現代社会文化研究 No.72 2021 年 2 月

高校英語の授業におけるジャンル準拠リーディング指導の可能性
―教科書に所収されたテクストのジャンルとテクストタイプの調査を通して―

今

井

理

恵

Abstract
Genre-based Reading Instruction (GBRI) is a method of teaching reading that aims to develop an
independent reader who is aware of the purpose of a text and can change his or her way of reading
according to the purpose and situation. In order to find out whether the reading instruction using an
active awareness of genres and text types could be provided in high school English classes, this study
investigated the texts included in the main lessons and appendixes, as well as the introductory sentences
to those texts, of the textbooks of “Communication English I.” As a result of examining the types and
frequencies of the genres and text types of texts in the textbooks, it was found out that the genres were
almost limited to the narrative explanation genre of the explanation genre family, while the text types
were not shown explicitly enough. Besides, the survey of the introductory sentences revealed that
genres and text types were not sufficiently indicated in them. These results suggest that
MEXT-approved high school English textbooks should include texts of a wider variety of genres and
indicate text types more clearly so that students will not narrow their learning of reading and make it
easier for teachers to conduct GBRI.

キーワード……ジャンル準拠リーディング指導
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高校英語教育

検定教科書

はじめに
言語教育におけるまとまりのある文章（テクスト）を基にした指導は、世界の様々な国で行

われている。もとは、「社会の中で使われている言語の機能」を重視する選択体系機能言語学
(Systemic Functional Linguistics) に端を発した指導である。その好例はオーストラリアの学校英
語（国語）教育にみられるが、それはジャンル準拠教育 (genre-based pedagogy) として拡がり
発展してきた (Cristie, 2002; Feez, 1998; Hyland, 2004; Martin & Rose, 2008; Rose & Martin, 2012
など) 。もともとジャンルを活用する指導は、シドニーの小学校の学校英語（国語）教育での
まとまりのある文章（テクスト）を書くことの指導で始まった。その後、中等学校の各教科、
成人移民プログラム等のライティング指導へと広がり (Hyland, 2004, p. 29)、現在はニュージー
ランド、シンガポール、マレーシア、香港、カナダ、英国、スウェーデン、米国などの言語教
室でも実施されている。このように、ジャンルの知識を活用したジャンル準拠指導と評価によ
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る、まとまりのある文章の指導が世界各地で実践されている。
日本の学校英語教育においても、まとまりのある文章の指導は重視されている。現行版の学
習指導要領（平成 21 年）及び新版の学習指導要領（平成 30 年）では、高校英語において「ま
とまりのある文章」を指導学習することになっている。現行版学習指導要領の解説（平成 21
年）では、まとまりのある文章とは、
「一定以上の長さのある文章のことであり、例えば、複数
の段落からなる文章などをいう」（文部科学省、2010、p. 20）との説明があり、さらに「まと
まりのある…」と形容される文言が多数見受けられることから、
「まとまりのある文章」の指導
学習が求められていることが分かる。同様の方針を引き継ぎ、新版の高等学校学習指導要領の
解説（文部科学省、2019b）でも、「まとまりのある文章」を読ませることを指導することが明
記されている（p. 82 他）。
まとまりのある文章すなわちテクストを指導するのに、ジャンルの知識（ジャンルとテクス
トタイプの知識）を活用するジャンル準拠指導は、現行版および新版の学習指導要領が参照し
ている CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe, 2001)
の指針にも合致する。CEFR は、外国語学習指導の、受容、産出、やり取り、仲介の 4 言語活
動で、指導者が考慮すべきこととして、
「学習者はどのテクストタイプを処理することを学習す
る必要があるか」などを決定し、表明することを求めている (p. 96)。指導者にジャンルの知識
を意識した指導と評価の実施を促すものである。

2

研究の背景（先行研究）
CEFR は 2001 年版よりジャンルの知識を指導することを指導者に求めているが、我が国では

その CEFR を参照している学習指導要領下にある英語教育よりも、国語教育にジャンルの意識
がみられる。初等・中等教育の国語科では「目的や意図に応じて書くこと」を指導することで、
論理的に思考し表現する力を養うことが重要視されてきた。これを受けて、国語の検定教科書
では、書くことの指導で目的を（ジャンルを意識して）明確に示し、目的達成の手段としての
書き方が（テクストタイプを用いて）明記されるようになった。
日本の英語教育においては、大学入試ライティング課題におけるジャンル研究や中高英語教
育におけるジャンル準拠ライティング指導 (Genre-based Writing Instruction, GBWI) の研究があ
る（今井・峯島・松沢、2019）。いずれも書面テクストにおけるジャンルの研究である。
以上のように、書くことにおけるジャンル研究の背景があり、今井他（2019）では、書くこ
とに話すことを加えて、表出技能の指導にジャンルの意識がみられるかを探るため、高校英語
の現行の検定教科書「コミュニケーション英語Ⅰ」、「英語表現Ⅰ」に掲載された言語活動（口
頭テクスト・書面テクストを産出する活動）を調査した。さらに、高等学校学習指導要領第 1
節国語及び第 8 節外国語（平成 21 年版、平成 30 年版）、高等学校学習指導要領解説外国語編・
英語編（平成 21 年版、平成 30 年版）、高等学校学習指導要領解説国語編（平成 30 年版）につ
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いても、ジャンルやテクストタイプに関わる文言や概念の有無を調査した。その結果、ジャン
ルの知識が十分に示されていないことがわかり、ジャンルとテクストタイプを区別した上で、
両方を明示的に指導することが必要だと述べた。なお、この研究では、教科書掲載の表出技能
（書く、話す）の言語活動を調査対象とし、受容技能（読む、聞く）については未調査である。
長らく高校英語では、コミュニケーションの力（態度や能力）を育成する目的で、表出技能
や技能統合の指導に注目が集まっているが、その一方で、読み部門が扱われなくなったわけで
はない。高校英語において、今現在も、表出技能の指導が読みの指導なしに行われるというこ
とはないであろう。実際、検定教科書の多くが表出技能を指導する言語活動の前段に読みのテ
クストを配置し、それについて書いたり話したりする技能統合の力の育成を目指しているため
か、検定教科書（コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）において読み部門の比重が依然として
大きいように思われる。その証拠に、現行版検定教科書コミュニケーション英語Ⅰに限ると、
全ての教科書において、各課に読むためのまとまりのある文章の掲載がない課は一つもない。
では、高校英語においてどのような読みができればよいであろうか。読みの技能が前提とな
る英語授業で生徒をどのような読み手に育てたらよいのであろうか。
新版の学習指導要領（平成 30 年版）の１目標（２）読むことの（イ）で、「社会的な話題に
ついて ... 必要な情報を読み取り、概要や要点を目的に応じて捉えることができるようにする」
とある。また、新版（平成 30 年版）高等学校学習指導要領の解説（文部科学省、2019b）は「目
的に応じて捉える」ことについて、次のように述べている。

目的に応じて捉えるとは、文章を読む際に、何のために読むのかという目的を生徒にあらか
じめ明らかにし、それに応じた読み方として文章の大意や概略を理解するために全体に目を
通したり、文章中の特定の情報を得るために読んだり、内容を細かく吟味しながら丁寧に読
んだりすることなどを選択する必要があることを示している。（p. 25）

したがって、高校英語の読みの指導では、何のために読むのかという読みの目的を生徒が自
覚し、目的や状況に応じて読み方を変えて（選択して）読み進めることができる優れた読み手
(good readers, skilled readers; Alderson, 2000; Grabe, 2009; Hudson, 2007) や自立した読み手
(independent readers; Silberstein, 1994) を育てることが求められているのである。
その際、読みの目的という場合には、読み手の目的と書き手の目的（意図）の両方が含まれ
る。例えば、簡易情報を探すために読む (Reading to search for simple information)、文章の大意
を知るために素早く読む (Reading to skim quickly) 、学ぶために読む(Reading to learn from texts)
などは、読み手の目的に応じた読み方である (Grabe & Stoller, 2011, p. 6)。このような読み方の
中には読みのストラテジー（方略）としてよく知られるものもある。
一方、書き手の目的（意図）はテクストの目的を指す。それはテクストの果たす社会的機能
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のことであり、書き手がテクストを用いて達成しようとうする目的である。テクストにはそれ
を介した書き手と読み手のコミュニケーションがあるが、そこには達成すべき目的がある。
生徒を優れた読み手にするには、書き手の目的 (writer’s purpose; Hyland, 2004, p. 4) すなわち
テクストの目的を捉えて、的確に、効率的に読むことを指導し、読み手本位の読みの目的で読
み方を選択するだけでなく、テクストの目的すなわちジャンルを適切に捉えた読み方を選択し
て読み進めることができるように指導することが肝要である。

3

問題の所在と研究の目的

3.1

目的を持った読みとジャンル

吉田（2000）は、読みをコミュニケーションの一形態として捉え、かつ社会的、文化的活動
であるという捉え方についての議論が多くはないことを指摘し、その理由を教室にオーセンテ
ィック (authentic) な状況を持ち込めなかったか、あるいは持ち込む必要がなかったかによるの
ではないかと述べ、今後、授業や学習の環境が変化するとともに学習観の変更を迫られること
になれば読みの活動の意義や内容も変化せざるを得ないと断言する。コミュニケーションには
必ず目的があるが、
「読むこと」が読み手と書き手のコミュニケーションであり、達成すべき目
的があることは他にも指摘がある（卯城、2009; Grabe, 2009 など）。事実、上記の新学習指導要
領により、高校英語授業の読みの指導の変更が迫られている。すなわち、読みは達成すべき目
的のあるコミュニケーションであると認識したうえで、テクストの目的やテクストのどこを読
めばどのような情報が得られるのかを生徒と教師が意識し、テクストに適切に応じた読み方を
する必要がある。
目的を持った読みの指導は、ジャンルを用いることで可能であろう。読むべきテクストのジ
ャンルがわかれば、学習者はそのテクストがどのようなコミュニケーションの目的を果たそう
としているのかを知ることができるからである。これを用いて、学習者に、テクストの目的を
明らかにし、目的に応じた読み方を指導する。すると、学習者はジャンルの知識を得ることで、
目的のある読みを適切に行うことが可能になる。
英語の読みの研究の知見からもこの考え方は支持されている。Grabe (2009) は、ジャンルは
読解にとって重要であり、優れた読み手 (good readers) は読みの目的に適うジャンルの特徴を
認識しているものだと指摘している（p. 249）。さらに、近隣諸国に目を転じれば、日本の学習
指導要領解説に相当する香港の Key Learning Area Curriculum Guide (Primary 1 – Secondary 6) で
は、学年別に学習すべき様々なテクストタイプが列挙され、テクストが担う目的（ジャンル）
と特定テクストの形式的慣例的な特徴（テクストタイプ）の両方に教師が生徒の意識を向けて
指導すべきことが明記されている (Curriculum Development Council, 2017, p. A14) 。また、シン
ガ ポ ー ル の 学 習 指 導 要 領 で あ る English Language Syllabus 2010 (Curriculum Planning &
Development Division, 2010) は、読むことと見ること (Reading and Viewing) の技能の到達目標
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に「テクストタイプに特有の読解技能 (text type specific comprehension skills) 」を挙げ、教師が
ジャンルとテクストタイプを意識して読みの指導を行うこととしている。以上、これらの読み
の目的と読み方を意識する指導すなわちジャンルとテクストタイプを明示する指導は、ジャン
ルを意識するジャンル準拠指導と合致する（今井他、2019）。

3.2

テクストとジャンル

ジャンル準拠指導では、まとまりのある文章や発話は「テクスト」と呼ばれる。テクストは
ある意味内容を書記的、音声的に、言語で具現化した「意味の集合」である（堀、2006）。Halliday
(2002) は、テクストを次のように説明している。
Text is the process of meaning; and a text is the product of that process. ... It is true that texts are, on
the whole, larger than clauses; what is more significant, however, is that they are one level of
abstraction beyond the clause. (p. 221)

すなわち、テクストはその長短に関わらず、意味の集合としてのまとまりのある言語単位だ
ということである。
また、Hyland（2004, 2019 など）はジャンルとテクストの違いを次のように述べている。
A text is a particular physical piece of writing or speech—something that exists in the world, whereas
genre is a rather abstract term. … But essentially it is a routinized way of using language to
accomplish social purposes as effectively as possible. (Rouault, 2014, p. 14)

ここでいうテクストは、あるコミュニケーションの目的を達成するために産出されるが、そ
のテクスト内にはそれに特有の共通した構成や言葉づかいの型 (pattern) が繰り返し現れる。こ
のテクスト内の型はコミュニケーションを行うある特定の目的を達成するために発達したもの
で、同じ目的を達成するためのテクストには同じ型が繰り返し生じる (Feez, 1998, p. 6) 。この
型が「ジャンル」と呼ばれる。
ジャンルという用語は様々な場面で用いられるが、
「特定の文化で生じる日常的・学問的・文
学的テクストの区別がつき頻発する型」が教育場面で用いられる定義の一つである (Hammond
& Derewianka, 2001, p. 186)。
ジャンルを学ぶことは言語発達になくてはならない一部であること、ジャンルの構成や長さ
などを予測できる能力のおかげで私たちがコミュニケーションすることができることを
Bakhtin (1986) は指摘している。
以上から、ジャンルを学ぶことで学習者は「社会の中で使われている言語の機能」をテクス
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トをとおして学ぶことになり、これが学習者を円滑なコミュニケーションへと導く助けとなる。
まとめると、テクストはコミュニケーションの目的を持った文を超えたまとまりのある言語単
位、
「意味の集合」であり、テクストには書面テクストと口頭テクストがある。一方、意味の集
合であるテクストは文化のコンテクスト内の場面・状況による目的別に、テクスト内に頻発す
る型を持つが、その分類がジャンルである。すなわちジャンルは頻発するテクストの型の目的
別分類と言える。

3.3

ジャンルとテクストタイプ

次に、テクストタイプについて Cambridge English Language Assessment (2015) に以下のよう
な説明がある。

Text type: Different types of texts, each of which has specific features such as layout and use of
language. These features make them part of a recognisable type of text; e.g. letters, emails, news
reports are different text types. (p. 48)

すなわち、テクストタイプとは様々なテクストの実例であり、手で触れることのできる具体
物である書面テクストもあれば、ニュースや公共放送の指示のように実際の音源のある具体物
である口頭テクストもあり、テクストの形式面に注目した分類である。一方、ジャンルは前述
のとおり、目的を達成するための言葉づかい（テクスト内の頻発する型）に注目した分類であ
り、具体物ではない。つまり、テクストの型の目的別分類である。
例えば、新聞記事、テレビ放送、教科書などはそれぞれテクストの形式（タイプ）は異なる
が、いずれも情報を与えるためのテクストであるから、全て「情報を与えるための説明ジャン
ル」に属する。したがって、テクストタイプが異なる場合でもテクストの目的が同じであれば
同ジャンルに属すことになる（同ジャンル異テクストタイプ）。逆に、言語的に似た形式の同テ
クストタイプであっても、テクストの目的が異なれば、異なるジャンルに分類される（異ジャ
ンル同テクストタイプ）。例えば、物語ジャンルと意見ジャンルという異なるジャンルにおいて
「スピーチ」という同一の形式のテクストタイプが出現することもある。そのため、まとまり
のあるテクストのジャンルとテクストタイプは明らかに区別され得る (Lee, 2001) 。
ただし、ジャンルとテクストタイプの用語の使用については、研究者間で必ずしも統一され
ておらず 2 つの用語の意味を逆に用いる研究や両者を区別しない研究もある (Lee，2001) 。本
研究では、Hyland (2004 など) にならい、目的別分類をジャンル、形式別分類をテクストタイ
プとして、区別して用いる。ジャンルとテクストタイプを区別する利点は、ジャンルによって
テクストの目的（書き手の意図）を把握できること、テクストタイプによってその目的を果た
すための効果的なテクストの形式がわかり、そこで使われる文法や言語材料を明示指導できる
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ことである (Hyland, 2019, pp. 18-19) 。これを用いて、テクストを効率的に読み、テクストに
適切に応じることができる自立的な読み手、優れた読み手を育成することが見込める。
さらに、ジャンルとテクストタイプに関わる知識をジャンルの知識 (genre knowledge) とい
う (Hyland, 2004，p. 54)。具体的には、テクストの目的 (social purposes, communicative purposes)
は何か、その特定の目的を達成するためにふつう使われるテクスト内の構成や言葉づかい（文
化の文脈において繰り返しあらわれるテクスト内の型）はどのようなものか、テクストで起こ
っていることは何か（field；活動領域、what）、テクストには誰が関わっているか、テクストの
発し手（書き手）と受け手（読み手）は誰か（tenor；役割関係、who）、テクストのやり取りの
媒介手段（形式）は何か（mode; 伝達様式、how）についての知識である (Derewianka & Jones,
2016; Rose & Martin, 2012; 佐藤、2006) 。例えばテクスト①「生徒から教師への授業欠席の願
い出」やテクスト②「生徒間での部活動の勧誘」におけるジャンルの知識は表 1 の通りである。
表1

ジャンルの知識の例（著者作成による）
ジャンル

テクストタイプ
活動領域

役割関係

伝達様式

例①

叙述的説明ジャンル

授業の欠席願い出

生徒から教師へ

書面のメール

例②

叙述的説明ジャンル

部活動の勧誘

生徒から生徒へ

書面の掲示物

例①のテクストの目的は、授業に欠席することを伝えることである。このテクスト内では目的
達成の過程が次の様に進む。まず当該授業クラス名や担当教師を宛名に書く。次に自分が誰か
名乗る。授業欠席の日付時間を書く。欠席事由を書く。欠席許可を求める言葉を書く。差出人
名を書く。例②のテクストの目的は部活入部を勧めることである。掲示物では、部活動名、活
動内容、入部方法が説明される。例①②ともにテクストの目的は情報を与えるための説明ジャ
ンル群の叙述的説明ジャンルである。しかし、活動領域や役割関係が異なるため、内容を伝え
る語彙、やり取りの相手による言葉づかいの違いが予測される。さらに、伝達様式の違いから
も、テクストのどこを読めばどのような情報が得られるか見当がつく。このようにジャンルの
知識を用いれば、テクストを効率的かつ効果的に読み、 テクストにどう応じるべきかがわかる。
このようにテクストを読んだり書いたりする際にジャンルの知識を活用することは、テクス
トの単なる文法的な能力だけではなく、現実世界の実際のやり取りに参加する方法（テクスト
を用いて目的を達成する方法）を理解する能力を伴う。またジャンルの知識を活用することは、
それが既に知っているあるテクストと類似しているのか異なるのかを判断して、テクストに適
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切に応じる力を身につけることに繋がる。これが、テクストから何を読み取ればよいのか、ど
のような読み方をすればよいのかを判断して、読む目的と読み方を選択できる自立した読み手、
優れた読み手を養う (Hudson, 2007, p. 111; Silberstein, 1994, p. 12) 。その際、L2 を教える教師
にとってジャンルの知識を意識することが重要である理由を、Hyland (2004)は次のように２つ
挙げている。

1. It stresses that genres are specific to particular cultures and communities, reminding us that our
students may not share this knowledge with us.
2. It urges us to go beyond structures, vocabulary, and composing to incorporate into our teaching the
ways language is used in specific contexts. (p. 54)
これはオーストラリアの教師が移民や原住民の生徒に英語を L2 として教える場合のことだ
が、日本の高校生が EFL（外国語としての英語）として英語を学ぶ際にも当てはまる。我々の
生徒は英語が使用される特定文化やコミュニティに固有のジャンルの知識を持ち合わせていな
い。そこで、EFL 環境で英語を学ぶ高校生にもジャンルの知識を指導することは有用であろう。
3.4

背景知識を活性化させるリーディング指導とジャンルの知識

英語の授業で、読みの目的や状況に応じて読み方を選択できる自立した読み手 (independent
readers) を育成するためには、言葉の習得に加えて読む技能 (reading skill) の様々な下位技能
（subskills）を学習者に習得させる必要がある（松沢、2019）。Zhang (2018) は、そのような下
位技能のうち L2 reading skills を伸長するのに有効なものとして、ジャンルの知識を用いた談話
構造の認識 (becoming aware of discourse structure using genre knowledge) 、テクストの目的に注
意を払うこと (being alert to the purpose of text) に加えて、理解を促進するためのスキーマ知識
の活性化 (activating schema knowledge to facilitate comprehension) などを挙げている（p. 219）。
さらに、Hyland (2004) もジャンル準拠ライティング指導で学習者がテクストを書くことを念頭
においたジャンルの知識の活用を提唱しているが、それは読みの指導にも適用可能であろう。
それに加えて、CEFR の 2018 年版には、ジャンルに基づく指導が、学習者の内容スキーマ
(content schema) と形式スキーマ (formal schema) の両方を活性化し、実生活における特定の場
面・状況に適した言語使用、談話編成（特定ジャンルの選択）を促すとしている (Council of
Europe, 2018, p. 31) 。以上のことから、ジャンルの知識の指導は学習者のスキーマを活性化し、
ジャンル準拠指導は書くことの指導だけでなく、読みの指導にも大いに役立つことが分かる。
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4

問題の所在と研究の目的

4.1

問題の所在

日本の中高生の大部分は EFL の学習者であり、授業で英語の読解力を高めるにはまず、低次
レベルの言語処理能力が不可欠であることは、教師の誰もが認識しているであろう。さらに、
背景知識や言語処理ストラテジーを用いることを含む高次レベル技能は重要であるが、読解力
そのものを決定する主要因とはなり得ない（小野、2000）ことや、読解力に影響する度合いは
背景知識が言語熟達度を必ずしもは上回るわけではないことの指摘もある (Ushiro, Shimizu,
Koizumi, In’nami, & Hijikata, 2004)。しかし、Alderson (2000) は、テクストがどのように編成さ
れているか、テクスト内のどの部分を読めばどんな情報が得られるかということをあらかじめ
知ることが、テクストの読みを促進する点で重要であること、すなわち読みにジャンルの知識
が有効であることを指摘している。また、特定ジャンルのテクストの特徴についての読み手の
知識に関する研究はほとんどなく、テクスト分析に関する研究は大部分がテクストの特徴その
ものやリーダビリティに関するものだとも述べている（pp. 40-41）。読むことは、読み手が印刷
媒体を介して言語形式で書き出された情報を受け取り、解釈するプロセスであるが (Urquhart &
Weir, 1998，p. 22) 、そのプロセスにおいて読み手の理解はテクストからからさまざまな情報を
抽出して統合し、既に知っていることと組み合わせて進む (Koda, 2005, p. 4)。したがって，高
校英語で求められる読みの指導を、ジャンルの知識を明示したジャンル準拠リーディング指導
(Genre-based Reading Instruction, GBRI) で行うと、ジャンルの知識が学習者の理解を促進するこ
とが見込めるであろう(Alderson, 2000; Grabe, 2009; Hyon, 2001; Rose, 2007)。
日本の英語教育においても、高校英語の検定教科書を用いて学習者の読みを支援するジャン
ルの知識の指導を導入することは可能であろうか。この可能性を検証すべく、高校英語の教科
書に掲載された読むためのテクストを調査した。

4.2

研究の目的

高校英語におけるジャンル準拠リーディング指導を念頭に、読みの指導において、ジャンル
を意識した指導がなされ得るかを検証するため、以下 2 点を本研究の目的とする。
(1) 現行の検定教科書「コミュニケーション英語Ⅰ」に掲載された「教科書テクスト」のジ
ャンルとテクストタイプを区別して調査し、その種類と頻度を調査する。
(2) 現行の検定教科書「コミュニケーション英語Ⅰ」に掲載されたリード文にジャンルとテ
クストタイプが明示されているかを調査する。

前章で概観したように、上記の目的で、日本の高校英語検定教科書のテクストを調査・分析し
た研究は未だない。
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5. 調査の方法
調査対象は現行版学習指導要領に基づいて編集された検定教科書「コミュニケーション英語
Ⅰ」全 31 冊（種）である（文部科学省、2018, 参照）。
「コミュニケーション英語Ⅰ」を選んだ
のは、教科書に読みの指導に用いるまとまりのあるテクストが掲載されており、高校英語教育
において最も広範な学習者が履修する科目であるからである。
分析の対象としたのは、教科書内の「教科書テクスト」とリード文である。本研究では、Lesson
〇などの名称で教科書本文と呼ばれるまとまりのある英文を「本課テクスト」、Further Reading
などの名称で本課とは別に設定されるまとまりのある英文を「付録テクスト」と名付け、この
2 つのテクストを「教科書テクスト」と呼ぶこととした。また、リード文とは、本課テクスト
前段に付く 1～2、3 文程度の導入文（日本語または英語）である。
分析の単位は、「本課テクスト」が Section 〇などの名称ごとに単頁単位（見開き左頁掲載）
で分割される場合も、分析対象を単頁単位で区切らず、
「本課テクスト」単位（複数頁単位）で
扱うこととした。その理由は、ジャンル準拠リーディング指導の本来のねらいがジャンルの知
識を用いてテクスト全体を意識させて指導することにあるからである (Rose & Martin, 2012, p.
46) 。また、リード文についても Section 〇（単頁）ごとにリード文の複数掲載がある場合で
も、
「本課テクスト」の分析単位に準じて、複数のリード文を「本課テクスト」に付くリード文
「１」として扱った。調査内容は表 2 の通りである。
表2

教科書調査の内容（著者作成による）

調査対象：教科書テクスト
調
査
内
容

1) 3 ジャンル群の分布
2) 22 ジャンルの分布
3) テクストタイプの自明性の有無
4) リード文の有無
5) ジャンルの知識の明示説明の有無

調査 1)、2) では、ジャンルを分類するにあたり、Rose & Martin (2012) による枠組み Map of
genres in school (Figure 3.13, p. 128; Figure 6.13, p. 312) により、目的 (social purpose) 別の３種の
ジャンル群 (genre family) と各ジャンル群に属する 22 のジャンル (genre) を用いた。本研究が
Rose & Martin (2012) の枠組みに依拠するのは、当該枠組みが中等教育段階で学習者が読んだり
書いたりするジャンルの分類になっていること、ジャンルとテクストタイプを区別し、目的別
のジャンル分けをしていることによる。
ジャンルとテクストタイプを区別して指導に用いる利点については前述 3.3 の通りである（3
つのジャンル群と 22 ジャンルの内訳は表 5 の通り）。
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6. 調査結果と考察
調査対象の検定教科書「コミュニケーション英語Ⅰ」掲載テクスト数は表 3 の通りである。
表3

調査対象テクスト数（編）（著者作成による）

全 31 冊の出現テクスト数（編）
教科書テクストの総数

うち，本課テクストの数

うち，付録テクストの数

403

310

93

調査 1) の結果を表 4 に示す。その結果、教科書テクストに掲載されるジャンル群は、圧倒
的に説明ジャンル群に片寄っていた（72.7%，293 編）。これは、本研究に先行して今井他（2019）
が同検定教科書に掲載された言語活動の表出技能（話す・書く）を用いた口頭テクスト、書面
テクストについて調査した際、説明ジャンル群のテクストが全体の約 8 割を占めた結果と一致
する。現行版学習指導要領では、コミュニケーション英語Ⅰで学習すべき内容として、
「説明や
物語などを読んで、情報や考えなどを理解したり、概要や要点をとらえたりする」
（ 文部科学省、
2009, p. 110）とある。このように現行版学習指導要領では、説明ジャンル群と物語ジャンル群
のテクストを扱うことになっているが、それぞれテクストの割合は示されていない。本調査で
は、説明ジャンル群のテクスト掲載が圧倒的に多い結果となった。物語ジャンル群のテクスト
掲載が少ないこと（13.9%）は、様々なジャンル群に触れることで、活用できるジャンルの知
識を増やして自立した読み手や優れた読み手を育てるという観点からは議論の余地がある。

表4

3 ジャンル群に属するテクストの分布（著者作成による）
各ジャンル群に属する

教科書テクスト総数（403 編）

テクストの出現数（編）

に占める割合 (%)

物語ジャンル群

56

13.9

説明ジャンル群

293

72.7

意見ジャンル群

17

4.2

ジャンル群

調査 2) の結果を表 5 に示す。調査結果から、最多出現ジャンルのテクストが、叙述的説明
(descriptive report = information report) ジャンルのテクストの 47.4.0% (191 編) であり、説明ジ
ャンル群内での片寄りも判明した。また、物語ジャンル群のテクストの掲載箇所はほとんどが
「本課テクスト」でなく、
「付録テクスト」であった（物語ジャンル群に属する 5 ジャンルの総
テクスト数が 56 編のうち、
「本課テクスト」掲載 14 編、
「付録テクスト」掲載 42 編）。
「付録テ
クスト」は、生徒の習熟度や授業進度などにより、扱わない教師もいる。物語ジャンル群のテ
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クストは、ただでさえ掲載数が少ないが、
「付録テクスト」の指導が省略された場合には、生徒
の物語ジャンルのテクスト群の学習機会そのものを全く欠くことも懸念される。よって、生徒
ができるだけ多様なジャンルのテクストに触れる機会を保障するために、物語ジャンル群のテ
クストは「付録テクスト」でなく「本課テクスト」で扱うべきだと思われる。
また、意見ジャンル群のテクスト掲載が非常に少ない傾向は、現行学習指導要領上に記述が
ないことから肯定され得るようにみえる。しかし、次の観点から、意見ジャンル群のテクスト
が少ないことは問題だろう。一つは中学校との学習接続の観点である。中学校検定教科書には
本課に、物語ジャンル群のテクスト、説明ジャンル群のテクストと同列で、意見ジャンル群の
テクストがよく扱われている（根岸他、2016, New Crown English Series など）。意見ジャンル群
のテクストを中学で学んだ高校 1 年生が必修科目コミュニケーション英語Ⅰでは物語ジャンル
群のテクストと説明ジャンル群のテクスト（場合によっては、説明ジャンル群のテクストだけ）
しか学習しない状況は、中高接続の断絶となりかねない。したがって、中学校で学習した意見
ジャンルのテクストも繰り返し学習できるように、高校 1 年の教科書でも意見ジャンル群のテ
クストを掲載し、生徒がより幅広く多様なジャンルのテクストに触れる機会を増やすことが望
まれる。以下の引用は、香港の高校英語教育での読みについて、同様の指導観を述べている。

Repeated exposure to a wide variety of text types from print and non-print sources allows learners to
increase their awareness and build up their experience of how text types work. Conscious learning
and explicit, systematic teaching of different text types, including the features they involve, enable
learners to become more effective readers and more proficient language users. (Curriculum
Development Council & Hong Kong Examination and Assessment Authority, 2007, p. 22)
ここには、学習者を有能な読み手に育成するには、種々様々なジャンルのテクスト（a wide
variety of text types と表現されている）に繰り返し接しさせ、それらの特徴の意識的学習と明示
的・組織的指導が重要である、との考えが示されている。
2 点目は学習指導要領の観点からである。前述の現行版学習指導要領ではコミュニケーショ
ン英語Ⅰの内容について「説明や物語などを読んで」と記されていたが、新学習指導要領の英
語コミュニケーションⅠの内容には「説明文や論証文」（文部科学省、2019a, p. 220）を扱うこ
とが明記された。同学習指導要領の解説によると「論証文とは、問題に関して自分の意見を明
確にし、理由づけや具体例などの証拠を用いてその意見を支え、自分の意見が優位であること
を主張する文」（文部科学省、2019b, p. 46）である。これにより、意見ジャンル群のテクスト
を指導する重要性が示されたことになる。確かに、現行の検定教科書は現行版の学習指導要領
の下に編纂されているため、意見ジャンル群のテクストが非常に少ないことは批判されること
ではないかもしれない。しかし、自立した読み手や優れた読み手を育てる観点 (good readers,
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skilled readers; Alderson, 2000; Hudson, 2007; Grabe, 2009; Silberstein, 1994) からは、現行の検定
教科書でも、新学習指導要領の示すように意見ジャンル群もより多く掲載し、生徒が説明ジャ
ンル群だけでなく意見ジャンル群のテクストにも触れる機会を保障すべきであろう。そうすれ
ば、生徒は意見ジャンル群の特徴を学び、これを読みに活用することができる。しかし、ジャ
ンル群のテクスト掲載がごくわずかである現行の検定教科書を用いた英語授業では、教師が単

表 5 「22 ジャンル」のテクストの分布（著者作成による）
22 ジャンル
物語 ジャ ンル 群
説明 ジャ ンル 群
意見 ジャ ンル 群
群
外

各ジャンルに属する

教科書テクスト総数（403 編）

テクストの出現数（編）

に占める割合 (%)

出来事語りジャンル

8

2.0

物語ジャンル

42

10.4

逸話ジャンル

4

1.0

教訓話ジャンル

1

0.2

報道話ジャンル

1

0.2

自叙伝ジャンル

6

1.5

伝記ジャンル

48

11.9

史話ジャンル

15

3.7

順次的説明ジャンル

17

4.2

事実的説明ジャンル

11

2.7

結果的説明ジャンル

4

1.0

叙述的説明ジャンル

191

47.4

分類的説明ジャンル

0

0

部分報告ジャンル

0

0

手順ジャンル

1

0.2

規約ジャンル

0

0

実験報告ジャンル

0

0

論説ジャンル

15

3.7

議論ジャンル

1

0.2

個人的ジャンル

0

0

批評ジャンル

0

0

解釈ジャンル

1

0.2

マクロジャンル

37

9.2
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一ジャンル群のテクストの指導だけに陥り、自身が多様なジャンル群への意識を欠く結果、自
ずと生徒に意見ジャンル群の指導が手薄になりかねない。それを避けるためには、教師が教科
書外の自主教材などを用いて意見ジャンル群のテクストを意識的に指導することが望まれる。
次に、調査 3) の結果を表 6 に示す。結果からは、「教科書テクスト」に自明なテクストタイ
プの数が 14.9% (60 編) しかなく、残りの 85.1% (343 編)は不明であった。全体として「教科書
テクスト」のテクストタイプ自明性は非常に低いことが判明した。

表6

テクストタイプの自明性（著者作成による）

テクストタイプの自明性

テクストタイプが自明のテ

教科書テクスト総数（403 編）

クスト数（編）

に占める割合 (%)

あり

60

14.9

なし

343

85.1

また、本調査で明らかになった教科書テクストのテクストタイプ（書面テクスト）は表 7 の
通りである。テクストタイプの明示の必要性は、前述（3.3）の通り、読みの目的と読み方を意
識させる指導の観点から擁護できる。テクストタイプが教科書テクストに自明であれば、生徒
にジャンルを用いたテクストの目的の指導に加えて、実生活で実体のあるテクストタイプを用
いてその目的を達成するための効果的なテクストの形式や文法項目などの言語材料を明示的に
説明することができる。これが、テクストに適切に応じる読み手すなわち自立した読み手、優
れた読み手の育成につながる (Alderson, 2000)。したがって、ジャンルと同様に、様々なテクス
トタイプを教科書に掲載することが望ましい。

表7

教科書テクストのテクストタイプ（著者作成による）

教科書テクストに自明なテクストタイプ
（付録テクスト掲載のテクストタイプ「物語」を除く）
新聞記事，対話録，手紙，本の頁，スピーチ原稿，テキストメッセージ，インタビュー録，
レシピ， Show & tell の原稿，メール，ブログ，プレゼン原稿，ツアーのオリエンテーショ
ン録，ダイアリー，講義録，ディベート録，台本，写真展ガイドの原稿，ラジオ投稿録

調査 4)、 5) の結果を表 8、表 9 に示す。
「 教科書テクスト」の多くはリード文が付く（71.0 % ，
285 編）が、ジャンルの知識を明示したリード文は少ない。これまでの論述の通り、重要なの
は、教師と生徒がジャンルを意識して指導、学習することであり、リード文にジャンルやテク
ストタイプの明示説明が必ず必要だということではない。むしろ明示説明によって意識が鈍化
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するということもあり得る。しかし、調査からは教科書編者のジャンルに対する意識が高いと
は言えない可能性があり、 教科書を使う教師と生徒のジャンルの意識に影響を与えかねない。

表8

リード文の有無（著者作成による）

リード文

テクスト数（編）

教科書テクスト総数（403 編）
に占める割合 (%)

付属あり

285

70.7

付属なし

118

29.3

表9

リード文の内容（著者作成による）
リード文の内容

ジャンルの
知識の明示

リード文の数（編）

教科書テクスト総数（403
編）に占める割合 (%)

1) ジャンル

10

2.5

2) テクストタイプ

48

11.9

1) 2) 両方

5

1.2

上記以外の内容

227

56.3

このことは、先行研究でコミュニケーション英語Ⅰの表出技能（話す・書く）を扱う言語活
動にジャンルとテクストタイプの両方明示が 1 割程度であった結果と一致する（今井他、2019）。

7. 結論
本研究は、高校英語における読みでのジャンル準拠指導の可能性を見込み、検定教科書を用
いてジャンルを意識した指導がなされ得るかを検証するため、コミュニケーション英語Ⅰに掲
載された教科書テクストのジャンルとテクストタイプを区別して、その種類と頻度を調査した。
加えて、教科書テクストに付くリード文の有無と、リード文にジャンルの知識が明示されてい
るかについても調査した。その結果、教科書テクストのジャンルの掲載には不均衡が認められ、
教科書テクストは説明ジャンル群の叙述的説明ジャンルのテクストに片寄っていることが明ら
かになった。また、リード文にはジャンルの知識が十分には示されていなかった。
現行のコミュニケーション英語Ⅰの検定教科書は現行の学習指導要領に則った編集であるた
め、同学習指導要領に意見ジャンルのテクストを扱うべきことが明記されていないという理由
で現行のコミュニケーション英語Ⅰの検定教科書に意見ジャンルのテクストが少ないことは、
否定されるべきものではないかもしれない。しかし、同じように学習指導要領の記述を根拠と
するのであれば、物語ジャンルのテクストと説明ジャンルのテクストは差異なく同等に扱われ
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るべきなのではないだろうか。また、新版の学習指導要領においては意見ジャンルのテクスト
を扱うことが明記されたことから、新学習指導要領の下では高校 1 年生の英語コミュニケーシ
ョンⅠの教科書では意見ジャンルのテクストを扱う必要性が示されたことになる。確かに、新
学習指導要領は現行のコミュニケーション英語Ⅰの検定教科書の編集を規定するものではない。
だが、高校英語の読みの指導では自立した読み手、優れた読み手を育てるという目標からすれ
ば、生徒に多様なジャンルのテクストに触れる機会を保障し、ジャンルの知識を与え、現実世
界で外国語としての英語がどのような目的でどのような形式で用いられるかをテクストを用い
て指導することには意義があると思われる (Hyland, 2004, p.54; Silberstein, 1994, p. 12) 。
また、教科書テクストのテクストタイプの自明性が極めて低く、加えてリード文にはジャン
ルの知識の明示説明が非常に少ないことが判明した。総じて、現行のコミュニケーション英語
Ⅰの検定教科書の教科書テクストでは、生徒に読みの目的と読み方を意識させること、テクス
ト全体を意識させることは困難であろうことが示唆された。
これゆえに、英語の読みの授業では、生徒が多様なジャンルや具体的なテクストタイプに触
れること、教師自身がジャンルの意識を持ち指導することが望ましいであろう。そのためには、
これまでの論述の通り、教師と生徒の指導と学習の拠り所となる検定教科書で、読みのための
テクストに幅広いジャンルのテクストと現実世界で実際に触れるであろう様々なテクストタイ
プを掲載すべきである。
また、教科書テクストでジャンルやテクストタイプを幅広く扱うことについてだけでなく、
これに付属する読みのための発問や課題が当該テクストのジャンルに適正に応じることを問う
ているかについても注意を払いたい。通常、英語の授業で教師が教科書テクストを用いて読み
を指導する際、教科書テクストだけでなくその周辺に付く読みのための発問や課題を活用して
生徒の読み理解を促すであろう。そこで、読みの指導と学習で教師と生徒がジャンルを意識で
きるように導くためには、ジャンルに正対する発問や課題を設定することも重要だと思われる。
したがって、今後の課題は、そのようなジャンルに正対する発問や課題の有無について、本
研究で調査対象とした高校検定教科書、さらには大学入学共通テスト導入に向けた試行調査、
中学校検定教科書、海外のコースブックなどで扱われる読みのため発問や課題を調査し、それ
らが読みの指導、学習で教師や学習者にジャンルの意識を促し得るかを検討することである。
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