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Drama in Education

Put yourself into someone else’s shoes. (Dorothy Heathcote)

“What is a blind person?”

“Close your eyes, and keeping them closed all the time, try to find your way 
out of this room” (Brian Way)

キーワード：

経験、直接的な学び、共感力、気づき、社会性、コミュニケーション能力

→参加型学習媒体（小林 2020）



外国語（英語）学習への応用

English through Drama

・ロールプレイやペアワークなどにより、発話量が増える。

・憶えた語彙や例文、文法事項をコミュニケーションツールとして使う。

・様々な状況設定の中で、表現が様々な意味を生み出すことを体得する。

架空のコンテクストに身を置くことによって、想像力が活性化され、知識として学
んだ言葉を自分の用途に応じて取捨選択し、自分を表現し、また相手のメッセージ
を受け取る。



発表（presentation)への批判

学習者に余計な緊張を強いる。

観客に受けの良い演技をする。

学校教育の現場で実現するのは困難。

など。

『学び』はあくまでも学習者自身の内面的成長のためであり、観客に見せることが
目的ではない。



Performance Oriented Approach

 forces leaners to use their language skills to achieve a goal.

 draws their attention to communication

 can increase students’ confidence as they will be applauded for their effort.

 can make leaners interested in other people’s performance.

 can increase depth and quality of response to other people’s drama.



「音声」に特化した表現活動

 演劇は音声に対する違った視点を提供してくれる。

（野呂 2012)

 発声・発音に加え、体を使った表現方法を（…）基礎から体得する。ミュージカ
ルを通して、自分の意思や感情を自らの声と身体を使って表現する方法や習慣を
身につける。つまり、「通じる英語」を習得する。

（佐伯 2002)



ラジオドラマ “The Landlady”

登場人物：

Billy Weaver

Landlady

17歳のビリーが初めての地（Bath)で宿を探している。とある
B&Bに惹きつけられるようにして入って行く。

女主人（Landlady)はまるでBillyが来るのを知っていたかのよ
うに、全て部屋を整え、Billyを迎え入れる。

宿帳に記載されている過去の宿泊客はたった二人だけである。
が、Billyには知るはずのないその二人の名前にどうしても聞き
覚えがあるような気がしてならない。



The Landladyの特徴

 ミステリーであること。

 話の流れが一方向に進む。

 ほぼ会話文で成り立っている。

 登場人物の特徴がはっきりしている。

 一方で登場人物の性格や、心の中の声に関する記述がない。

→創作の可能性

→音声表現の可能性



Rewriting the text

 会話文でない個所は全て削除。全てセリフで表現する。

She was about forty-five or fifty years old, and the moment she saw him, she gave him a warm welcoming 
smile. 

“Please come in,” she said pleasantly.

“I saw the notice in the window,” he said, holding himself back. 

“Yes, I know.” 

“I was wondering about a room.” 

“It‘s all ready for you, my dear,” she said. 

“I was on my way to The Bell and Dragon,” Billy told her. “But the notice in your window just happened to 
catch my eye.” 

“My dear boy,” she said, “why don‘t you come in out of the cold?” 

“How much do you charge?” 

“Five and sixpence a night, including breakfast.” 

It was fantastically cheap. → “Are you sure? That sounds awfully cheap”



ラジオドラマにおける

Performance Oriented Approach

 forces leaners to use their language skills to achieve a goal.

→自分の解釈を発音やイントネーションなどを駆使して表現する。

 draws their attention to communication

→登場人物同士、ドラマを聞いている人とのコミュニケーション

 can increase students’ confidence as they will be applauded for their effort.

→自分らの作成したものを聞いてもらい、感想を述べ合うことで得られる達成感。

 can make leaners interested in other people’s performance.

→他のグループの発表に対する興味

 can increase depth and quality of response to other people’s drama.

→自分たちの発表とどこが違うか、どのように表現しているかクリティカルに観察する。


