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免許法施行規則に

定める科目区分 

教科に関する科目（中学校 英語、高等学校 英語） 

中学校 英語 ： （英語コミュニケーション） 高等学校 英語 ： （英語コミュニケーション） 

 
＜授業概要＞現在、即興ゲームはコミュニケーション能力向上を目的として様々な場面で活用されている。本授業では、英語で書かれ

た即興ゲームの基本理念をクリティカルに読みながら、そこで扱われる様々なテーマについて英語で発表、議論することを通して、

人と人の間のコミュニケーションとはどのようなものであるのかを考えるとともに、実際に英語で指示を出しながら即興ゲームを行うこと

により、身体を使って楽しみながら人と人との間の関係性を作り出すための演習を行い、それを最終的なレポートにまとめることにより、

実践的な英語力とコミュニケーション能力を身につける。 
 
＜到達目標＞即興ゲームを題材にしながら、英語の読解や英語での発表、議論、エクササイズを行うことを通して、英語の４技能を総合

的かつ実践的に向上させつつ、教員または社会人として必要な資質であるコミュニケーション能力を涵養することができる。 
 
＜ディプロマポリシー＞ 

・基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につけ 

 ている。 

・コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

・専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけてい 

る。 

・「アクティブ・ラーニング」「ICT の活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」など 

 の指導力を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教育専 

攻のものにあっては「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 

 

＜学生へのフィードバック＞ 
授業で全体に向けてフィードバックを行う。 

 
＜授業／AL の進め方＞ 
 英語での学生のプレゼンテーションおよびディスカッションと、身体を使った演習を中心に授業を進める。 
 
＜利用する ICT 機器＞ 
 パソコン、パワーポイント、インターネット 
 
＜成績評価＞ 
    【評価方法】授業への取り組み（30％）、発表（7 回、35％）、レポート（7 回、35％）を総合的に評価する。 
 
    【評価基準】予習をした上での授業での音読・読解、ディスカッションを含む授業への積極的な参加を、

授業への取り組みとして評価する。Warming-up Activity や長文読解演習でのプレゼンテーション

は、その方法とその内容を評価する。授業後のレポートについては、その内容と英語運用能力を評

価する。尚、全授業を通して 4 回以上欠席した場合は、評価の対象外となる。 
 
＜教科書＞ 
 授業中に配布します。 
 
＜参考書＞ 

Viola Spolin, Improvisation for the Theater, 3rd edition. (Northwestern University Press, 1999) 
 
 
＜受講学生へ＞ 
積極的に即興ゲームを行うことを通して、人とコミュニケーションを図るということがどのようなことであるの

かを実体験しながら、教員になるために必要な資質を涵養してほしい。 
 
 
 
 
 
 



【授 業 計 画】 
 
第 1 回 

授業内容 イントロダクション。現在日本やアメリカで行われている即興ゲームのワークショップの現状や方法につい

て考える。  
 

事前事後学修 
事前学修：即興ゲームのワークショップの現状や方法についてまとめる。（1 時間）事前学修：上

記の作家と詩についてまとめる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間）  

   第 2 回 授業内容 Problem Solving (1)。課題解決の手法を用いることの意味と重要性について考察する。 
  事前事後学修 事前学修：18 頁～21 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 3 回 

授業内容 Problem Solving (2)。課題解決の手法を用いることの意味と重要性についてまとめてきた意見の発表

と、その発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 事前学修：課題解決の手法を用いることの意味と重要性についてまとめる。（3 時間）・事後学修：様々な

発表を聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    第 4 回 授業内容 Focus (1)。課題に対して「焦点」を当てることの意味と重要性について考察する。 

  事前事後学修 事前学修：21 頁～25 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 5 回 

授業内容 Focus (2)。課題に対して「焦点」を当てることの意味と重要性についてまとめてきた意見の発表と、その

発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 
事前学修：課題に対して「焦点」を当てることの意味と重要性についてまとめる。（3 時間）・事後学修：

様々な発表を聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    

第 6 回 授業内容 Evaluation (1)。発表に対する「評価」の方法とその意味について考察する。 
  事前事後学修 事前学修：26 頁～28 頁を読む。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

   第 7 回 
授業内容 Evaluation (2)。発表に対する「評価」の方法とその意味についてまとめてきた意見の発表と、その発表

に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる  
 

事前事後学修 事前学修：発表に対する「評価」の方法とその意味についてまとめる。（3 時間）・事後学修：様々な発表を

聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    第 8 回 

授業内容 Side-Coaching (1)。学生（他者）の自発的な創造性を促進するためのサポート（サイド・コーチング）の方

法について考察する。  
 事前事後学修 事前学修：28 頁～30 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

   第 9 回 
授業内容 Side-Coaching (2)。学生（他者）の自発的な創造性を促進する方法についてまとめてきた意見の発表

と、その発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 事前学修：学生（他者）の自発的な創造性を促進する方法についてまとめる。（3 時間）・事後学修：様々

な発表を聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    第 10 回 

授業内容 Teams and Presentation of the Problem (1)。グループ発表のためのグループ分けの方法について

考察する。  
 事前事後学修 事前学修：30 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

   第 11 回 
授業内容 Teams and Presentation of the Problem (2)。グループ分けの方法についてまとめてきた意見の発表

と、その発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 事前学修：グループ分けの方法についてまとめる。（3 時間）・事後学修：様々な発表を聞き、即興ゲーム

を体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    第 12 回 

授業内容 Presenting the Problem (1)。問題の提示の方法と、学生（他者）の課題への取り組み方の関連性につ

いて考察する。  
 事前事後学修 事前学修：30 頁～31 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

   第 13 回 
授業内容 Presenting the Problem (2)。問題の提示の方法と、学生（他者）の課題への取り組み方の関連性につ

いてまとめてきた意見の発表と、その発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 事前学修：問題の提示の方法と、学生（他者）の課題への取り組み方の関連性についてまとめる。（3 時

間）事後学修：様々な発表を聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
    第 14 回 

授業内容 Environment in Workshop Training (1)。ワークショップを行う際の環境作りを、教育現場の環境作り

と関連づけて考察する。  
 事前事後学修 事前学修 31 頁～32 頁を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

   
第 15 回 

授業内容 Environment in Workshop Training (2)。ワークショップと教育現場での環境作りについてまとめてき

た意見の発表と、その発表に基づく議論を行い、最終的な見解をレポートにまとめる。  
 

事前事後学修 事前学修：ワークショップと教育現場での環境作りについてまとめる。（3 時間）事後学修：様々な発表を

聞き、即興ゲームを体験した結果としての意見をレポートにまとめる（1 時間） 
  


