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高等学校の英語科の授業では、文部科学省の検定を受けた教科書あるいは問題集等の副教材を使用する場合が多
いが、教材として作られたものではない素材（authentic materials）を教材として使うことが効果的であるとい

う研究が近年多く見られる。本論では、高等学校における英語の授業においてauthentic materialsを使用するこ
とが生徒の学習意欲にどのような影響を与えるかを考察したい。

キーワード：英爵教育 学習意欲 教材 authenticmaterials motivation

1．間預の所在：教科書等の使用

I」や「英語Ⅱ」の授業では、1つのセクション

日本の高等学校の英語科の授業では、文部科学省検定

（1〜2ページ分、約100〜150 括程度）に2

済教科書（以下「検定教科書」）を使用することが学校

時間以上かかってしまうことも多い。言語活動や

教育法で原則として規定されており＊1、また該当する検

本文内容のまとめなどを行う時間を含めれば、

定教科書が存在しない各校における学校設定科目におい

1，000語に満たない文章の読解に実質8〜10時間

ても、教材出版会社が製作した問題集などの教材を使用

かかってしまっていることになる。

するケースがほとんどである。しかしながら、これらの

題材の問題：出版各社が苦心して生徒の興味・関

検定教科書や同額集等には、授業で使用する上でいくつ

心を引く題材を集めて教科書の編集に当たってい

かの問題が存在している。まず検定教科書の持つ問題点

ることは十分承知しているものの、庵材自体に生

をいくつか挙げてみる。

徒をひきつける力のある文章はまだまだ少なく感

じる。生徒の興味・関心はまちまちなので100％
本文中に新出語句の占める割合が大きい：新出語

の生徒にとって興味深い題材を選ぶのは難しい

句として各ページの下欄にリストアップされてい

が、映像教材などの充実などにより生徒にとって

る語句の割合が大きく、本文の読解活動を行う際

さらに興味を持てる内容にしていただきたいと厳

には事前に語彙の学習を必要とする場合が多い≡2

っている。

もちろん、リストアップされている語句の全てが

「鮮度」の問題：検定教科書は制作・検定に少な

生徒にとって未習であるとは限らないが、それを

くとも3年かかるため、内容の時事惟にかけるこ

差し引いて考えたとしても、未習語の多さはスム

とが多い。例えば本校で使用している「英語Ⅱ」

ーズな英文読解を行う際には大きな支障となる。

の教科書であるNewStreamEnglishCourseII

用いられる文法事項に制約がある：英文法の基礎

2ndEd．（増進堂）のLesson8にはワンガリ・マ

を幅広く網羅しようとする狙いからか、各課に注

一夕イ氏の肋fね王几α摘ミ取り上げられているが、

目すべき文法項目が設定されており、その指導の

教科書の話題としては新鮮さを感じるものの、彼

ために読解活動の流れが妨げられたり、あるいは

女が「もったいない」という言葉に触れて感銘を

「この文ではこの構文を使うのは不適切ではない

受けてからすでに4年が経過してしまっている。

か」と思うような箇所も希にではあるが見受けら
れたりする。

次に、問題集等を使用する場合の問題点を考えてみた

インプットの量が制約を受ける：上記2つの問題

い。

が原因となり、ただでさえ限られた授業時間の中
で与えられるインプットの量は決して十分とは言

正解を求めることに終始しがちである：市販され

えない。例えば検定教科書を用いた本校の「英語

ている問題集の多くが大学の入学試験に合格する
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ことを目指しているため、間確集の中身も入試問

が高＜なる場合がある（Bacon＆Finneman，

題の形式をとっていることが多い。入試に合格す

1990，Citedin Baird，2004）。

るには高得点を取る必要があり、授業で間確集を

・ 自然な形でのコミュニケーションを促し、取り上

使用する場合は自ずと「英語運用能力を高める」

げた文化についてより多くのことを学ぶ助けとな

ことではなく「正しい答えを出す」ことが最大の

るだけでなく、批評的な思考をするための手助け

目標となってしまう。

となる（Erkaya．2005）。

4技能をバランスよく扱うことが困難：大学入試

＜欠点＞

の問題が概ね語彙・文法・読解の問題に限られて

・適切なauthenticmaterialsを探す時間、入手の

いるため、問題集に収録されている問題もそれら

難しさや費用が教師に負担になる（Baird，2004。

の分野のものに偏ってしまっている。授業の焦点

・ あまりにも速い、冗長な、あるいは非文法的な発

も当然ながら紆彙・文法・読解に偏重し、4技能

話によって学習者が混乱し、ストレスを感じ、学

をバランスよく扱うことは難しくなる。

習意欲を失うことがある（Nihei，2002）。
・ 学習者が持つ富治運用能力にあったmaterialsを

探すのは容易ではない。

これらの問題の多くに共通して言えることは、その間

・扱う素材によって、宗教や他の問題などに触れる

題の原因となっているのが「その教材が教材として作ら
れている」ことである。そこで、これらの問題点を解決

ことがあり、学習者によっては不快感を持つこと

する1つの方法として、言語教育を目的として作られた

がある。

教材ではなく、authenticmaterials（母語話者のため
に作られた書籍・記事・映像作品など）の使用が有効な

以上のように、authenticmaterialsの使用は必ずし

もいいことばかりではないが、特に動機付け・学習意欲

のではないかと考え、文献研究を行った。

に関する点で大きな利点があると考えられることから、

2．AuthenticmateriaJ＄の使用に粥する研究

本論では「authenticmaterialsの使用は英括学習に対

する生徒の学習意欲を高める」という仮説を立て、授業

Authenticmaterialsの使用について、これまでなさ

れてきた研究を元に、その利点と欠点についてまとめて

の実践を通してその仮説の実証を試みた。

みたい。なお、引用部分の日本綺訳は全て筆者により、
また引用でない部分は筆者自身の見解である。

3．夷践研究
3．1．授業科目
平成20年度において、私は必履修科目である「英

＜利点＞

爵Ⅱ」に加え、「人文社会・コミュニケーション系列」

・ 学習者がクラスでの活動と長期的なコミュニケー

の授業を2科目担当した。そのうちの1つである3年

ション上の目標との関連を意識することを可能に

する（H．D．Brown，2001，Citedin Nihei，次選択科目「Advanced English」（2単位、選択者

14 名）において、教材として下記のそれぞれの

2002）．

authenticmaterialsを使用した。

・ 文脈的にも豊かで文化的にも要を得た乗除の言語

を提供できる（Spelleri，2002）。

受請していた生徒の中には英検2級を取得した者も

・ 言語学習の面だけでなく、文化的洞察や実際への

2名いたが、大半は英検準2教程度の英語力を持ち、

応用という点で学習者の興味・関心を引く（ibid．）。

中には英検3級程度と思われる英語力しか備えていな

い者も数名いた。

・ Authenticmaterialsに触れさせることによって、

学習者の予測スキルを高め、不確かな状況への対

3．2．使用教材

処の仕方を上達させる（ibid．）。

①．蝕胱殉＝動馳90210（アメリカ作品、1990〜
1991年放映、邦領：「ビバリーヒルズ高校自

・ 異文化比較を通して異文化への認識を高め偏見を

取り除くことが出来る（Rogers＆Medley．

書」）

1988，CitedinBaird，2004）。

カリフォルニアの高級住宅地であるビバリー

ヒルズにある高校を舞台にした青春ドラマ。

・Authenticmaterialsがカリキュラムの中核にあ

る場合、そうでない場合と比較してより動機付け
−118−

授業では年間を通して使用し、口語表現の学習・

よ

く

登場人物の心情理解・異文化理解の素材とした。

り
あ て

は

・′含 Wたγ肋乃加乃−トエJ裏セJ川花dl穐′門一e〝Cαがf斤eαd

ま
る

Maps（Allan and Barbara Pease（2001）、邦

ま
る

題：「話を聞かない男、地図が読めない女」）

い

1，①のDVDはあなたの興味・ 10 口 0 0 0

男と女の違いについて心理学・生物学などの研

関心を引きましたか？

究をペースに論じる書。授業では1〜2学期に使

2．①のDVDはあなたの英語

用し、説明的文章の読解について学ぶとともに、

6

5

0

0

学習に役立ちましたか？

ディスカッションの素材とした。

3．②の文章はあなたの興味・ 4 7 0． 0 0

③ 耶me／br幻dざの各記事

関心を引きましたか？

（http：／／www．timeforkids．com／TFK／）

4．②の文章はあなたの英語学 2 7 ワ 0 0
習に役立ちましたか？

子供向けに善かれているインターネット記事。

5．③の記事の文章はあなたの

授業では2〜3学期にGrade4−6の記事を中心に

5

6

0

0

0

興味・関心を引きましたか？

使用し、時事問題を扱った記事の読解を行うとと

6．③の記事の文章はあなたの 5 6 0 0 0

もに、ディスカッションのための素材とした。

英語学習に役立ちましたか？

3．3．授業の進め方

7．③の記事をベースにしたデ

この授業は金曜3・4時限の2時間続きの授業であ

5

5

1−

÷0

0

イスカッションはあなたの興

味・関心を引きましたか？

る。毎回の授業は概ね次のような流れで行った。

8．③の記事をベースにしたデ

5 4 2 0 0 イスカッションはあなたの某
励ueゆガよggち902JOの視聴

語学習に役立ちましたか？

1

休憩（5〜10分）

実際に英語力の伸長がどの程度あったかを検証する資
料はないものの、少なくとも動機付けの面では十分に生

1

W毎肋軋‥の読解（1〜2学期）

徒たちの興味・関心をひきつけていると言える。また、

これは授業者の主観であるが、DVDを見るときに当初
耶me／br幻dβの記事の読解（2〜3学期）

は多くの生徒が日本語の字幕を見たがっていたが、回数
を重ねるごとに自分で文脈を推測しようとする姿勢が見

それぞれのセクションでプリントを作成し使用した。

られるようになった点、あるいはディスカッションにお

βeuerわ′‥．のプリントの一例を資料2、附け肋札‥のプ

いて自分の意見を英語で表現できる生徒が増えた点など

リントの一例を資料3、耶me／br幻dgのプリントの一

から、概して英語学常に対する積極性も向上したと思わ

例を資料4として後に付け加える。また、年間計画につ

れる。

いては生徒に配布したシラバスを資料1として添付する。
Section 2：それぞれの教材がどのような力を伸ばす

のに役立つかについての生徒の持つ印象（複数回答可、
4．考察

数字はその選択肢を選んだ生徒の数を示す）

授業の最終日に受講生徒を対象にアンケートを実施し、
authentic materialsが生徒たちの英語学習にどのよう

な効果をもたらしたかを検証したところ、次のような結
果を得た。なお、各項目の①〜③は上記3．2に記した各
使用教材の記号と対応している。（回答数11）
Sectionl：動機付け・英語力の伸長に関する生徒の
感覚についての質問
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0

という気持ちが強くなった（1）

【選択肢】

A：英語の発音 B：語魚（単語やイディオム）の知識

この授業を受けられてよかった（2）

C：英文法 D：リーディングの能力 E：リスニングの

1年間楽しかった（1）

能力

いろいろな言い回しを学べた（l）

F：スピーキングの能力 G：ライティングの能力

これらの記述からは、この授業に対して生徒たちは概

H：その他く回答欄に具体的に書いてください）

して肯定的な印象を持っていたことが分かる。ただ単純
に「楽しかった」だけではなく、実際に何かを学んだと

これらの質問についても、生徒個々のそれぞれの能力
が実際にどれだけ伸びているかを測る資料はないが、い

いう実感を生徒に与えることに概ね成功したと言ってよ

くつかの教材と活動を混ぜて使用することで、4技能を

いだろう。

バランスよく学習させることが出来ることを示している

5．まとめと今後の展望

と言える。

本論では、教科書や問題集の使用には問題点があり、
その解消にはauthenticmaterialsが有用であるという

Section3：授業についての自由記述（数字は同様の

考えの下、「authenticmaterialsの使用は英給学習に

回答をした生徒の数を示す）

対する生徒の学習意欲を高める」という仮説を証明する

＜この授業のよかったところ＞

ことを目的としてきたが、生徒たちを対象としたアンケ

・ DVDがおもしろかった（3）

ート結果から、その仮説は表面的には裏付けられたと貰

・ ディスカッションがよかった（2）

えるだろう。しかしながら、アンケートは生徒たちによ

・ 普通の英静の授業ではしないような内容でおもし

る主観的評価であり、その動機付けが実際に英請学習行
動にどのように結びついたのかを検証しなければ、仮説

ろかった（1）

の完全な証明には不十分であろう。

・ からだを使って学ぺて楽しかった（1）

今後は学習意欲・英語運用能力とも実際の効果をより

・ ネイティブの英欝を学べる（2）
・ 日常表現を学ぺて将来役立つと思った（2）

客観的に測る取り組みを行っていくとともに、さらに

・ みんなが興味を持てるものを使っていて楽しかっ

様々な authentic materials の授業での使用を試み、

より柔軟で効果的な授業の展開を図りたい。

た（1）

・ 時事同額を知ることが出来てよい（1）
・リスニングカと語彙知識が強まってとてもよかっ

＜注＞

＊1：文部科学省ホームページでは、教科書検定制度の

た（1）

・ 本場の英語の発音も同時に学ぺてよかった（1）

必要性について「小・中・高等学校の学校教育において

・WhyMen・・・の文章が非常におもしろく興味深か

は、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、
全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、

った（1）

適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請
されています。文部科学省においては、このような要請

＜この授業をもっと良くするには＞

にこたえるため、小・中・高等学校等の教育課程の基準

・ ビバリーも好きだけど、他のドラマやアニメも見

として学習指導要衝を定めるとともに、教科の主たる教

たい（1）

・外人＊3がほしかった（1）

材として重要な役割を果たしている教科書について検定

・ 今のままで十分（1）

を実施しています」と説明している。
（http：／／www．mext．go．jp／a＿menu／shotou／kyoukasho

＜その他、コメントを自由に＞

／gaiyou／04060901／003htm）

・ディラン＊4に会いたかった（1）
・ 英語に対する気持ちが変わった（1）

＊2：一例として、New Stream English CourseII

・ 最初は「日本語じゃないとつまらない」と思って

2nd Ed．（増進堂）のp．22では、本文が66綺、うち下欄

にリストアップされている語句が15語ある。この15椅

いたが、自分がどこまで聞き取れるかを試したい
一120−

を末習語だとすると、本文中に占める未習語率は約22．7
％となる。

＊3：「外人」とはおそらく外国人講師（ALT）のこと
であろう。本校には1名のALTが非常勤で勤務している
が、この授業には参加していない。

＊4：ディランとは月euerわ′〃i偵，90210の管場人物。お

笑い芸人のなだぎ武氏がそのパロディを演じており、生
徒たちもなだぎ氏のパロディはよく知っている。しかし
残念ながら、授業では彼が登場する前のシーンまでしか
進めなかった。
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【資料1】平成20年度「AdvancedEnglish」シラバス（生徒配布用）
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Exく】m＄

40

Ac†iviIio＄

40

Pcl州dpc州On

20

ows：

No†○＄
WriftenIo＄†onrocIdjngclndli＄†eningmcltericTI＄
● ● こ ● ● ●

ニ ●● ●

●l こ

AIIondqncoqndc州i†udo†owqrd†ho†q＄k＄

5．ThingsIopropclrO
・Pon＄，POnCHちOrq＄OrS
・A4用○

・Dic†ionc7ries（Engli＄h・JcIPClne＄eqndJopcIneSO−Eng］i＄h）
・Olhors：T8A
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Mon Doy 上由ね川∩9

和博d抽唱／晰伽9

‥霹だ●÷廿−1什

18

A州C厄ト1

Tqlk（コbou†yourse［f

25 丁Vdr（コmCl

A州C鹿1−2

ToLkqbou†yourse［f

4

5

Orien†q†ion

「nfo「

2

A州Clel−3

T（コIk（コbou††heq州Cle

16

A州C厄ト4

ToJkc）bou††he（コ州Cle

23

A州C】eト5

Tc］lkc］bou＝heQrlicle

30

A州C厄卜占

Tc］lkc］bou十†he（コrTicle

6

A州Cleト7

Tc11k（コbou††heQ用Cle

13

A州Clel−8

Tc］lkobou†theq用Cle

20

A州Ctel−9

Tローkobou††heq州cle

27

A州C厄1−10

Tc］lkclbou††hec］州Cle

9

Noナe

6

7

Fin01exomp酎iod

4
5

A州C厄2

Discussionon†he（〕州cle

12

A州C厄3

Discussionon†he（コr11cle

19

A州Cle4

Discussionon†hec］rlicle

26

A州C暮e5

Discussionon†heorncle

3

A州C厄d

Discussionon†hec］rlic．e

10

A輔C厄7

Discussionon†hec）rTicle

17

A州C厄8

Discussionon†he⊂】rlicle

31

A什icle9

Discussionon†heclrlic［e

9

10

Discussionon†he（コrficJe

23

A珊Cteld

Discussionon†heo州CJe

30

Fjn（〕IexomPeriod

（注）表中のことばが指すものは次の通りである。
TVdr且ma：月gper妙∬i〃ちタ紺ヱ￠

A血ielel・1〜l・10：耶料肋れか0几−fエねf帥α几dⅥbme柁Cα几−‖払血ほ桓卵
A鵬iele2〜16：耶桝e仲r∬i（ねの記事
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【資料2】BeverlyHills，90210のプリント例
AdvQnCedEnglish2008
80VOrlyH＝＄，90210
Epi＄Od01（0：00：00−0：05：15）

Work＄h00†

Pre−WC汗chingques†ion＄

1・DoyouknowanythingaboutBeverlyHills？
2．Haveyoumovedtoanothertown？Ifyes，howdidyoufeelthen？

WqIch（】ndfindouI1
3．Whatistherelationbetweentheboyandthegirl？
4．Whatistheboy

sname？

5．Wheredidtheycomefrom？
6，Whatisthenameoftheschool？

Koyoxpros5ion＄
A．Ⅰ■mpsycbed．
B．One−hourdelayduetothree−Vehicle…
C．Ⅰ−11bedowninasec．
D．Firstimpressionsareincrediblyimportant．

E，Everybodyherelooksliketheysteppedoutofamusicvideo・
F．YbuTregonnamakeuslate．

G．％ugottahelpmepickoutsomethingtowear．
H．Ⅰ

mnotgonnamissMinneapolis．Nobodyknowsmehere・IcouldbeanybodyこIcouldbe

somebody.
l．Shetsgottagochangeherclothes．

J．Ⅰ−11skipbre舶st．
K．Ithinkwe

regonnaneedaraiseinourallowance．

WotchQndfindout2
7．WhywasitsomessylnSidethehouse？

8．HowdidBrendaandBrandon鎚elbeforeleavlngforschool？

9．HowdidBrendaandBrandonfbelwhentheyarrivedatschool？
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（InBrandon−sbedroom）
Brandon：Firstdayofschool．Strangecity，neWhouse，nOftiends．AI−mpsyched．

（InBrendafsbedroom）

Brenda：Nothingtowear．No．Ⅰ一vegotnothingtowear．…Great．・

No．

（Inthediningroom）

Radio：Andwe■vegotaSig−AlertontheSantaMonicalOFreewayeastbound・邑9旦弓j！叩壬坦璧亘り9＿t9
three−Vehicle…
Dad： Honey；it■sgridlockoutthere．Igottarun．

Mom：CI．11bedowninasec．
Radio：…makingitslowgolnginbothdirections．

（Inthecorhdor）
BTmda：Mom，let−sgoshoppingtoday；andI．11gotoschooltomorrow・畔ぎ苧！jf9騨冥号弓埋り苧＿饗9薫∈て申室七郎

important．
Mom・： Honey；yOuCanmakeawonderful且rstimpression．
Brenda：申yfF3Eセ9如奥qてeJ垂学J享寧9．坤璧挙手学理雪中＿9姐9f旦fP具野鼠Yi亘聖・Idon．tevenhavetherighthair・

（InBrandon■sroom）
Brenda：Brandon，getup，Wakeup，FyOu

regonnamakeuslate．

Brandon：Givemeonegoodreason．

BTmda：GYbugottahelpmepickoutsomethingtowear
Brandon：What

sthedi飴rence？

Brenda：Brandon，IknowyouwereMr・Popularitybackhome，but可二聖書9tBq早！望埋草苧苧＿軍政野卑P9！桓・

Nobodyknowsmehere．IcouldbeanybodylIcouldbesomebodyl

BTYlndon：Likewhat？Homecomlngqueen？
か帥dα：Right．
Brandon：Hey，look，Whynot？Imean，yOu

recuteenough．（Brendagoesout）Hey，yOurememberthatblack

TLshirtyouworeatDeniseBaum■sFourthofJulyparty？Thatwascool．
月柁几dα： …No．

月相打do乃：Oka沸点ne．

（Inthekitchen）
Brandon：Soshespendsanhourinfrontofthemirror；andnow亘桓擾儲里鼠gP＿∈喚禦阻中堅9！Q鴎9学：…Where●s
thetoaster？（Momthrowsoutthetoaster）‥・JJ里長桓ip如号争軸

（Atschool）

Brenda：KIthinkwe′regonnaneedaraiseinourallowance．
月m花do花：Yeah．
月re几dα：1reah．
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【資料3】WhyMenDon−tListenandWbmenCan，tReadMapsのプリント例

AdvqncedEnglish2008
A州C鹿1−1

1．Beforerec］ding†hep⊂）SSC］ge，qn＄Werthefo‖owJngqueStions・

Ql．Doyouoftengotoatoiletwithyourfriends？
a．Yes．
b．No．

Q2．Doyoulikezapping（＝ChangingthechannelsofTVfrequently）？
a．Yes．Idon′twanttowatchcommercials．
b．No．Idon′tmindwatchingcommercials．

Q3．Doyouleavethetoiletseatupordown？
a．Tleaveitup．
b．Ileaveit down．

Q4．Whatdoyoudowhenyougetlost？
a．Asksomeonefordirections．
b．Lookforapolicebox．
C．Lookatamapverycarefully．
d．Keepwalkingandtrytofindthedestination．

2．Re⊂】d†hepcl＄＄QgOC‡ndfo‖owIhoin＄†rucIionsboIow．

SomoThingsAr00bvious
When a man goes to a toilet，he usua11y goes for one reason and one reason only．Women use

toilets as sociallounges and therapy rooms．Women who go to a toilet as strangers can come out
bestfriendsandlifelongbuddies．Buteveryonewouldbeinstantlysuspiciousofthemanwhocalled

out，‖Hey，Frank，T′mgoingtothetoilet．Youwannacomewithme？．

MendominateTVremotecontroIsandflickthroughthechannels；WOmendon′t mindwatching

the commercials． Under pressure，men drink alcoholandinvade other countries；WOmen ea

Chocolateandgoshopping．

Women criticize men for beinginsensitive，unCaring，nOtlistening，nOtgiving enoughlove，n
beingcommittedtorelationships，turningthetemperaturedown，andleavingthetoiletseatup．

Mencriticizewomenabout theirdriving，fornot beingable toread street directories，forturni

mapsupsidedown，fortheirlackofasenseofdirection，fortalkingtoomuchwithoutgettingt

point，turningthetemperatureup，andforleavingthetoiletseatdown．Mencanneverfindap
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socksbut theirCDsareinalphabeticalorder．Womencanalwaysfindthemissingsetofcarkeys，

bulrarely the most direct route to their destination．Men think they′re the most sensible sex・
Womenknowtheyare．

Ifawomanisout drivingandgetslost．she′11stopandaskfordirections．Toaman，thisisa

signofweakness．He′11drive roundincirclesforhours，mutteringthingslike，nI
waytogetthere一．or一一Hey．IrecognizethatpetroIstation！

（AdaptedfromAlanandBarbaraPease（2001）：附yMenDon tListenandWt）menCan（tRead
〟dpSノ

くIn＄Iruc†ion＄＞

l）〕nderline十hep（コrrS十hcけrefer†owomeninred・
2）〕nder［ine†hep（コ什S十h（コ†refer†omenin（コC010rO†her†honred・

3．AnswerIhoquo＄†ionsb010W．

Ql．Doyouagreewithallthispassage？lfno，Whichpartdon′tyouagreewith？

Q2．Doyouthinkthispassageiswrittenbyamanorawoman？
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vefoundanew

【資料4】TimeforKidsの記事のプリント例

Adv□nCedEng帖h2008
A州ClelO
1．Pre・reCldingdiscussions

Ql．WhowonthepresidentialelectionheldonNovember4ththisyear？

Q2．DoyouwanttochoosetheprimeministerofJapanbyyourselves？

2．Rec］ding†hepcIS＄CIg

WhoReauyPicksthePresident？

election 選挙
Inmostelections，thecandidatewiththemostvoteswins．Butwhenitcomes

topickingauS．President，thingsaren′tquitesosimple．WeeksafterElection
Candi（1ate 候補者

Day，agrOupOf538peoplecalledtheElectoralCollegewi11actuallyelectthe
President．

Whenit comestenn
to・‥

…ということにな

HereノshowtheElectoralCollegeworks．Eachstateisassignedanumberof
れば、…については
electoralvotes，basedonitspopulation（seemap）．The538electoralvotersare

ElectoralCollege

chosenbypoliticalpartiesineachstate．Acandidateneeds270votestobecome

大統領選華人団

President．rfnocandidate getsamajorityofelectoralvotes，membersofthe
House of
Representatives

HouseofRepresentativeschoosethePresident．

下院

Thisyear，theelectorswillvoteonDecember15．In48states，thewinnerof
elector 選挙人

thepopularvotegetsallofthatstate′selectoralvotes．InMaineandNebraska，

theelectoralvotescanbesplitbetweenthecandidates．
（AdaptedfromAndreaDelbanco，TimeforKids，WorldReport：November7，2008）

3．ComprehonsionQuesIions
Ql．HowmanypeoplearethereintheElectoralCollegeintheU．S．？
Q2．HowmanyvotesoftheElectoralCollegearenecessaryforapersontobethePresident？
Q3．WhenwillthenextPresidentofficiallybedecided？

4．Posトrec］dingDiscussion

Q．AmericanpeoplecanvoteforthenextPresidentvirtuallydirectly．whileJapanesepeople
can′t（theprimeministerischosenintheDiet）．Whichsystemdoyouthinkisbetter？
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