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自己の映像を利用した英語プレゼンテーション改善に関する研究
―1 人とペアでは映像視聴の際にどのような違いが生じるか―
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本研究では英語によるプレゼンテーションを改善するには自分自身を録画した映像を視聴
することが有効である と考え、プレ ゼンテーショ ンを録画した映像を視 聴する際、 1 人で視聴
することとペアで視聴 することを比 較した。ペア で視聴した方がより多 くの項目につ いて自己
評価が高くなり、準備、自信 、流暢さに ついてよ り高く自己評価するこ とから、ペ アで視聴す
ることで準備が必要な 点が明確とな り、その結果 、適切に準備をすることが でき、流暢で自信
を持って発表できるよ うになったの ではないかと 考えられる。プレゼ ンテーションを 改善した
い場合は、自分だけで はなく、他者 の視点、評価 を取り入れることが重 要であると考 える。
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1. はじめに
学校、ビジネス、いずれの場においてもプレゼンテーションを実施する機会はある。プ
レゼンテーションを改善するために、プレゼンテーションの様子をビデオ撮影するという
方法が考えられる。プレゼンテーションを以前はビデオカメラを用いて撮影したものだが、
今日ではスマートフォンやタブレット PC などで簡単に撮影できるようになった。撮影し
た映像を視聴する際に期待される効果にモデリング( Bandura, 1969)がある。モデリングとは
社会的学習理論の一部であり、他人の様子を見ることで学習することができるという理論
である。メディアの発達につれ、映像を通じてもモデリングが可能となった。さらに、映
像を 利 用す る こと で 他人 だけ で なく 自 分自 身 を モデ リ ング す る 自 己 モデ リン グ ( Dowrick,
1983) も可能である。
また、どのように映像を視聴するかも考慮しなければならない。自分一人で視聴する際
に行う自己評価と学習者同士のペアやグループ、または指導者と共に視聴して行う相互評
価は過程や結果が異なるだろう。自己評価では自身の欠点を直視しない学習者が存在する
（藤原, 2007a）。相互評価では相手も自分を評価する場合、そうでない場合に比べて相手
に高い評価値をつける場合があり、教員の評価と比較すると、評価する相手に評価されな
い場合の方がより適正である（藤原, 2007b）といった問題点もある。しかしながら、ビデ
オオンデマンドとウェブデータベースを利用した相互・自己評価システムを用いたプレゼ
ンテーションの授業で、学習者の意欲が向上した(布施ら, 2002)という利点もある。
2. 目的
ペアで視聴する方が１人で視聴するよりも多くのことに気づき、プレゼンテーションが
改善されるだろうと仮説を立て、プレゼンテーションを撮影したビデオを１人で視聴する
のが良いか、ペアで見ながら話し合うのが良いのかを検証する。
3. 方法
3.1
実験デザイン
東京都内の大学に所属する学生 60 名（男性 30 名、女性 30 名）に英語でプレゼンテー
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ションを行ってもらった。最初に自己紹介をするプレゼンテーションの簡単なテンプレー
トを配布し、原稿を作成させた。次に、プレゼンテーションを評価するためのチェックシ
ートを提示し、原稿を暗記することが望ましいと伝えた上で、プレゼンテーションの準備
をしてもらった。その後、ペアになり、お互いのプレゼンテーションをタブレット PC で
練習のプレゼンテーションと本番のプレゼンテーションの 2 回撮影した。被験者には 1 人
につき 1 台のタブレット PC(Microsoft Surface pro 3、Windows 8)とイヤホンが与えられた。
撮影した映像視聴後、自分１人で視聴するのとペアで視聴するのとの違いを調べるために 、
１人で視聴する群（男女各 15 名）とペアで視聴する群（男女各 15 名）に分けた。
プレゼンテーションの準備をした後、練習用のプレゼンテーションとしてビデオ撮影を
した。そのビデオを 1 人、またはペアで視聴後、自分でチェックシートを用いてプレゼン
テーションを評価した。再度準備を行い、本番用のプレゼンテーションとしてビデオ撮影
をした。そのビデオを視聴後、１人またはペアで視聴後、自分でチェックシートを用いて
プレゼンテーションを評価した。
3.2 調査内容
練習時と本番時のプレゼンテーションのビデオについて 18 項目の質問を用意し、5 段階
で回答してもらった。（1. まったくそう思わない、2. あまりそう思わない、3. どちら
とも言えない、4. 少しそう思う、5. 非常にそう思う）
4. 結果
まず、練習と本番のプレゼンテーションの評価を比較するために、SPSS Version 22 を用
いて対応ありの t 検定(5%水準)を行った。次に、1 人で視聴した時とペアで視聴した時の
評価を比較するために、対応なしの t 検定(5%水準)を行った。
1 人で視聴した群は練習時と本番で「よく準備をした。」、「暗記できた。」、「自信
を持って発表できた。」、「快適だった。」、「表情が適切だった。」、「姿勢が良かっ
た。」、「声の大きさが適切だった。」、「声がはっきりしていた。」、「間が適切だっ
た。」、「全体的に見て、適切なプレゼンテーションだった。」の 10 項目で有意差があっ
た。
ペアで視聴した群は練習時と本番で「よく準備をした。」、「暗記できた。」、「自信
を持って発表できた。」、「快適だった。」、「アイコンタクトを取ることができた。」、
「ジェスチャーが適切だった。」、
「表情が適切だった。」、
「声の大きさが適切だった。」、
「声がはっきりしていた。」、「流暢だった。」、「発音が適切だった。(カタカナ英語で
はなかった。）」、「トーンが適切だった。」、「間が適切だった。」、「全体的に見て、
適切なプレゼンテーションだった。」の 14 項目で有意差があった。
１人で視聴する群とペアで視聴する群との比較では、「よく準備をした。」、「自信を
持って発表できた。」、「流暢だった。」、の 3 項目で有意差があった。
5. 考察
項目数から見ると、ペアで視聴した群の方が自己評価が高い項目が多か ったことから、
ペアで視聴する方が自己評価が高くなることがわかる。内容としては１人で視聴した群は
「姿勢が良かった。」という外観 を高く評価した一方、ペアで視聴した群は「アイコンタ
クトを取ることができた。」、「ジェスチャーが適切だった。」、「流暢だった。」、「発
音が適切だった。(カタカナ英語ではなかった。）」、「トーンが適切だった。」のように
外観が 2 項目に対し、プレゼンテーションについて 3 項目で高く評価したことから、ペア
で視聴した方がプレゼンテーションが改善したと感じていたと思われる。
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両群を比較し、ペアで視聴した方が自己評価が高くなった項目が「 よく準備をした。」、
「自信を持って発表できた。」、「流暢だった。」ことを考えると、ペアで視聴すること
で準備が必要な点が明確となり、その結果、適切に準備をすることができ、流暢で自信を
持って発表できるようになったのではないかと考えられる。藤原(2007b）のようにパート
ナーから高い評価を得たことでそれが自信となり、自己評価も高くなったのかもしれない。
6. まとめ
本研究ではプレゼンテーションを 録画した映像を視聴する際、1 人で視聴することとペ
アで視聴する ことを比較した。ペアで視聴した方がより多くの項目について自己評価が高
くなり、準備、自信、流暢さについてより高く自己評価することから、ペアで視聴するこ
とで準備が必要な点が明確となり、その結果、適切に準備をすることができ、流暢で自信
を持って発表できるようになったのではないかと考えられる。プレゼンテーションを改善
したい場合は、自分だけではなく、他者の視点、評価を取り入れることが重要であると考
える。
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