

▪ Happy （喜び）
▪ Sad （悲しみ）
▪ Lonely （寂しさ）
▪ Tired （疲れ）
▪ Hungry （お腹がすいた）
▪ Excited （ワクワクする）
▪ Confused （混乱する）
▪ Disgusted （ムカつく）

▪ Bored （退屈）
▪ Scared （怖がる）
▪ Surprised （驚く）
▪ Shy （人見知り）
▪ Romantic （ロマンチック）
▪ Hurt （傷された）
▪ Angry （怒る）
▪ Silly （ふざける）
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感情のゲーム：
“Your mother was a hamster 

and your father smelt of elderberries!”

- From Monty Python 

and the Holy Grail (1975)

他の劇のアクティビティー：

▪教科書に会話があるたびに生徒を小さいグ
ループに分けて、役を決めてから音読させ
ます。

▪生徒にスキットを書かせて、授業の時に練
習できる時間をあげます。あるテーマを決
めたら、やりやすいです。

▪変わっていく状況に対して、反応しないと
いけないという即興の活動を導入します。

即興の例：

▪ 生徒に「調子はどうですか」を聞きますが、「I’m fine, thank you」という答え方が禁
止です。みんなはこの表現を使いすぎて意味がないです。答えは何の表現でもいいで
す。レベルを上げるには答えに対して「なぜ？」という質問も聞いてください。

▪ 生徒に日常的なシーンを演技させてください。

▪ レストランで注文する

▪ 空港で税関を通る

▪ 予約をする

▪ まずは簡単なスクリプトをフォローして読みます。そのあとは一人の生徒がシチュエーション
を変える文章を考えさせてください。そのあとは即興を続けます。

自分の授業にどうやって劇を
導入することができますか？

▪２分間、グループで話し
合ってください。提案や
他のアクティビティーを
考えてから、みんなに発
表します。

Q & A
Ask me anything! I’ll try to help you or point 
you in the right direction!

お疲れ様でした！

▪楽しんでくれたら嬉しいです！
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