
 

    

速読力速読力速読力速読力をををを高高高高めるめるめるめる指導法指導法指導法指導法のののの研究研究研究研究    

アクションリサーチアクションリサーチアクションリサーチアクションリサーチ実習実習実習実習ⅡⅡⅡⅡ    
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� ARARARAR実習実習実習実習ⅠⅠⅠⅠでのでのでのでの生徒生徒生徒生徒のののの様子様子様子様子    
    

・・・・長文読解長文読解長文読解長文読解にににに時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる    
    

・・・・返返返返りりりり読読読読みによるみによるみによるみによる意味意味意味意味のののの把握把握把握把握    
    

・・・・情報情報情報情報のののの重重重重みみみみ付付付付けがけがけがけが不十分不十分不十分不十分    
    

・・・・長文読解長文読解長文読解長文読解へのへのへのへの抵抗感抵抗感抵抗感抵抗感    
    

⇒⇒⇒⇒学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領ではではではでは…………    
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説明説明説明説明，，，，評論評論評論評論，，，，物語物語物語物語，，，，随筆随筆随筆随筆などについてなどについてなどについてなどについて，，，，速読速読速読速読したりしたりしたりしたり
精読精読精読精読したりするなどしたりするなどしたりするなどしたりするなど目的目的目的目的にににに応応応応じたじたじたじた読読読読みみみみ方方方方をするをするをするをする。。。。    

((((高等学校学習指導要領解説高等学校学習指導要領解説高等学校学習指導要領解説高等学校学習指導要領解説    外国語編外国語編外国語編外国語編    pppp. . . . 19191919))))    



 

    
    

    
＊＊＊＊読速度読速度読速度読速度…………英文英文英文英文をををを目目目目でででで追追追追うううう速度速度速度速度    

【【【【目標目標目標目標】】】】    
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        どのようなどのようなどのようなどのような指導指導指導指導をををを行行行行えばえばえばえば，，，，    
生徒生徒生徒生徒のののの読速度読速度読速度読速度をををを向上向上向上向上させることができるかさせることができるかさせることができるかさせることができるか。。。。    

リサーチ・クエスチョンリサーチ・クエスチョンリサーチ・クエスチョンリサーチ・クエスチョン    

（（（（岩城岩城岩城岩城，，，，1980198019801980；；；；谷口谷口谷口谷口，，，，1992199219921992；；；；門田等門田等門田等門田等，，，，2010201020102010をもとにをもとにをもとにをもとに設定設定設定設定））））    

読読読読速度速度速度速度200200200200wpmwpmwpmwpm，，，，内容内容内容内容理解度理解度理解度理解度70707070%%%%    



 

4 

スラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディング    
    

「「「「スラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディング」」」」とはとはとはとは？？？？    
    

            
        

                    

でででで「「「「返返返返りりりり読読読読みみみみ」」」」をををを防防防防ぐぐぐぐ    

    文頭文頭文頭文頭からからからから英語英語英語英語のののの語順語順語順語順にににに沿沿沿沿ってってってって理解理解理解理解するするするするとととと，，，，    
返返返返りりりり読読読読みもないためみもないためみもないためみもないため処理時間処理時間処理時間処理時間がががが短短短短くなるくなるくなるくなる    

（（（（門田等門田等門田等門田等，，，，2010201020102010））））    

・・・・英文英文英文英文のののの読解速度読解速度読解速度読解速度をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる指導方法指導方法指導方法指導方法のののの１１１１つつつつ    
・・・・意味単位意味単位意味単位意味単位ごとにごとにごとにごとに英語英語英語英語のののの語順語順語順語順のままのままのままのまま読読読読むむむむ読読読読みみみみ方方方方    

（（（（石澤石澤石澤石澤，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１））））    
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スラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングの指導指導指導指導をををを    
    

行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって生徒生徒生徒生徒はははは返返返返りりりり読読読読みをみをみをみを    
    

しなくなりしなくなりしなくなりしなくなり，，，，読速度読速度読速度読速度がががが向上向上向上向上するだろうするだろうするだろうするだろう。。。。    

仮説仮説仮説仮説①①①①    
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速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    

� 次次次次のののの文文文文をををを黙読黙読黙読黙読してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

    
    

「「「「追唱追唱追唱追唱」」」」…………黙読時黙読時黙読時黙読時にににに発発発発せられるせられるせられるせられる““““心心心心のののの声声声声””””    
    

    

    

““““ItItItIt’’’’s fine todays fine todays fine todays fine today....””””    

でででで処理速度処理速度処理速度処理速度をををを高高高高めるめるめるめる    
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速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    

� 次次次次のののの文文文文をををを黙読黙読黙読黙読してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

    
    

「「「「追唱追唱追唱追唱」」」」…………黙読時黙読時黙読時黙読時にににに発発発発せられるせられるせられるせられる““““心心心心のののの声声声声””””    
    

    

    

““““ItItItIt’’’’s fine todays fine todays fine todays fine today....””””    

でででで処理速度処理速度処理速度処理速度をををを高高高高めるめるめるめる    

「「「「追唱追唱追唱追唱」」」」のののの速度速度速度速度をををを    
上上上上げることによってげることによってげることによってげることによって，，，，    
読速度読速度読速度読速度もももも速速速速まるまるまるまる！！！！    

（（（（田中田中田中田中（（（（監監監監），），），），2010201020102010））））    
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� 「「「「追唱追唱追唱追唱」」」」のののの速度速度速度速度をををを上上上上げるためには・・・げるためには・・・げるためには・・・げるためには・・・    

→→→→聴覚聴覚聴覚聴覚とととと視覚視覚視覚視覚をををを同時同時同時同時にににに刺激刺激刺激刺激しししし，，，，脳脳脳脳のののの情報情報情報情報
処理速度処理速度処理速度処理速度をををを速速速速めるめるめるめる。。。。    

    

    

    

（（（（田中田中田中田中（（（（監監監監），），），），2010201020102010））））    

高速音声高速音声高速音声高速音声をををを聴聴聴聴きながらきながらきながらきながら，，，，    
同時同時同時同時にそのテキストをにそのテキストをにそのテキストをにそのテキストを目目目目でででで追追追追うううう    

速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    
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� 「「「「インターチェンジインターチェンジインターチェンジインターチェンジ効果効果効果効果」」」」    
…高速道路を走行した後に一般道を 

 走ると，車の進行速度が非常に遅く 

感じられる現象。 （（（（田中田中田中田中（（（（監監監監），），），），2010201020102010））））    

 

 
    

    

高速高速高速高速でのでのでのでの黙読黙読黙読黙読にににに慣慣慣慣れることでれることでれることでれることで，，，，それまでのそれまでのそれまでのそれまでの読速度読速度読速度読速度がががが
遅遅遅遅くくくく感感感感じられじられじられじられ，，，，自然自然自然自然とととと速速速速くくくく読読読読めるようになるめるようになるめるようになるめるようになる 

 
 

速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    でででで高速高速高速高速でのでのでのでの黙読黙読黙読黙読にににに慣慣慣慣れるれるれるれる    
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速聴速聴速聴速聴リーディングをリーディングをリーディングをリーディングを行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって，，，，    
    

生徒生徒生徒生徒はははは速速速速いいいい速度速度速度速度でのでのでのでの黙読黙読黙読黙読にににに慣慣慣慣れれれれ，，，，    
    

読速度読速度読速度読速度がががが向上向上向上向上するだろうするだろうするだろうするだろう。。。。    

仮説仮説仮説仮説②②②②    
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①①①①スラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングの指導指導指導指導をををを行行行行うことにうことにうことにうことに
よってよってよってよって生徒生徒生徒生徒はははは返返返返りりりり読読読読みをしなくなりみをしなくなりみをしなくなりみをしなくなり，，，，読速度読速度読速度読速度
がががが向上向上向上向上するだろうするだろうするだろうするだろう。。。。    

②②②②速聴速聴速聴速聴リーディングをリーディングをリーディングをリーディングを行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって，，，，    
生徒生徒生徒生徒はははは速速速速いいいい速度速度速度速度でのでのでのでの黙読黙読黙読黙読にににに慣慣慣慣れれれれ，，，，読速度読速度読速度読速度がががが
向上向上向上向上するだろうするだろうするだろうするだろう。。。。    



 

� 研究対象研究対象研究対象研究対象    ：：：：    広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校広島大学附属高等学校ⅡⅡⅡⅡ年年年年5555組組組組((((38383838名名名名))))    
    

� 使用使用使用使用教材教材教材教材    ：：：：    ①①①①Timed ReadingsTimed ReadingsTimed ReadingsTimed Readings----Book OneBook OneBook OneBook One    

            （（（（Jamestown PublishersJamestown PublishersJamestown PublishersJamestown Publishers））））    

        ②②②②RRRR1111““““The Day I Met My MotherThe Day I Met My MotherThe Day I Met My MotherThe Day I Met My Mother””””                            Voyager Voyager Voyager Voyager 
English CourseEnglish CourseEnglish CourseEnglish CourseⅡⅡⅡⅡ    

        （（（（第一学習社第一学習社第一学習社第一学習社））））    
    

� 指導指導指導指導時間時間時間時間    ：：：：    全全全全７７７７時間時間時間時間    
    

� データデータデータデータ収集方法収集方法収集方法収集方法        

            ：：：：    Progress Progress Progress Progress GraphGraphGraphGraph，，，，アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（事前事前事前事前とととと事後事後事後事後））））    
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� 読速度読速度読速度読速度のののの向上向上向上向上にににに特化特化特化特化したしたしたした授業授業授業授業    

    

    
    

＊＊＊＊指導上指導上指導上指導上のののの留意点留意点留意点留意点    

⇒⇒⇒⇒効果効果効果効果をををを実感実感実感実感させることでさせることでさせることでさせることで，，，，生徒生徒生徒生徒のののの学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲をををを高高高高めるめるめるめる    
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１１１１～～～～４４４４時間目時間目時間目時間目（（（（全全全全７７７７時間時間時間時間））））    

読速度向上読速度向上読速度向上読速度向上のののの
ためのためのためのための指導指導指導指導    

読速度読速度読速度読速度
測定測定測定測定    



 

 

例例例例：：：：A car needs fuel,/or gas,/in its engine/in  
order to run.// Your body also needs fuel, 
or food,/in order to work/for you.//…    
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1111. . . . スラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングのスラッシュリーディングの速読効果速読効果速読効果速読効果のののの実感実感実感実感    

2222. . . . スラッシュのスラッシュのスラッシュのスラッシュの場所場所場所場所のののの理解理解理解理解とととと自身自身自身自身でででで用用用用いるいるいるいる練習練習練習練習    

①①①①前置詞前置詞前置詞前置詞    ②②②②副詞副詞副詞副詞            
③③③③不定詞不定詞不定詞不定詞    ④④④④接続詞接続詞接続詞接続詞        
⑤⑤⑤⑤関係詞関係詞関係詞関係詞    ⑥⑥⑥⑥句読点句読点句読点句読点    

これらのこれらのこれらのこれらの前前前前にににに    
スラッシュをスラッシュをスラッシュをスラッシュを    

入入入入れるれるれるれる    



 

 

例例例例：：：： Bees look innocent, but[逆接逆接逆接逆接] many 
people are still afraid of them. Bees can give 
painful, and[追加追加追加追加] to some people, fatal stings. 
But[逆接逆接逆接逆接] they don’t sting unless they are 
scared or hurt.((((中略中略中略中略)))) The wax is used to make 
such products as[例示例示例示例示] lipsticks and candles.…     
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3333....    つなぎことばのつなぎことばのつなぎことばのつなぎことばの役割役割役割役割とととと機能機能機能機能をををを理解理解理解理解    

4444. . . . これまでのこれまでのこれまでのこれまでの指導内容指導内容指導内容指導内容のののの統括統括統括統括    



 

 
� 読速度読速度読速度読速度のののの向上向上向上向上＋＋＋＋教科書教科書教科書教科書のののの読解読解読解読解    

    

    

    
＊＊＊＊指導上指導上指導上指導上のののの留意点留意点留意点留意点    

⇒⇒⇒⇒速度速度速度速度をををを段階的段階的段階的段階的にににに上上上上げることでげることでげることでげることで速速速速いいいい速度速度速度速度へのへのへのへの慣慣慣慣れをれをれをれを
促促促促しししし，，，，指導効果指導効果指導効果指導効果をををを高高高高めるめるめるめる。。。。    
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５５５５～～～～７７７７時間目時間目時間目時間目（（（（全全全全７７７７時間時間時間時間））））    

速聴速聴速聴速聴    
リーディングリーディングリーディングリーディング    

読速度読速度読速度読速度
測定測定測定測定    

教科書教科書教科書教科書のののの    
内容理解内容理解内容理解内容理解    
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日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける英語教育英語教育英語教育英語教育でのでのでのでの速読速読速読速読＝＝＝＝    
「「「「ネイティブ・スピーカーがネイティブ・スピーカーがネイティブ・スピーカーがネイティブ・スピーカーが普通普通普通普通にににに読読読読むむむむ速度速度速度速度」」」」    

（（（（金谷金谷金谷金谷，，，，1995199519951995））））    

英語母語話者英語母語話者英語母語話者英語母語話者がががが文章文章文章文章をををを読読読読むむむむ際際際際のののの    
標準的標準的標準的標準的なななな速度速度速度速度はははは200200200200～～～～300300300300wpmwpmwpmwpm    

（（（（Nuttall Nuttall Nuttall Nuttall ,,,,1996199619961996））））    

速聴速聴速聴速聴リーディングのリーディングのリーディングのリーディングの速度設定速度設定速度設定速度設定    

200200200200～～～～300300300300wpmwpmwpmwpmがががが妥当妥当妥当妥当！！！！    
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これからこれからこれからこれから流流流流れるれるれるれる音声音声音声音声をををを聴聴聴聴きながらきながらきながらきながら，，，，    
    

同時同時同時同時にそのにそのにそのにその英文英文英文英文をををを目目目目でででで追追追追ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。    

＊＊＊＊英文英文英文英文はははは資料資料資料資料1111をごをごをごをご参照下参照下参照下参照下さいさいさいさい。 

  

≒≒≒≒180180180180wpmwpmwpmwpm    ≒≒≒≒240240240240wpmwpmwpmwpm    ≒≒≒≒300300300300wpmwpmwpmwpm    



 

  

 

 

    

    

    

19 
スラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディング    速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    



 

  

 

 

    

    

    

20 

 

スラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディング    速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング    

正答率正答率正答率正答率70707070%%%%前後前後前後前後をををを維持維持維持維持！！！！    適切適切適切適切なななな内理理解内理理解内理理解内理理解をををを保保保保ったままったままったままったまま，，，，    
読速度読速度読速度読速度がががが大幅大幅大幅大幅にににに向上向上向上向上！！！！    



 

    

    

    

21 

１９２％１９２％１９２％１９２％    

139139139139％％％％    

117117117117％％％％    



 

    

    

    

22 

１９２％１９２％１９２％１９２％    

139139139139％％％％    

117117117117％％％％    
もともとのもともとのもともとのもともとの    

読速度読速度読速度読速度がががが低低低低いいいい    

生徒生徒生徒生徒にににに効果大効果大効果大効果大！！！！    



 

    

    

    

23 

生徒生徒生徒生徒のののの読解方略読解方略読解方略読解方略のののの変化変化変化変化    



 

    

    

    

24 

生徒生徒生徒生徒のののの読解方略読解方略読解方略読解方略のののの変化変化変化変化    

速読速読速読速読にににに適適適適したしたしたした読読読読みみみみにににに変化変化変化変化！！！！    



 

返返返返りりりり読読読読みをしていたみをしていたみをしていたみをしていた生徒生徒生徒生徒のののの平均読速度平均読速度平均読速度平均読速度のののの変化変化変化変化    

25 



 

返返返返りりりり読読読読みをしていたみをしていたみをしていたみをしていた生徒生徒生徒生徒のののの平均読速度平均読速度平均読速度平均読速度のののの変化変化変化変化    

26 

11111111人人人人    

    

返返返返りりりり読読読読みをしなくなりみをしなくなりみをしなくなりみをしなくなり，，，，    

読速度読速度読速度読速度がががが向上向上向上向上！！！！    
 



 

    
    

    

    

    

    

27 

・まとまりごとに・まとまりごとに・まとまりごとに・まとまりごとに意味意味意味意味をををを取取取取ることをることをることをることを    
        意識意識意識意識できるできるできるできる    
・・・・区切区切区切区切りがわかってりがわかってりがわかってりがわかって意味意味意味意味がががが取取取取りやすいりやすいりやすいりやすい    
・・・・前前前前からからからから順順順順にににに意味意味意味意味をををを把握把握把握把握するようになるするようになるするようになるするようになる    

生徒生徒生徒生徒のののの意見意見意見意見    

・スラッシュを・スラッシュを・スラッシュを・スラッシュを入入入入れることにれることにれることにれることに集中集中集中集中してしまうしてしまうしてしまうしてしまう    
・どこに・どこに・どこに・どこに入入入入れるべきかれるべきかれるべきかれるべきか迷迷迷迷うううう    
・・・・スラッシュのスラッシュのスラッシュのスラッシュの場所場所場所場所をををを間違間違間違間違えるとえるとえるとえると,,,,かえってかえってかえってかえって読読読読みにくくなるみにくくなるみにくくなるみにくくなる    



 

    
    

    

    

    

    

28 

・まとまりごとに・まとまりごとに・まとまりごとに・まとまりごとに意味意味意味意味をををを取取取取ることをることをることをることを    
        意識意識意識意識できるできるできるできる    
・・・・区切区切区切区切りがわかってりがわかってりがわかってりがわかって意味意味意味意味がががが取取取取りやすいりやすいりやすいりやすい    
・・・・前前前前からからからから順順順順にににに意味意味意味意味をををを把握把握把握把握するようになるするようになるするようになるするようになる    

生徒生徒生徒生徒のののの意見意見意見意見    

・スラッシュを・スラッシュを・スラッシュを・スラッシュを入入入入れることにれることにれることにれることに集中集中集中集中してしまうしてしまうしてしまうしてしまう    
・どこに・どこに・どこに・どこに入入入入れるべきかれるべきかれるべきかれるべきか迷迷迷迷うううう    
・・・・スラッシュのスラッシュのスラッシュのスラッシュの場所場所場所場所をををを間違間違間違間違えるとえるとえるとえると,,,,かえってかえってかえってかえって読読読読みにくくなるみにくくなるみにくくなるみにくくなる    

指導時間指導時間指導時間指導時間

のののの不足不足不足不足！！！！    

効果効果効果効果をををを    
    実感実感実感実感！！！！    



 

29 



 

30 

速速速速いいいい速度速度速度速度でのでのでのでの黙読黙読黙読黙読にににに慣慣慣慣れれれれ，，，，    

読速度読速度読速度読速度がががが向上向上向上向上！！！！    
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32 

・・・・速速速速すぎてすぎてすぎてすぎて目目目目でででで追追追追うのがうのがうのがうのが大変大変大変大変だっただっただっただった。。。。    
・・・・繰繰繰繰りりりり返返返返しししし何度何度何度何度もやっていくともやっていくともやっていくともやっていくと，，，，効果効果効果効果があるかもがあるかもがあるかもがあるかも。。。。    

・・・・普通普通普通普通のののの速速速速さがさがさがさが遅遅遅遅くくくく感感感感じたじたじたじた。。。。    
・スピード・スピード・スピード・スピード感感感感がつかめたがつかめたがつかめたがつかめた。。。。    
・・・・目目目目をををを速速速速くくくく動動動動かすかすかすかす練習練習練習練習になったになったになったになった。。。。    



 

    
    

    

    

    

    

33 

生徒生徒生徒生徒のののの意見意見意見意見    

・・・・速聴速聴速聴速聴のののの効果効果効果効果があるのはそのがあるのはそのがあるのはそのがあるのはその時時時時だけだけだけだけ。。。。    
    

・・・・速読速読速読速読のののの直前直前直前直前にやらないとにやらないとにやらないとにやらないと効果効果効果効果がないがないがないがない。。。。    
    

・・・・速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング後後後後にすぐににすぐににすぐににすぐに速読速読速読速読できるようできるようできるようできるよう，，，，    
    あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ（（（（速読用速読用速読用速読用のののの英文英文英文英文をををを））））配配配配ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    



 

    
    

    

    

    

    

34 

生徒生徒生徒生徒のののの意見意見意見意見    

・・・・速聴速聴速聴速聴のののの効果効果効果効果があるのはそのがあるのはそのがあるのはそのがあるのはその時時時時だけだけだけだけ。。。。    
    

・・・・速読速読速読速読のののの直前直前直前直前にやらないとにやらないとにやらないとにやらないと効果効果効果効果がないがないがないがない。。。。    
    

・・・・速聴速聴速聴速聴リーディングリーディングリーディングリーディング後後後後にすぐににすぐににすぐににすぐに速読速読速読速読できるようできるようできるようできるよう，，，，    
    あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ（（（（速読用速読用速読用速読用のののの英文英文英文英文をををを））））配配配配ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

短期間短期間短期間短期間でのでのでのでの指導指導指導指導ではではではでは，，，，

効果効果効果効果のののの持続性持続性持続性持続性    

がががが課題課題課題課題！！！！    



 

    
    

    

    

    

    

35 

・・・・適切適切適切適切なななな内容把握内容把握内容把握内容把握をしながらをしながらをしながらをしながら，，，，速速速速いいいい速度速度速度速度でででで英文英文英文英文をををを
読読読読めるようになっためるようになっためるようになっためるようになった。。。。    

    

・・・・読解方略読解方略読解方略読解方略がががが速読速読速読速読にににに適適適適したものへしたものへしたものへしたものへ変化変化変化変化したしたしたした。。。。    
    

・・・・長文読解長文読解長文読解長文読解へのへのへのへの苦手意識苦手意識苦手意識苦手意識がががが減少減少減少減少したしたしたした。。。。    

成果成果成果成果    

・・・・指導効果指導効果指導効果指導効果のののの持続性持続性持続性持続性    
    

・・・・速聴速聴速聴速聴リーディングのリーディングのリーディングのリーディングの際際際際のののの適切適切適切適切なななな速度設定速度設定速度設定速度設定    

課題課題課題課題    
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