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パブリック・スピーチの授業 

授業の概要 

● この授業では、英語を中心としたスピーチ・コミュニケーション、特にパブリッ
ク・スピーキングに焦点を当て、さまざまな角度から考察する。また実際の練習を通
してスピーチ発表能力を高める。 

● 一口にスピーチといっても、くだけたものからフォーマルなものまであり、内容も
多様である。メッセージが伝達される時、話者と聴き手の間で何が起こっているのか、
スピーチの準備にはどのような段階があるか、その目的やスタイルにはどのようなも
のがあるのか、スピーチをどのように評価するか、スピーチ能力を高めることの意義
はどういうものか、など議論する。基本的な理論を学んだ後は、スピーチ・セッショ
ンで実際の発表の形で実践する。 

● スピーチ・セッションでは司会進行を担当するLeader of the Meeting、準備をして
スピーチを発表するFormal Speaker、即席スピーチの題を準備するTable Topic Master
の他、Formal Speechを聞いて論評を行うEvaluator、即席スピーチを発表するTable 
Topic Speakerなどの役割を毎週、交替しながら担当する。 

● これらのさまざまな異なる発表を通してImpromptu Speech、Prepared Manuscript 
Speech、Extemporaneous Speechなどの異なるモードの発表の仕方を習得する。 



Contents 

第 1 回 Introduction, Conversation vs. Speech, Communication Model 

第 2 回 Speech Purposes, Styles 

第 3 回 Appeals, Speech Writing, Evaluation 

第 4 回 Introduction to Speech Session 

第 5 回 Speech Session 1 

第 6 回 Speech Session 2 

第 7 回 Speech Session 3 

第 8 回 Speech Session 4 

第 9 回 PowerPoint Presentation 1 

第10回 PowerPoint Presentation 2 

第11回 Speech Session 5 

第12回 Speech Session 6 

第13回 Speech Session 7 

第14回 Speech Session 8 

第15回 Recognition, Award, Reflection on Learning  

授業計画 (15回分の授業全体の流れ) 



スピーチ・セッション 

授業展開 内容 

セッション開始 担当教師によるLeader of the Meetingの紹介。 

Leader of the Meetingはスピーチ・セッションを開始する。オープニ
ング・トークに続きTable Topic Masterを紹介しコントロールを渡す。 

即席スピーチ・
セッション 

Table Topic Masterのオープニング・トーク、即席スピーチ・セッ
ションに入り、Table Topic Speakerにスピーチのテーマを与える。 
Table Topic Speakerは与えられたトピックで即席スピーチを行う。
セッション終了後、コントロールをLeader of the Meetingに戻す。 

準備したスピー
チ・セッション 

Leader of the Meetingはフォーマルスピーチ・セッションを開始、 
Formal Speakerは準備してきたスピーチを発表する。 

論評スピーチ・
セッション 

Evaluatorがあらかじめ指定されたFormal Speakerのスピーチに対す
る論評を述べる。 

セッション終了 Leader of the Meetingは最後のまとめのコメントをしてコントロール
を教師に戻す。 

教師のまとめ 教師は授業内の発表者全員に対するコメントを述べ、授業を終える。 

授業は全て英語で行われ、スピーチ・セッションは次のように展開する。 



対面とオンラインの違い 

対面 オンライン 

発表の場の設定 話し手と聴き手の自然な
配置が可能。同じ空間と
時間を共有できる。 

聴衆が画面をオンにして参加している場合
には、画面上の聴衆に向かって話すことに
なる。画面をオフにしている場合は、聴衆
の存在は分かりにくい。 

アイコンタクト 直接、聴衆に向かって話
しかけることができる。 

画面上の聴衆の反応を把握しようとすると
パソコンのカメラからは視線がずれてしま
うという難しさがある。 

ジェスチャー 自然な位置での動作が可
能。 

画面上で見えるようにするためにはある程
度、高い位置での動作が必要。 

聴衆の反応 うなずき、笑顔などに加
え、声による反応も把握
しやすい。 

画面上の聴衆の大きな動作による反応は把
握できるが、笑い声などの音声による反応
はマイクをオフにしていると分からない。 

発表者への論評 口頭による論評の他、紙
に書くなどの方法で回収。 

チャット機能を用いると即座に聴衆全員か
らコメントの回収が可能。 

対面とオンラインによるスピーチ・セッションの主な違い。 



オンライン授業での工夫 
オンラインでのスピーチ・セッションの工夫 

● 参加学生は全員、ビデオをオンにして自分の顔が見えるようにして受講。 

● 発表の際には画面はギャラリー・ビューにして、参加者全員の反応を確かめながら
発表する。 

● 自分のパソコンのカメラの位置を確認し、画面上の聴衆とカメラとの両方を意識し
ながら、大事なところではカメラに向かって話しかけることで、聴衆に対してもアイ
コンタクトを心がける。 

● 聴き手は発表に対して大き目の動作で反応するように心がける。 

● 準備して発表を行う発表者に対しては、ホストが事前にレコーディング許可を与え、
発表者は自分のパソコンにレコーディング・ファイルを保存する。 

● 聴き手の学生は発表者に対するコメントや授業全体に対するコメントをチャット機
能を用いて送信する。発表者は発表後にすぐにフィードバックを確認できる。 

● 発表者はレコーディングした自分のスピーチを映像を通した客観的な視点でふり返
り、Delivery Critique Reflectionレポートを作成する。 

● 授業担当教員はレポートに対してコメントを記入して返却する。 



学生による発表観察レポート観点 
学生による発表観察レポートの記述の観点 

● Identify anything distracting in the opening moments of the talk. 

 冒頭で聴衆の興味や集中が妨げられるようなことがないか。外見、姿勢、立ち方は
どうか。 

● How was the eye contact? Did it create a sense of communication?  
 アイコンタクトは聴衆としっかりコミュニケーションを確立しているか。 

● How effective were the speaker’s (your) gestures, facial expressions, and movement? 
ジェスチャー、表情、動作はどうか。感情が表情に自然に反映されているか。 

● Identify any mispronounced or unclearly expressed terms. 
 発音に関し、不正確な母音、子音、アクセントの間違い、あいまいな調音はないか。

● How was the voice? Was the volume appropriate? Was there sufficient variation in 

pitch and rate to hold listener interest? 
 声の音量は十分か。声の高さ、速度など工夫されているか。声の変化は単調になっ
ていないか。 

● Identify any filler words and their frequency. 
 無用なつぶやきやためらいなどのfiller wordsの使用はないか。 

● Some additional words on the speech. 
 それ以外、映像の観察によって気づいたことはないか。  



学生による発表観察レポート例 

● 手書きによるレポート作成に比
べ、パソコンを用いてWORDで作
成させると記述の分量が大幅に増
える傾向が見られた。 



ビデオを通した観察と学びの意味 

ビデオ映像を通した学びの意味 

●  It’s difficult to be objective about your own speaking ability. But it can help to 
listen to yourself rehearse on a tape recorder. Better yet, take the traumatic step of 
seeing yourself on videotape. A convincing teacher. ―Roman, K. & Raphaelson, J. 
(1992). ‘Add Force to Presentations and Speeches’ Chapter 7 in Writing that works. 
New York: Harper Perennial Books, pp.102-103.   

● ... surprised and even shocked at the gap between subjective perceptions and 
“objective” reality. ―Richards, J. C. & Farrell, T. S. C. (2005), Professional 
development for language teachers. Cambridge University Press, p.36. 

● ... evaluate our actions in terms of their effectiveness  ―Harmer, J. (2001). The 
practice of English language teaching. London: Longman, p.293.   

● ... sequences of activities and careful monitoring are essential if continued 
development is to be nurtured. ―Skehan, P. (1998). A cognitive approach to 
language learning. Oxford University. Press, p.152, 

● ビデオ録画を観察することで自分のスピーチを聴く聴衆の視点を体験し自覚するこ
とができる。それにより第三者的視点、Reflective Selfの存在を少しずつ意識できるよ
うになる。結果として今まで気づかなかった自分のよい点や、今後改善したい点が明
確になり、他からの指摘に頼らず自ら修正を試みることにつながる。 


