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Ⅰ.あいさつ

語いと英語教育（第19集）の発行にあたって

東京都中学校英語教育研究会 会長 新井田 晃

Teacher Talk の研究に取り組んで４年間、東京都中学校英語教育研究会研究部は、長

勝彦研究部長を先頭に、飽くことなき研究をつづけてまいりました。

昭和52年から始まる「語いと英語教育」が今年度19号の発行をみました。その間

Teacher Talk の効用について、授業実践・研究を進めて４年目を迎えております。今年

度は特に、どのように を使うことが有効か、について研究部員の授業実Teacher Talk

践を通して検討を重ねてまいりました。

一方、 は に傾き、 の学習活動が弱まってTeacher Talk Teachercentered Studentcentered

いくのではないかの指摘に対し、 の効用を明らかにし、実証されつつある、Teacher Talk

とうけとめています。

その集大成とも言える、中英研研究部発表会が平成８年２月15日（木）に江東区立

南砂中学校で開かれます。石井 亨教諭の実証授業と研究発表会は中英研の事業の中

でも特に力を入れており、内容の充実の面でも価値の高いものと確信しております。

私達英語教師にとって、授業が生命であり、その研究、指導法の工夫が責務である

と考えます。この意味において、研究部の永年の研究実績と創意工夫から生まれた T

eacher Talk の共同研究とその実証には大いなる期待と信頼が寄せられております。こ

の研究の成果をもとに、東京都各区市の中学校で英語の先生方一人ひとりが、日々の

授業で活かされ、生徒達の コミュニケーション能力・態度の育成に役立ててくださる

ことを願ってやみません。

終わりに、長 勝彦研究部長をはじめ、研究部の先生方、ご指導・ご助言いただき

ました諸先輩の先生方、指導講師の先生に深く感謝申し上げます。



- -2

Ⅱ. 研究経過

東京都中学校英語教育研究会・研究部では、1976年（昭和51年）より下記のような研究を継

続的に行ってきた。今年度の研究もこの延長線上にあるものである。 （※A

＝日本人同志の ※ ＝日本人と外国人との ）Team Teaching Team TeachingB

1976（昭和51）年度 「英語教師のニードとその資料源」

研究授業者：森永 誠（北区立赤羽台中学校）

1977（昭和52）年度 「英語教師のニードとその資料源 その２」

「外来語と英語教育（１）」

－小学校高学年教科書に現れた外来語リスト－

※ 研究授業者：里見 光昭氏・宗政 剛郷（千代田区立麹町中学校）A

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1978（昭和53）年度 「外来語と英語教育（２）」

－中学校英語教科書に現れた外来語リスト－

研究授業者：野中 清（江東区立深川第二中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1979（昭和54）年度 「外来語と英語教育（３）」

－外来語の強勢付加によっておこる変化－

※ 研究授業者：萩野 浩氏・須田 昌義（千代田区立一橋中学校）A

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1980（昭和55）年度 「外来語と英語教育（４）」

－英語の意味別頻度と外来語・英語の意味とのかさなり－

研究授業者：後関 正明（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1981（昭和56）年度 「外来語と英語教育（５）」

－フォニックス（つづり字と発音のルール） －

研究授業者：小林 幸子（千代田区立錬成中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1982（昭和57）年度 「外来語と英語教育（６）」

－選定語いについて －

研究授業者：小西 照明（足立区立伊興中学校）

指 導 講 師：堀口 俊一（東京学芸大学）

1983（昭和58）年度 「語いと英語教育（７）」

－選定語い（２）・発表語い（１）・外来語と英語教育（７）－

研究授業者：長 勝彦（江東区立第三亀戸中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）
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1984（昭和59）年度 「語いと英語教育（８）」

－発表語い（２） 1. 生徒の立場からみた

2. 教師の立場からみた 外来語と英語教育（８）－

研究授業者：蔦原 秀子（新宿区立西戸山中学校）

指 導 講 師：森住 衛（大妻女子大学）

1985（昭和60）年度 「語いと英語教育（９）」

－「英語基本語い1000語」と「補足460語・外来語（英語）400語」Interim Report
「外来語と英語教育（９）」言葉遊びをとり入れての指導実践例 －

研究授業者：長 勝彦（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）

1986（昭和61）年度 「語いと英語教育（10）」

－ . 英語・基本語い1000語・A Appendices
B. 授業の中でどのように語いをふやすか

C Communicative Language Teaching. ＣＬＴ（ ）について

1. ＣＬＴ研究の必要性

2. ＣＬＴの共通特徴

3. 日本の教育現場におけるＣＬＴの取扱い方

4. ＣＬＴに必要な諸要素

5. 教師の果たす役割と活動

6. 学習者理解－

※B 研究授業者：日薹 滋之・ . ( )Ms Yvonne Broekman Australia
（新宿区立牛込第三中学校）

指 導 講 師：隅部 直光（大妻女子大学）

1987（昭和62）年度 「語いと英語教育（11）」

A. 基本語いの定着化

－授業の中でどのように語いをふやすか（ 2 ） －Part
（ , , を行って ）Bingo Game Guess Work Pair Work & Skit

B CLT Communicative Language Teaching CF Communicative Functions. ( )と ( )

について －東京都公立中学校で使用されている４種類の教科書に現れ

る (言語機能) (言語形式)の学年別 －Functions /Forms Function List
C Assistant English Teacher. に関するアンケート調査のまとめ

－ 導入の年数・採用方法・派遣状況・派遣時数・その他－AET
※ 研究授業者：青木 弘子・ . ( )B Mr Phillip Roberts Australia

（新宿区立牛込第三中学校）

指 導 講 師：塩澤 利雄（宇都宮大学）

1988（昭和63）年度 「語いと英語教育（12）」

A NHK dialogs. ラジオ続基礎英語（1986.4 ～ 1987.3）の に現れる

伝達機能とその言語形式

B. 日常の授業で活用できる伝達機能とその言語形式

(1)意志を伴う機能

(2)感情を伴う機能
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（３）相手の行為に影響を与える機能

（４）挨拶等社交上の機能

※ 研究授業者：福井 康真・ . ( . . .)B Ms Robarta Schudrick U S A
（千代田区立九段中学校）

指 導 講 師：萩野 浩（聖徳短期大学）

1989（平成元）年度 「語いと英語教育（13）」

CLT Communicative Language Teaching CF Communicative Functions( )と ( )

について東京都公立中学校で使用されている４種類の教科書に現れる

Functions / List（言語機能） 例文の

※ 研究授業者：鶴田 峰子・太郎良 博（大田区立南六郷中学校）A

指 導 講 師：斎藤 誠毅（神奈川大学）

1990（平成２）年度 「語いと英語教育（14）」

A. 日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続）

－実情報にかかわる機能－

B. 東京都公立中学校における英語教育実態調査報告

※ 研究授業者：山本 展子・ . （江東区立深川第七中学校）A Mr Frank Berberich
指 導 講 師：島岡 丘（筑波大学）

1991（平成３）年度 「語いと英語教育（15）」

日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続々）

－意志・感情にかかわる機能の言語形式の について－Register
研究授業者：二宮 正男（狛江市立第一中学校）

指 導 講 師：青木 昭六（愛知学院大学）

1992（平成４）年度 「語いと英語教育（16）」

A Teacher Talk. (1)

B. 日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式

－意志・感情にかかわる機能の言語形式の に対するRegister Native
Speaker Commentsの －

研究授業者：北原 延晃（杉並区立和田中学校）

指 導 講 師：上田 明子（津田塾女子大学）

1993（平成５）年度 第17回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会

Teacher Talk (1) 研究授業者：杉本 薫（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）

1993（平成５）年度 「語いと英語教育（17）」

Teacher Talk (2) 研究授業者：重松 靖（府中市立第七中学校）

指 導 講 師：金谷 憲（東京学芸大学）

1994（平成６）年度 「語いと英語教育（18）」

Teacher Talk (3) 研究授業者：三浦邦彦（足立区立第三中学校）

指 導 講 師：森永 誠（聖徳大学短期大学部）
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Ⅲ． TEACHER TALK (4)

（１）本年度の研究に至る過程

『語いと英語教育（10）』では今までの文法・構造中心の授業だけでは真の伝達能力の育成

にはつながっていないという反省に立って を取り上げた。Communicative Language Teaching

『語いと英語教育（11）』 『語いと英語教育（14）』～ では （言語機Language Functions

能）と （言語形式）を調査・研究してきた。言語機能に応じていろいろな場面Language Forms

で適切な言語形式を用いて表現できることがコミュニケーション能力の育成につながると考え

た。

『語いと英語教育（12)』 『語いと英語教育（14）』と では とLangauge Functions Language F

orms を日常の授業で活用できるように整理した。前者では意志・感情等にかかわる機能、後

者では実情報にかかわる機能を取りあげ、各学年で使用可能な言語形式の recommended list

を作成した。

『語いと英語教育（15）』では意志・感情等にかかわる機能（①意志を伴う機能②感情を伴

う機能③相手の行為に影響を与える機能④挨拶等社交上の機能）の言語形式の （言語register

の使用域）についての調査・研究をした。 に対してアンケート調査を行い、そNative speakers

れをもとに の を作成した。Formal, Neutral, Informal list

『語いと英語教育（16）』では、授業の各場面で、教師は生徒にどういう言葉を使っている

のかを研究した。研究部員の授業を に録画し、 に焦点を当てて表現を拾い出VTR Teacher Talk

した。

『語いと英語教育（17）』 『語いとでは の必要性及び活用を検討するとともにTeacher Talk

英語教育（16）』で拾い出した表現を意志・感情等にかかわる機能について分析した。

『語いと英語教育（18）』では、前年度の 分析で出てこなかった機能は、他のTeacher Talk

授業でも出てくる可能性が低いのか、また、それらの機能を意識して授業を進めた場合、どの

程度の言語機能が網羅できるのかの２点に注目して、より多くの授業を分析した。さらに、Te

acher Talk に現れた未習語いとその頻度についてパイロット調査をした。

（２）本年度の研究過程

本年度は について４年目の研究を迎えた。前年度までに出された「Teacher Talk Teacher Talk

は な授業につながるのではないか？」という疑問に答えるために、Teachercentered Teacher Tal

k Student Talkと の使用割合の先行研究との比較で量的分析を行った。

同時に昨年度行った の中に現れる生徒の未習語いの調査をさらに進めた。Teacher Talk
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（３） と授業分析Teacher Talk

①分析を行った授業

今回分析をまとめた授業は以下のとおりである。指導案は15ページ、未習語いリストは 12

ページを参照されたい。

授業の時期 授業形態及び主な言語活動／学校／授業者（授業の公開）

１ 1993.11.5 の疑問文を使ったWhat Group Work

１年２学期

墨田区立錦糸中学校 石井 亨

（関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会）

２ 1993.11.5 現在進行形を含むスキットの練習

１年２学期

墨田区立両国中学校 杉本 薫

（関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会）

３ 1995.2.20 形容詞の最上級 原級 を使った〈 〉the most + Pair Work

２年３学期

足立区立第三中学校 三浦 邦彦

（東京都中学校英語教育研究会研究部研究発表会）

②分析の方法

『平成２年度 英語の表現力を高める指導法の研究』（東京都立教育研究所）を参考に、授

業のビデオ録画を再生しながら次の発話数をカウントした。

a.教師の日本語の発話数

b.教師の英語の発話数

c a b.教師の総発話数 （ .教師の日本語の発話数）＋（ .教師の英語の発話数）

d.生徒の日本語の発話数

e.生徒の英語の発話数

f d e.生徒の総発話数 （ .生徒の日本語の発話数）＋（ .生徒の英語の発話数）

g a d.日本語の総発話数 （ .教師の日本語の発話数）＋（ .生徒の日本語の発話数）
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h b e.英語の総発話数 （ .教師の英語の発話数） ＋（ .生徒の英語の発話数）

なお、上記先行研究を選択した理由として、研究部に所属する２名（北原、日薹）が上記都

研の調査委員として授業分析に参加したことと、発話分析表にその授業のカテゴリー分析の結

果が掲載されており、今回の中英研の分析結果と比較しやすいことによる。

【資料】先行研究（都研）の概要

抄 録

英語における表現( )は「話すこと」( )の技productive skills speaking

能

と「書くこと」( )の技能である。本研究は表現力を高める指導法writing

についての２年間の継続研究であるが、平成２年度は中・高一貫した

「話すこと」の指導の創意・工夫に関する研究を行った。文献研究では

「話すこと」に関する内外の先行研究や実践報告書を収集し、分析・検

討を加えて授業研究と実践に生かした。授業実践のための事前研究では

中学・高校14校の生徒の「話すこと」の実態調査の結果を踏まえて効果

的な言語材料の開発と工夫・改善、教具の考案、 ・ 機器の活用OV AV

等に

ついて充分検討した。13回の授業実践の考察と教師・生徒の発話分析の

結果から生徒の「話すこと」の技能を高めるためには言語相互作用を多

様な授業展開の中で促進することである。言語相互作用の機会は ora l

introduction pair workにおける質疑応答、 における対話文を用いたやり取

り、 を用いた 、英語による自己表現と短いスピーチ等が有skit role play

効な学習形態であることが実証できた。さらに「 話すこと」の技能を

伸長させるためには、他の技能として「書くこと」と「聞くこと」の技

能が関連性が極めて高いことを再確認した。「書くこと」の技能との関

わりとしては、 と の対話対話文を用いたやり取り、pair work role play

skit role playを用いた 、英語による自己表現と短いスピーチ等が有効な

学習形態であることが実証できた。さらに「 話すこと」の技能を伸長

させるためには、他の技能として「書くこと」と「聞くこと」の技能

が関連性が極めて高いことを再確認した。「書くこと」の技能との関わ

りとしては、 と の対話文や自己表現のためのスピーpair work role play

チ

原稿の作成が「話すこと」の活動の基盤となる。「聞くこと」の技能は

話せる内容への応答を促すうえで「話すこと」の技能の育成に不可欠で

ある。

『平成２年度 英語の表現力を高める指導法の研究』（都立教育研究所） .2 よりp
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③分析結果の表とグラフ 東京都立教育研究所「平成２年度英語の表現力を高める指導法の

学校／授業 「英語の表現力を高める指導法の研究」平成２年度
項目 Ａ中学 Ｂ中学 Ｃ中学 Ｄ中学 Ｅ中学
教師の総発話数 453 874 669 707 97978.6 69.6 66.8 56.4

教師の日本語の発話数 166 419 465 562 19528.8 33.4 46.5 44.9

日本語の総発話数 172 504 501 661 21429.9 40.2 50 52.8

生徒の日本語の発話数 6 85 36 99 191 6.8 3.6 7.9

生徒の総発話数 123 381 332 546 40221.4 30.4 33.2 43.6

生徒の英語の総発話数 117 296 296 454 38320.3 23.6 29.6 36.2

英語の総発話数 404 751 500 592 116770.1 59.8 50 47.2

教師の英語の発話数 287 455 204 138 78449.8 36.3 20.4 11

総 計 576 1255 1001 1253 1381
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研究」の発話分析データに、今回分析を行った３授業のデータを収録した。

注：表の中の数字は各項目における と発話数
総発話数 総 に対する割合(%)( 計) である。
なお、都立教育研究所の分析の中の「Ｅ
中学校２学年」「Ｇ中学校３学年」の授
業者は、それぞれ本研究部所属の北原、
日薹である。

都立教育研究所より 今回分析した授業
Ｆ中学 Ｇ中学 Ｈ中学 ①石井 ②杉本 ③三浦

70.9 78 73.6 68.5 39.6 70 651141 1007 641 209 826 783
14.1 49.2 4.7 5.7 0 6.6 2.2720 64 53 0 78 26
15.5 55.9 6.7 11.3 0 6.9 2.3818 91 106 0 81 28
1.4 6.7 2 5.7 0 0.3 0.298 27 53 0 3 2

29.1 22 26.4 31.5 60.4 30 35322 361 295 319 354 422
27.7 15.3 24.4 25.9 60.4 29.7 34.9224 334 242 319 351 420
84.5 44.1 89.7 88.7 100 93.1 97.7645 1227 830 528 1099 1177
56.8 28.8 68.9 62.8 39.6 63.4 62.8421 943 588 209 748 757

1463 1368 936 528 1180 1205
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④分析にあたって留意したこと

授業１～３（石井、杉本、三浦）の分析については次の点に留意した。

a.次の発話内容はカウントした。

1.文・語（句）のリピート 4. . .などの１語のほめ言葉Good Excellent

2.個々の生徒の発話 5.あいさつ

3.クラス全体の発話

b.次の発話内容はカウントしなかった。

1. の声 3.生徒の呼名Bingo!

2. . . .などの授業者の口癖 4.歌O K All right

c.授業の発話の量的分析を行う際に、上記の分析表は、一斉授業を分析するには適してい

ると思われる。しかしペアワーク、グループワーク中の生徒同士の発話すべてを記録す

るのは不可能なため、今回は代表的なペアの発話のみを記録・分析した。

d.記録ビデオの録音音声の関係で、机間指導中個々の生徒に対して行った教師の小さな声

での発話は拾いきれていないものがある。

⑤今回の調査における についての分析Teacher Talk

③の表とグラフから次のことが読みとれる。

a.この都研の研究は生徒の発話を増やす研究であるので、ここに現れた生徒の発話数は

通常の授業より高い割合になっている。にもかかわらず教師の発話が総発話数の70％前

後という結果からみると、 の総発話数に占める割合は高くても30％前後でStudent Talk

あることがわかる。

In a teacherfronted classroom teacher talk takes up on average more than

twothirds of classroom talk.

 Analyzing Teaching Behaviour  Flanders 1970
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Studies conducted on classroom interaction have shown that student talk

accounts for an average of less than 30 percent of talk in teacherfronted

classrooms.

Introducing Classroom Interaction  p.81 Amy B. & M. Tsui 1995

Teacher Talk を意識して行った本研究の石井、三浦の授業における生徒の発話数は60％、

35％と高率の結果となっている。したがって、 は を少なくする、Teacher Talk Student Talk

という指摘は正しくない。 を工夫することで授業に対するTeacher Talk student involvement

を高め、 を増加させるきっかけとなるのである。Student Talk

b.授業１（石井）の授業で生徒の発話数が教師の発話数を上回っているのは、ペアワーク、

グループワークの の学習形態を多用しているためである。都研の研究の中のsmall group

Ｅ中学、Ｇ中学、Ｈ中学で教師の発話が他の中学より少なく生徒の発話が多いのも同じ

理由による。したがって生徒の発話数を確保するという観点からは生徒のスピーチ、ペ

アワーク、グループワークなどの小集団による活動が不可欠である。

c.授業１(石井)、授業２(杉本)、授業３(三浦)のグラフに見られるように、教師の日本語

による発話数が減少したことは、特に の「語いと英語教育(16)」 「生徒を動かす

Teacher Talk と学習形態」の成果である。

（４） と未習語いTeacher Talk

①本年度の研究

授業１(石井)、授業２(杉本)、授業３(三浦)の３授業における未習語についての分析

及び考察（ここで言う未習語とは、その授業の時点においてまだ教科書に現れていない

語を指す。）

(1)未習語総数

授業１(石井)… 120語 授業２(杉本)… 52語 授業３(三浦)… 142語

(2)「文部省学習指導要領第２章第９節外国語（英語）別表２」以外の語

授業１(石井)… 60語 授業２(杉本)… 32語 授業３(三浦)… 137語
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(3)外来語としてカウントできる語

（『コンサイス カタカナ語辞典』を基準にした）

授業１(石井)… 78語 授業２(杉本)… 33語 授業３(三浦)… 93語

それぞれの授業の時期は、石井・杉本…１年生２学期、三浦…２年生３学期であるが、

３授業とも相当数の未習語を授業で使っている。それにもかかわらず、生徒が教師の指示

を聞いて反応しているということは、継続的に教師がそれらの語を使用して授業を行って

いるためであると考えられる。たとえ未習語が含まれていても、授業の度に Teacher Talk

を用いることによって、生徒の を増やすことができる。更に、意識的receptive vocabulary

に を使用することによって まで高めることも可能である。Teacher Talk productive vocabulary

Teacher Talk は必ず状況設定のある中で行われるために、未習語があったとしても継続し

て用いていれば、生徒への定着度は高いと考えられる。

外来語については、３授業とも未習語総数の半数以上を占めている。普段、生徒はかな

りの数の外来語に接していると考えられるので、教科書に現れない語でも積極的に活用し

て語いを増やすことに役立てることができると考えられる。

②未習語いのリスト （ ）内の数字は各授業における使用頻度数を表す。

授業１（石井）

about (10) accent (1) again (10) ah (2)

along (1) answer (7) ask (25) attention (3)

because (1) beg (4) best (1) blackboard (3)

bus (2) before (1) bonus (1) can (17)

circle (2) check (3) cloudy (1) congratulations (2)

collect (2) correct (2) choose (2) course (2)

count (2) dictation (2) date (6) draw (1)

excuse (4) example (1) fifth (2) finish (3)

first (3) guest (2) give (1) group (24)

guess (2) hear (1) hand (4) heart (1)

hit (1) highest (1) handout (11) how (20)

if (1) interview(11) lucky (1) leader (5)

last (2) more (7) memo (4) members (6)

must (4) nervous (6) November(5) number (5)
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neighbour (1) next (17) nobody (2) or (29)

page (2) please (46) pair (20) point (1)

put (2) pay (3) paper (2) partner (4)

question (20) report (2) reporter(1) radio (7)

raise (4) repeat (15) right (24) ready (3)

sixth (2) score (1) sweet (1) spelling (2)

sure (5) should (9) something(4) sorry (6)

sing (3) start (5) sound (1) seat (1)

share (4) tell (1) theme (1) together (1)

test (2) top (1) use (1) wait (2)

want (71) weather (7) well (2) when (5)

wife (3) will (4) write (10) and so on (1)

a pair of (13) by the way(1) come on (1) how many (4)

have you got(1) have you finished(1) here we go(1) I see (1)

look at (23) sit down (2) stand up (7) so much for(1)

take it easy(1) take out (2) turn over (4) what you want(4)

授業２ （杉本）

anybody (1) anyone (3) anything (4) beauty (1)

blank (1) check (1) choose (4) easier (3)

exiting (27) file (2) fill (1) gonna (4)

got (1) hint (2) interesting(36) key (1)

list (1) mystery (19) only (2) original (2)

own (1) pairwork (1) part (1) partner (4)

pattern (1) point (6) put (1) skit (4)

smile (2) someone (2) something (1) special (2)

sticker (1) understand(1) try (1) video (2)

waiting (1) want (1) watch (5) winner (3)

without (2) writer (1) asas··· (1) here we go (2)

I'll (1) make (it easier)(2) one more (14) no one (1)

show me (2) shall we (1) what they are doing (1) you can do (1)
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授業３（三浦）

absent (3) Alien (1) ate (2) attacked (2)

bag (4) Batman (1) bell (1) best (4)

bit (3) blew (1) boiling (3) brick (20)

broke (1) built (2) care (1) carefully (6)

cat (1) CD (1) change (1) chimney (1)

choose (1) classic (5) clever (3) cloudy (1)

concrete (1) congratulations(2) correct (1) count (1)

course (1) damage (2) damaged (7) dictation (2)

dog (3) done (1) durable (10) easily (9)

European (1) excellent (12) exciting (9) exciting (1)

face to face(2) familiar (10) forgot (2) Frankenstein(1)

front (1) future (4) grade (1) guess (2)

guitar (3) hint (2) history (2) huffed (2)

Indiana Jones(1) instrument(4) jazz (5) Jurassic (5)

lazy (5) line (2) listening (2) loudly (1)

made (5) match (2) math (10) middle (3)

mistake (1) move (1) movie (8) movies (10)

musical (3) musician (1) nervous (1) nickname (1)

number (3) oink (2) oldest (3) oops (1)

opened (1) page (3) pair (2) pardon (2)

part (2) partner (1) pass (1) piano (2)

pig (20) player (1) points (4) practice (2)

present (1) raise (4) read (3) recently (1)

repeat (10) round (3) said (1) science (6)

seat (1) seen (1) sentence (3) sheet (3)

shower (1) situation (1) skit (1) sleepy (3)

social (1) song (1) south (1) squeals (1)

stars (12) storm (1) straw (17) strong (2)

stronger (4) strongest (3) subject (3) super (1)

surprised (1) syllable (1) test (2) textbook (9)

theme (1) thunder (1) tired (1) title (1)

Top Gun (4) trip (4) trumpet (1) types (1)

video (1) vocabulary (1) voice (1) watching (3)

weather (11) well (9) went (3) western (10)
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win (1) wolf (12) wooden (17) wow (3)

youngest (3) yourself (1) E.T. (4)

（５）今後の課題

1992年度から始まった の研究も本年度で４年目を終わろうとしている。部Teacher Talk

員ひとりひとりが過去４年間の研究で多くのことを学び、それを実践に生かしてきた。

その結果として、効果的な は を促すのに非常に有効であるといTeacher Talk Student Talk

う実証を得た。そして、 の中でかなりの数の未習語が使われているが生徒はTeacher Talk

場面・文脈の中でその意味をとらえ、 として蓄積していることがわかっreceptive vocabulary

てきた。

今後は に焦点を当て、Student Talk ① を阻害する言語的・文化的・外的要因Student Talk

とそれらを打破する方策の研究、②生徒の語いの定着、語い力形成の過程のデータによる

実証などに努めたい。
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授業１（石井）

授業過程 生徒の活動 教師の働きかけ 注意点

１あいさつ あいさつをする あいさつをする

日常会話 今日の調子はどうか聞く

(５分) 元気かどうか答える

先生はどうか聞く 緊張していると答え、君はどう

指名された生徒答える かと聞く

天気、曜日、日付を聞くように

天気、曜日、日付を聞く 言う

手を上げて答える わざとまちがえ、再度聞く

先生に質問するように言う

何人かが質問する その質問に答える

２ビンゴ 単語を読み上げる

(５分) その単語をチェックする

１本揃ったら「ビンゴ」 最初と最高本数

と言う ７回読み上げて終わる の生徒にシール

その本数で手を上げる 何本揃ったか手を上げさせる をあげる

３復習 洋服、家、靴、テレビ、 をCD

ペアワーク その絵の単語を練習する 絵を使って言わせる

(５分) その中で先生がほしい物を当て

手を上げて質問し当てる るように言う 当てた生徒の班

ワークシートを配布する に得点を与える

洋服、家、靴、テレビ、 洋服、家、靴、テレビ、 のCD

CD の中で自分が欲しい 中で欲しい物を１つ選ぶように

物を１つ選ぶ 言う

隣の人とペアを組み、相手の選

相手の選んだ物を当てる んだ物を当てさせる

まで交互に質問しあう 立ち上がり、３ゲームを終えた

終了後、座る ペアは座るように言う

ペアワークの自己評価をするよ

自己評価し紙を集める うに言い、紙を集める

４カラオケ 立ち上がり、ビデオに合わせて

(３分) 「 」を立って歌う 歌うように言うSing

自分の席に座る 終了後、座るように言う
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1993.11.5 １年生２学期

５導入 洋服、家、靴、 、テレビのCD

(５分) 指名された生徒はどれが うちどれが欲しいかをたずねる

欲しいかを答える その生徒が欲しい物を他の生徒

質問に答える にたずねる

６グループ 洋服、家、靴、 、テレビのCD

・ワーク うち、このクラスの男子女子が

「調査隊が 一番欲しい物は何かを調査する

行く」 ことを言う

(25分) まず、自分が欲しい物を書くよ

自分の欲しい物を書く うに言う

自分の班員に質問するように言

自分の班員に質問し自分 う

も答える 立ち上がり、終わった班から座

終了後、座る るように言う

今の結果を参考に、このクラス

各自が予想して書く の男・女の一番欲しい物を予想 当たれば班の得

して書かせる 点になる

誰が他の５つの班に質問に行く

英語で分担を決める かを班内で分担する

立ち上がり終わった班から座る

終了後、座る ように言う

質問に行く 他の班へ質問に行き終わったら

終了後、自分の席に戻る 自分の席に戻るように言う

質問の結果を班員に報告するよ

班員にそれぞれが報告す うに言う

る 報告後、調査結果を集計するよ

調査結果を集計する うに言う

男女が一番欲しい物を聞く

何人の男女が何を欲しい 予想が当たった人は１つにつき

かを答える ２点得点であると言う班長が班

各自の得点を計算する の得点を計算し、手を上げて結

班長が計算し、結果を報 果を報告す るように言う

告する 自己評価の紙を配る

自己評価し、集める 紙を集めるように言う

７あいさつ あいさつする あいさつして終わる (２分)
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授業２（杉本）

時 指 導 過 程 教 師 の 指 導

あいさつ あいさつをする。

復

５ 単語を読み上げ聞き取らせる。／ゲームは２回行うBINGO GAME

習 教科書を読む 本文の音読（全体／個人／ペア）練習をする。

５ 会話部分については、段階をおった会話練習を行わせる

コ シートを配布する。／今回使用する語彙に注目させるPAIR WORK GAME

ミ ／基本文、語彙の口頭練習を行う。／シートに記入さ

ュ ５ せる。／ゲームを行う。

ニ

ケ 練習 前時までの教材（教科書、会話や 等）SKIT Oral Practice

ー

（全体練習） をもとにして、 のモデルをまとめる。SKIT

シ

ョ の練習（モデルを提示／発音、音声指導）SKIT

ン 15

を

重 練習 ペアで練習／発表させるSKIT

視 （ペア練習）

し モデルを手直しして、自分たちの発想でスキット

た をつくらせる。

活 ペアで練習させ、発表させる。

動 10

ま 練習のまとめ 今後の 練習のためのポイントを説明する。SKIT SKIT

と

め 英語の歌 英語の歌を練習する。

10 あいさつ 英語であいさつをする。
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1993.11.5 １年生２学期

生 徒 の 活 動 指導上の留意点

大きな声で元気良くあいさつする 決まり文句も、はっきりと大

きな声で言えるように指導し

単語を聞き取りシートに記入し、ゲームを行う たい。

モデルをしっかり聞いて、はっきりと大きな声で練習する 自信を持って読めるようにな

個人／ペアの練習は、集中して徹底的に音読する るまで練習させる。

シートを読み語いと英文に注目する／大きな声で口頭練習 効果音楽を使用する。

する／リピートと文形変化の練習／できるだけ英語だけを ポイントを記録させ楽しく参

用いてゲームを行う 加させる

話題に注目し、口頭練習に積極的に参加する。 活発な雰囲気作りをめざし、

教材・教具にも工夫したい。

モデルをよく視聴し、できるだけモデルに近いスキットが

できるように練習する。

ペアで練習し、積極的に発表する。

身近な語いを用いて、自分たちらしい を工夫し練習 一部の単語を入れ替えるだけSKIT

／発表する。 でも充分に表現力が高まるこ

とを指導する。

SKIT の仕上げのポイントを確認する。 ニュアンスの理解に重点を

歌の雰囲気を味わいながら、楽しく歌う 授業のしめくくりにふさわし

い雰囲気をもたせたい。

大きな声ではっきりとあいさつする

評価の観点

１英語を楽しく使い表現しようという意欲的なとりくみが見られたか

２現在進行形を用いた表現に慣れ、理解できたか。
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授業３（三浦）

時間 学 習 活 動 生 徒 の 活 動

2 大きな声ではっきりとあいさつをする1.GREETING

様々な表現を使って答える

(2) クラスの出席について答えるROLL CALL

2(4) 読まれた英文を聞き、最後の英語を書く2.DICTATION

2(6) 英語を聞き取って、シートにチェックをする3.BINGO GAME

8 ビデオで他のクラスのスキット(２つ)をみて、会話の内容に4.SKIT

ついての質問に答える→自分自身についての質問に答える

EVALUATION スキットの評価用紙に記入する

(14) OF SKIT
S

6 1.前時の単語を を見て大きな声で発音する5.REVIEW Flash card

READING CD2. の後について本文を読む

(20) 3.本文の音読練習

8 英語をよく聞いて場面設定を理解する6.NEW MATERIA

L 1.大きな声で口頭練習を行う

PAIR WORK 2.固定ペアでの練習

3.オープンペアでの練習

4.固定ペアにもどり を数え相手の を聞き、Total point point

(28) 自分の と比べるpoint

10 英語の質問に答えながら本文の内容を理解するようにする7.ORAL
INTRODUCTION

WITH ORAL
(38) INTERACTION

8 1.新出単語を を見て大きな声で発音する8.NEW MATERIA Flash card
L CD2. で本文を聞き、概要をつかむようにする

READIN CD3. 後について本文を読むの
G 4.本文の音読練習

(46) 5. に下線を引くKey sentence

3 今日行ったペアワークを利用してノートに書く9.WRITING

(49) PAIR WORK

1(50 大きな声ではっきりとあいさつをする10.CLOSING
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教 師 の 働 き か け 指 導 と 評 価 の 工 夫

あいさつをする （クラス全体） 気持ちをこめて明るくあいさつする

個別にあいさつをする 色々な表現を定着させたい

クラスの出欠席を確認する 既習文型を使って文型の定着を図る

１年生の教科書の出題範囲から英文を読む 既習の英文を読んで英文を書かせる

リズムよく単語を読み上げる に単語を読み上げる 難しいSpeedy
語は初めのスペルを読んで聞かせる

ビデオでスキットを見せ内容について質問する→ 内容の理解を質問を通してチェック

生徒自身に関連した質問を行う 生徒自身の話題として質問を行う

スキットの評価用紙を配布する スキットの評価基準によって評価用

紙に記入させる

1. を用いて前時の単語を発音させる 1.リズムよく発音練習を行うFlash card

2. を用いて音読練習をさせる 2.文の抑揚、速さに注意させるCD

3.段階をふまえて練習する 3.抑揚をつけて練習をする

ワークシートを配布する 場面設定を意識させる

場面設定を説明する 聞き返し・同意の表現などに注意さ

1.リズムよく英語を読む せる

2.ペアを組ませる 新出事項の文型について簡単に日本

3.オープンペアで練習させる 語で説明する

4.固定ペアに戻らせ相手と を比べさせる をクラス全体に聞くpoint Total point

生徒との英語のやりとりをしながら黒板に単語、絵 生徒との英語のやりとりの中で難し
などを書き本文の概要がつかめるようにする いと思われる語、文についてはやさ

しく言い換えながら進める

1. を用いて新出語を発音させる 1.新出単語なので、ややゆっくりとFlash card
2. で本文を聞かせる 発音するCD
3.１文を２回づつ繰り返して練習させる 2. を聞かせ文の抑揚、発音に気CD
4.段階をふまえて練習をする をつけさせる
5. 及び本文理解上で大切な箇所に下線 3.文の抑揚、速さに注意させるKey sentence

4.段階をつけて練習をする
5.家庭学習の補助となるよう下線を

ノートの書き方の指示をだす 単語を入れ換えることにより表現が

増やせることを知らせる

英語であいさつをする 気持ちを込めてあいさつする
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Ⅴ.編集後記

４年前より に関する研究に取り組んできましたが、最近、多くの英語教師の間Teacher Talk

で、頻繁に、 が話題にのるようになりました。大変喜ばしいことであると思ってTeacher Talk

おります。しかし、 という言葉だけが一人歩きして、私たちの研究内容及び意図Teacher Talk

が十分理解されていない面もあるように思われます。今年度は、この点を考慮に入れて、研究

をして参りました。

５人ずつ３グループを作り、それぞれの部屋に分かれ各自カウント器を片手に３人の授業を

ビデオで見ながら、教師、生徒の英語の発話数、日本語の発話数を数え、分析を行いました。

毎回、殆ど全員の研究部員が集まり、大変充実した一年間であったと思います。

来年度は、「外来語と英語教育（１）」の研究を発表してから20年目にあたります。森永

誠先生、石津谷 進先生、萩野浩先生、安原修三先生方もご勇退されてしまった現在、当初か

ら研究に携わって来た研究員は私一人になってしまいました。私もあと残るところ１年となっ

た今、全研究部員の力を借りて、今までの研究成果を今後の英語教育に役立てることができれ

ばと思い、「外来語と英語教育（１）」から「語いと英語教育（19）」のダイジェスト版を編

集する計画を立てております。つきましては、来年度は予算面で格段の配慮をお願い致したい

と思っております。

今年度も、ご指導、ご助言をいただき、レポート作成にあたってお力添えをいただきました

佐野正之先生、隅部直光先生、塩澤利雄先生、島岡 丘先生、斉藤誠毅先生、青木昭六先生、

上田明子先生、若林俊輔先生、金谷 憲先生、福田大昭先生、森永 誠先生、石津谷 進先生、

萩野 浩先生、安原修三先生、木村松雄先生方に、心からの感謝とお礼を申し上げます。また、

研究紀要発行等いろいろな面で中英研の新井田晃会長ほか役員の皆様には格段のご配慮をいた

だき、有難うございました。そして、毎回夜遅くまで、また、年末年始の休みも返上して、調

査研究、コンピュータでの資料整理、原稿執筆等に当たった研究員の皆さん、本当にご苦労さ

までした。
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