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示唆を与える実践研究に

東京都中学校英語教育研究会

会 長 吉 田 和 彦

去る７月28日に教育課程審議会の答申が出された。「答申」以前にも「中間まとめ」や「審議のまとめ」

が公表されている。いずれも、外国語に関する「改善の基本方針」や「改善の具体的事項」は、同一の

内容で変更は見られない。

中学校における外国語では、これまでの４領域の言語活動の有機的関連を図った指導を展開しなが

ら、音声によるコミュニケーション能力を重視し、実際に聞いたり、話したりするコミュニケーション活動を

多く取り入れることとなっている。話すことは、言うまでもなく、生徒の活動である。しかし、授業を参観し

てみると、先生が指示や説明などに多くの時間を費やしていて、生徒が話す時間はほとんどなかったり、

話すことがあっても機械的な返事に終わっていたりすることがよくある。ここに大きな課題がある。

研究部が、昨年度に「今後の課題」として幾つかの項目をあげている。その中から、本年度は特に生

徒にとって使いやすい語いや表現を作成したり、生徒に話すことの言語活動をいっそう活発にさせるた

めの方法を研究するとの報告を受けている。まさに、新しい教育課程に向けての実践が早くもなされて

いる感がしている。また、生徒を目の前にして日々苦労している先生方の涙と汗と知恵の結晶が研究収

録に表れるものと期待している。

「改善の具体的事項」の中で、さらに注目したいことは、「言語の使用場面や言語のはたらき」に配慮

するようにとの指摘である。教室内での言語活動は、ややもすると実際の生きた場面から離れがちであ

る。それだけに、生徒が「話すこと」を行っても、それが即、実際の場面で、適切なはたらきをもった表現

になるとは限らない。

答申では、「基礎的・実践的コミュニケーション能力を身に付ける」となっている。このことばの中の「実

践的」とは一体どのようなことなのか考えていかなければならない。いずれにせよ、研究部の実践研究

は各学校現場で指導にあたる先生方に示唆を与え、自信を与えるものであってほしいと願っている。ま

た、一人でも多くの先生方が研究のまとめの冊子を手に取り、読んでみようとなるように、主題や見出し

などにも工夫してほしいと願っている。

来る平成12年、13年には全英連東京大会、関東甲信地区大会など相次いで研究大会や研究協議

会が開催される。他府県の先生方にとって東京における実践や研究成果は大変関心がある。都中英研

としては、こうした状況を踏まえて、常に全国の中学校の英語教育をリードしていく存在でありたいと願っ

て精力的に取り組んでいる。また、東京はそれだけの責任を負っているとも言える。研究部の実践研究

が、単に東京だけでなく、全国の先生方にとっても示唆の多いものになるように今後のますますの活躍

を期待してやまない。
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Ⅱ 研究部の歩み

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。

なお，※ ※ 。A Bはそれぞれ次の授業形態を示している

（※ ＝日本人同志の ※ ＝日本人と外国人との ）A BTeam Teaching Team Teaching

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）

指 導 講 師：福田 大昭（都立教育研究所）

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－

※A 研究授業者：里見 光昭・宗政 剛郷（千代田区立麹町中学校）

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・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 －
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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）

1984（昭和59）年度 「語いと英語教育（８）」

－発表語い（２）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 0語」· ( 語)40

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

※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：隈部 直光（大妻女子大学）

1987（昭和62）年度 「語いと英語教育（11）」

A Part. 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）－

（ ， ， 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

Functions / Forms Function List(言語機能) (言語形式)の学年別 －

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）
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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

※ 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

※Ｂ 研究授業者：山本 展子・ . ( . .)Mr Frank Berberich U K

（江東区立深川第七中学校）

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（狛江市立狛江第一中学校）

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）
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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）

1995（平成７）年度 「語いと英語教育（19）」

Teacher Talk (4)

研究授業者：石井 亨（江東区立南砂中学校）・ . ( . .)Mr John Walding U K

指 導 講 師：佐野正之（横浜国立大学）

1996（平成８）年度 「語いと英語教育（20）」

研究部の歩みと

「語いと英語教育」第１集～19集のダイジェスト版

研究授業者：長 勝彦（墨田区立両国中学校）

1997（平成９）年度 「語いと英語教育（21）」

Teacher Talk (5)

Student Talk (1)

研究授業者：太田 洋（東京学芸大学附属世田谷中学校）

指 導 講 師：投野由紀夫（東京学芸大学）

1998（平成10）年度 「語いと英語教育（22）」

Student Talk (2)

研究授業者：原田博子（江東区立深川第五中学校）

指 導 講 師：和田 稔（明海大学）
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Ⅲ 今年度の研究

Student Talk(2)

① 昨年度の研究 「第２１集より（再録）」

①教室のコミュニケーション から へ― Teacher Talk Student Talk

教室の中で行われるコミュニケーション活動は，一斉授業の中で，あるいは， ,Pair work

Group work Interview Skit Speech Show & Tell, , , , などの言語活動を通して，教師と生徒と

の言葉のやりとり，生徒同士の言葉のやりとりによって行われている。

教師から生徒への発話については として『語いと英語教育(16)』から『語いと 英Teacher Talk

語教育(19)』の４年間にわたって，「生徒を動かすときに適切であると思われる表現」， 「言語機

能別発話分析」，「未習語の拾い出しと頻度分析」等，様々な観点から調査研究を 進めてきた。

しかしながら，生徒から教師への発話，生徒同士の言葉のやりとりといった についStudent Talk

ては未調査のままであった。そこで，本年度からは に焦点を 当てた調査研究に着Student Talk

手した。

はじめに， が教室の中のどんな場面で見いだされるのであろうか。教師と生徒Student Talk

間で発話のやりとりが相互的に行われる場面としては，一斉授業の中での挨拶， Oral

introduction Oral interaction Interview Speaking Testや での教師の質問に答える場面， や など

があげられる。一方，生徒間でやりとりされる の場面としては， ,Student Talk Pairwork Group

work Interview Skit Speech Show & Tell, , , , などの言語活動があげられる。

本年度の『語いと英語教育(21)』は の初年度でもあり，生徒から教師への発Student Talk

話，あるいは生徒間での発話が教室内の言語活動の中で実際どのように行われているのか調

査するために，研究部員の様々な形態の授業をビデオカメラに録画した。続いて，録画した授

業の を各自が文字におこし，後に （ 用ソフト）やStudent Talk Conc Macintosh WordSmith

（ 用ソフト）などの言語分析ツールを用いて語句の出現頻度や出現箇 所，コロケーシWindows

ョンなどの情報を得るために， のデータをコンピュータに入力 する作業に着手しStudent Talk

た。

② の調査研究の意義Student Talk

本年度の調査研究をすすめることによって， について以下のことがわかって くStudent Talk

るように思われる。また，その成果を授業に役立てることができるように思われる。

授業形態別に， の発話を言語機能別に分析することによって， のStudent Talk Student Talk

機能別特徴をつかむことが可能になる。それによって，教室内で特定の言語機能を盛り込んだ

言語活動を仕組むことが可能になる。また，先行研究の の機能別特徴とも比較でTeacher Talk

きる。

分析ソフトを使用することによって， のすべての使用語いとその頻度を知ることStudent Talk

ができる。それによって，例えば，生徒が使用した規則動詞や不規則動詞の種類とその頻度や
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助動詞の種類とその頻度なども知ることができる。また，教科書の中に出現する語いや外来語あ

るいは，「文部省学習指導要領第２章第９節外国語（英語）別表２」の語との比較により，教室で

の発表語いの選定と提示に役立てることもできる。

また， からコロケーションの情報を得ることができ，語と語との結びつきを知るこStudent Talk

とができる。例えば，比較であれば， に先行する形容詞の種類や， に続く形容詞のthan more

種類として生徒が選択した語を知ることができる。教室では比較の学習の時にそれらの形容詞

をあらかじめ提示しておくことが後の言語活動のために効果的になる。

② 本年度の研究

(1)研究の目的と経過

昨年度の研究では、研究部員の授業の中から を拾い出し、データとして収集した。しかStudent Talk

し、分析に値するデータの収集にはかなりの年数を要することが予想される。今年度の始めの研究部会

では「データの収集も大切だが、現場の先生方にすぐに役立つ情報を発信することも研究部の役目だ」

という意見が大勢を占めた。

そこで、昨年度の研究冊子の編集後記にあった「今後の課題(4)」の「 を促す言語活動Student Talk

や評価方法」をデータの収集と共に今年度の柱にすることにした。すなわち昨年度のデータがどのよう

な授業実践から生まれたのかを詳しく記述することにより、研究部以外の先生方が同じような言語活動・

評価方法を追試できるようにした。具体的には昨年度のデータを拾った言語活動・評価方法の詳しい

Production Data を掲載した。

(2) （追試検証の可能性）Replicability

このように実践例を検証するとき、その活動に があるかどうかが問題になる。どんなにすReplicability

ばらしい実践であっても、他の人が追試し、同じ様な結果が得られなければその実践は普遍性のあるも

のとはならず、 は低くなる。Replicability

逆に が高ければその実践は他の教師が共有できることになる。Replicability

研究部の実践例 のデータStudent Talk

同じ結果が得られた が高いReplicability

追 試 →方法を共有化

同じ結果は得られなかった が低いReplicability

私たちの実践は現段階では の高低は不明である。今後部員同士でお互いの実践を追試Replicability

・検証する必要がある。さらに都中英研の会員の皆様にも、今回の実践例をぜひ追試して、どのような

結果が得られたか情報の提供をお願いしたい。また、各実践例には、成果と課題が書かれているので、
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改善点等も示唆していただき、今後の研究に生かしていきたい。なお、疑問点があれば、実践者（巻末

に掲載）に連絡していただきたい。また、研究部ではインターネットのホームページを開設しているので

アクセスをお待ちしている。

（ ）研究部ホームページアドレス： http://www eigo org. .

③ 資料について

次の ～ は，昨年度のデータがどのような授業実践から生まれたのかを詳しく記述し、資料１ 資料18

言語活動・評価方法の詳しい を掲載したものである。なお、データは今年度実践されProduction Data

た授業の場合もある。

各資料の項目について

活動形態 … , , , , との 活動Skit Speech Show & Tell Interview ALT Speaking

素材の出典…各活動形態の素材を明記した。素材の出典は，教師による自作，生徒によ

る自作，教科書本文や『基礎英語』等のテキストを利用しての ，生徒のSkit

即興等によるものがある。

スクリプト … 各活動形態を実施するにあたってスクリプトの有無について明記した。資

料に書かれているスクリプトは教師の自作，ペアワーク教材基礎英語から

のスクリプトである。スクリプトの有無が有りになっていてもスクリプトが資料に

挙げられていないものは教科書の本文等を利用しての活動であり，素材の出典の

項目欄に教科書の種類とレッスン，ページを示してある。

条 件 … 各活動を行う際に生徒に指示した条件について記載した。活動形態が同じ

であっても条件が異なるものがあるので参考のために挙げてある。

Production Data の内容

１．指導計画

(1)ここまでの指導計画 ･･････････････どのような指導計画のもとに本活動があるか

(2)実施回数 ･････････････本活動の実施回数はどのくらいか

(3)関連する活動 ･････････････ 日頃行っている本活動に関連する活動の紹介

(4) の関わり方 ･･････････････ＡＬＴの導入体制および授業への関わり方ALT

２．本活動について

(1)この活動のねらい ･･････････････本活動の目標は何か

(2) ･･････････････本活動を行うにあたっての時間配分Allotment

(3)評価の観点・方法 ･･････････････本活動に対する評価の簡単とその方法

(4)活動の内容 ･･････････････具体的な活動内容と詳細

３．本活動の成果・課題

(1)成果 ･･････････････本活動を通して成果のあったこと

(2)課題 ･･････････････今後に残された課題



- -11

Student Talk 掲載データ一覧

資料番号 活 動 形 態 学 年 実 施 時 期 頁

１ Skit １年 平成９年度 ２学期 12

２ Skit １年 平成10年度 ２学期 22

３ Skit ２年 平成10年度 ２学期 28

４ Skit ２年 平成10年度 ２学期 30

５ Skit ３年 平成９年度 ２学期 32

６ Speech １年 平成10年度 ２学期 43

７ Speech １年 平成10年度 ２学期 48

８ Speech ２年 平成10年度 ２学期 52

９ Speech ３年 平成９年度 ２学期 58

１０ Speech ３年 平成９年度 ２学期 61

１１ Speech ３年 平成８年度 ３学期 64

１２ Show & Tell １年 平成９年度 １学期 77

１３ Show & Tell １年 平成６年度 ３学期 80

１４ Show & Tell １年 平成９年度 ３学期 86

１５ Show & Tell ３年 平成９年度 ２学期 96

１６ Talk ２年 平成10年度 ２学期 103

１７ Interview １年 平成10年度 ２学期 110

１８ ALT speakingとの 活動 ３年 平成８年度 ２学期 116
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Ⅳ 資料（実践より）Stuent Talk

資料１ 江東区立南砂中学校 石井 亨

実施時期 ：平成９年度 ２学期

学年 ：１学年 ３学級 １クラス人数３５人

活動形態 ：Skit

素材の出典：教科書 1, 4( 30.31)COLUMBUS ENGLISH COURSE Unit P

スクリプト： ,Ted:Say what's that ?

Mika:It's my guitar I'm in the music club. .

Ted:That's great !

Mika:Do you like music ?

Ted:Yes I do I love rock, . .

Mika:Do you play the guitar too ?,

Ted:No I don't But I play the drums I have drums at, . .

home Come over sometime. .

Mika:Really ? Thank you very much.

タイトル： , (部活動,クラブについての会話)"Say what's that ? "

条件：既習の英語を素材の会話に加える。

他の生徒も知っているカタカナ語は使用してよい。

内容に関係する小道具（ラケットなど）を使ってもよい。

Production Data

１指導計画

(1)ここにいたるまでの指導過程

なるべく授業は英語だけで進め、英語を話すための基礎として教科書の音読練習を

重視した。まず英語の基礎としてアルファベットの名前と音について練習、実技

テストをした。 1では自己紹介のスピーチを練習し,グループ内スピーチを行った。Unit

Unit Skit2では教科書を元にして「こちらは…」という紹介の を３人組で行った。

(2)実施回数

教科書の題材内容、時期を考えて５回を予定。

(3)関連する活動

ペア・ワーク…新出文型定着のための活動。新出文型以外に に必要Communication Strategy

な表現( . など)を毎回入れておいた。また語彙を増やすたEx Excuse me ?

めに教科書以外の語彙も加えた。

ボキャブラリー・ワーク…スキットに必要な語彙を予めインプットするためにＮＨＫ出版の「サウンド

・ペディア」を使用した。

(4) の関わり方ALT

British Council に委託。１学期３年生、２学期２年生、３学期１年生に各クラス15時間。

ALT JET ALTと 共同作成のＴＴ教材が用意されている。この授業は の関わりはない。３学期はＴＴ

教材を使った授業とＴＴ教材とは別の 指導も予定。Skit



- -13

２本活動について

(1)この活動の指導について

生徒の実生活を英語で表現させたいと考え、この を の題材とした。Unit Skit

I'm in the club have do Do you ?～ 、一般動詞 , の使い方、 ～ とその答え方の定着を目指した。

また既習文型の使用を課題とすることによって、復習もねらいとした。

(2)Allotment

Skit の説明。上級生の作品(ビデオ)鑑賞。ペアを組ませ、準備開始。…１時間

Skit Scriptの チェックと練習。…通常授業の最後の10分を練習時間に当てる。(３回)

Skit 実演練習。教師の前で本番のように実演させ、アドバイスする。…１時間

Skit 実演。級友の前で実演し、ベスト・スキットを選ばせる。教師も評価し、かつ

ビデオで収録。

Skit 鑑賞。各クラスのベスト・スキットからさらに１つを選ばせる。

(3)評価の観点・方法

評価の観点

＊はっきりした声で英語を使っていたか。

＊会話の内容があり、自然だったか。

＊英語らしい発音,ストレス（強弱）,イントネーション（上げ下げ）だったか。

＊ジェスチュアを使っていたか。

評価の方法

Skit 作成・練習時の形成的評価。ベスト・スキットを選ぶ相互評価。

Skit の語数と実演の評価。

(4)活動の内容

・ 説明(資料1)。上級生の作品(ビデオ)を見せ、既習英語の使い方、場面設定などについて気づかSkit

せたり説明したりする。ペアを組ませ、 作成に入る。(資料2)Skit

・ の チェック。Skit Script

・読みの練習。 を見て音読→ → を見ないで演技。Script Read & Look up Script

教師の前で本番のように実演させ、アドバイスする。

・級友の前で実演し、ベスト・スキットを選ばせる。(資料3)

教師も評価し、ビデオで収録。

・ 鑑賞。編集した各クラスのベスト・スキットからさらに１つを選ばせる。Skit

・なお今回は文化祭展示部門参加のため、当日全員の をビデオで放映した。Skit

３本活動の成果・課題

成果…場面設定を考えさせることにより、教科書の題材を深く読み込んだ。

言葉を言う時の気持ち・動作を書き出させることにより、実際的な言葉使用を

考え練習した。既習の英語使用を条件としたので、既習英語をよく見直していた。

音読練習の大切さを実感した。

課題…生徒の実生活に合った教材をさがすこと。語彙の拡充。普段の授業で教科書本文

の英文(どんな場面で使えるか、どんな機能か)について考えさせる。

音読の際の , の指導Stress Intonation
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資料１

SKIT
Ｓｋｉｔ（スキット）とは「寸劇」（短い会話、劇）のこと。

Ｓｋｉｔの目的

教科書を読んで、聞いて、書くだけでは英語が話せるようにはなりません。

動作や身ぶり手振りなどをつけて英語を話したり、聞いたりすると本当のコミュニケ

ーションに近づきます。またＳｋｉｔと同じような場面や状況で英語を使うことが

あるかもしれません。

Ｓｋｉｔを行う場所

教室で、同じクラスの人の前で（ビデオ撮影あり）

Ｓｋｉｔは原則として１発勝負。だから練習をしっかりやっておこう。

Ｓｋｉｔの練習

（１） （台本）の読みの練習。Script

英語のリズム、ストレス、イントネーション、発音、感情表現などを考えながら、

読むことに集中して練習。お互いにアドヴァイスし合うと良い。

（２） （台本）を使いながら、相手の顔（目）を見て言う練習。Script

相手との間（ま）の取り方を考えながら、練習し、お互いにアドヴァイス。

（３） （台本）を使いながら、立って言う練習。Script

言葉と動作が一致するように、お互いにアドヴァイス。

（４） （台本）を見ないで、立って言う練習。Script

言葉に動作を乗せるように、お互いにアドヴァイス。

（５）お互いに立って、動作をつけながら（考えながら）言う練習。

動作に言葉を乗せるように、お互いにアドヴァイス。

Ｓｋｉｔのペアは同じ組の中で。 人数が奇数のクラスは誰かがかけもちします。

（例）Ａ君とＢ君のペア、Ｂ君とＣ君のペア。Ｂ君がかけもちをすることになるが、

Ｂ君は２度できる（評価される）チャンスが持てる。

Ｓｋｉｔの評価

評価する項目はそのたびごとに決めます。評価する人は先生（外国人講師）,

同じクラスの人。またビデオを見て他のクラスの人も評価してベスト・スキットを

選ぶこともあります。この は成績に入れます。Skit

ただし、ペアの２人が同じ得点になるのではなく、それぞれを先生が評価します。

なお、カンニングと思われる場合は０点にします。
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資料２

Skit for the School Festival （文化祭発表用スキット）

目的：日頃の英語学習の発表として、 （スキット）を録画してSkit

文化祭の展示部門で放映する。

題材： ４Ｐ.３０～Ｐ.３１Textbook Unit

手順

１、ペアを作る。（次回はペアをかえてもよい）

２、どんな状況か、２人で相談する。下線部 に日本語で書いておく。

３、その言葉を言うときに、どんな気持ちで言うか、どんな表情、動作を

するかを２人で考えて、その言葉の（ ）に日本語で書いておく。

４、Ｐ３０，３１の文を代えたり（下線部の所を代えるとよいのでは）、

今までに学習した英文を加えてもよい。ただし今までに学習した英語、

みんなが知っているカタカナ語を使うこと。小道具を使っても良い。

５、以上が終わったら、先生のチェックを受けること。

６、このスキットは評価に入れます。

７、今回の評価の項目

(1)はっきりした声で英語を使っていたか。

(2)会話の内容があり、自然だったか。

(3)英語らしい発音,ストレス（強弱）,イントネーション（上げ下げ）だったか

(4)ジェスチュアを使っていたか。
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Class No Name Partner.

この を後で集めて評価するので各自で保管しておくこと。Handout

Skit の自分のセリフの語数は 語 パートナーのセリフの語数は 語

この会話は いつ

どこで

２人の関係は

Script （台本）＊下線部は他の語に代えたり, 学習した英語を入れてもよい。

( )にはその英語を言う時の動作や気持ちを日本語で書いておこう。

A: Say what's that ?, （ ）

B: It's my guitar. （ ）

I'm in the music club. （ ）

A: That's great ！ （ ）

B: Do you like music ? （ ）

A: Yes I do, . （ ）

I love Rock. （ ）

B: Do you play the guitar too ?, （ ）

A: No I don't, .（ ）

But I play the drums.（ ）

I have drums at home.（ ）

Come over sometime. （ ）

B: Really ? （ ）
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資料３

The Best Skit 投票用紙「ねぇ,それ何」Class No Name.

評価の観点
ア：はっきりした声

イ：会話の内容があり、自然だったか

ウ：英語らしい発音、ストレス（強弱）イントネーション（上げ下げ）か

エ：ジェスチュアを使っていたか

上の４つのポイントから、ベスト・スキットを１組えらびましょう。

選び方
（１）１番のペア（ と ）と２番（ と ）のペアを見て、どちらが良いか、A B C D

をメモしておく。

どこが良かったかを簡単にメモして、選ぶ時の参考にするとよい。

（例）Ａ君とＢさん。初対面らしい言い方

（２）次の３番のペアを見て、１番のペアとどちらが良かったかを判断する。

（例）Ａ君とＢさん。初対面らしい言い方

＊良いと判断したペアと最後のペアを比べて、最終的に残ったペアを

ベスト・スキットのペアとする。

メモらん＊ （ペア）には名前、 には良かった所をメモしましょうPair Good points

Pair Good points

Pair Good points

Pair Good points

Pair Good points

Pair Good points

↓

今回のベスト・スキットは

と のペアです。
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1, H&Y

A: Good morning.

B: Good morning.

A: My name's Sayaka Hotta.

B: I'm Saori Yoshida.

Nice to meet you.

A: Nice to meet you too.,

A: Say what's that ?,

B: It's my basketball shoes.

A: Do you like basketball ?

B: Yes I do.,

I'm in the basketball club.

(What club)Are you in ?

B: I'm in the basketball club too.,

Let's play(basketball) together sometime.

A: Good idea.

Well what time is it ?,

B: It's 8:20.

A: Oh I'm late.,

B: See you tomorrow.

A: See you tomorrow.

Bye.

2, T&S

A: Good morning.

B: Good morning.

A: Say what's that ?,

B: It's my racket.

I'm in the badminton club.

A: That's great.

B: Do you like badminton too ?,

A: Yes I do.,

B: Do you play badminton too ?,

A: No I don't.,

But I play tennis.

B: Really ?

What time is it ?

A: It's eight fifteen.

B: Oh no ! Hurry up !,

3, S&T

A: Say what's that ?,

B: It's my new pen.

A: Oh that's pretty.,

What shop ?

B: The shop near the Toyocho Station.

Let's go to the shop too(together).

A: Good idea.

B: Are you free today ?

A: No I'm free (on) Wednesday.,

B: How about you ?

A: Are you (I'm free) on Wednesday,

too.

B: Let's go on Wednesday.

A: OK. Good bye.

B: Bye see you.,

4, M&K

A: Hello.

B: Hello.

A: Say what's that ?,

B: It's my book.

I like this book very much.

A: What's the name ?

B: Party.

Do you like books ?

A: No I don't.,

I love music.
B: Do you play drumming ?

A: Yes I do.,

I like drumming.

I'm in the drumming club.

B: Really ?

A: Of course.

5, K&K

A: Which do you prefer, tea or juice ?

B: Tea please.,

A: Here you are.

B: Thanks.
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Say what's that ?,

A: Oh, they are pictures of my sister and

brother.

B: Oh.

A: Do you know my sister and brother ?

B: No I don't.,

Do you know my cousin ?

A: No I don't.,

B: This is my cousin's picture.

A: Oh, your cousin.…

6, S&E

A: Hello.

B: Hello.

A: Say what's that ?,

B: It's my clarinet.

I'm in the school band.

A: Oh are you ?,

B: Do you like music ?

A: Yes I do.,

B: Is this is your basketball ?

A: Oh yes.,

I love basketball.

I play And I play the piano too.,

I have a piano at home.

Let's play "Disney Medley" together.

A: Really ?

Thanks very much.

B: Good bye.

A: Good bye.

7, I&T

A: Hi.

B: Hi.

A: Say what's that ?,

B: It's my piano textbook.

A: Do you have piano lesson ?

B: Yes I do.,

A: That's great !

B: Do you like music ?

A: Yes I do.,

I love Rock.

B: Do you play the piano too ?,

A: No I don't.,

Play something for me.

B: OK.

A: Really ?

Thanks very much.

A: What time is it ?

B: It's seven.

A: Oh I'm late.,

Bye.
B: Bye.

8, A&M
A: Good morning Satomi.,
B: Good morning Yuka.,

A: Say what's that ?,
B: It's my racket.

I'm in the badminton club.
A: That's great !
B: Do you like badminton ?
A: Yes I do.,

I love badminton.
B: Do you play badminton too ?,
A: Yes I do.,

I have a racket at home.
B: Let's play badminton together

sometime.
A: Really ?

Thanks.
B: What time is it ?
A: It's eight ten.
B: Oh hurry up.,

Let's go to school.
A: Yes let's go !,

9, Y&M
A: Hi, Hiroyuki.
B: Hi, Akira.
A: Say, what's that ?
B: It's my glove.

I'm in the baseball club.
A: That's great !
B: Do you like baseball ?
A: Yes, I love baseball.
B: Do you play baseball too ?,

A: No I don't.,
But I play the track and field.
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I have NIKE spike shoes at home.
Come over sometime.

B: Really ?
A: Yes.
B: Thanks very much.

10, Y&T
A: Hi,
B: Hi, Kazu.
A: Say, what's that ?
B: It's my ball.

I'm in the baseball club.
A: That's great !
B: Do you like baseball, too ?
A: No I don't.,

But I play soccer club.
B: Really ?
B: Do you like baseball too ?,

A: No I don't.,
But I play soccer.
Let's play it together.

B: Thanks.

11, T&T
A: Hello.
B: Hello.
A: Say what's that ?,

B: It's my racket.
I'm in the table tennis club.

A: That's great !
B: Do you like table tennis ?
A: No I don't.,

I love track and field.
B: Do you like hurdle ?
A: No I don't.,

I play run marathon.
I have good running shoes at home.

B: That's good.
A: Thanks very much.
A: See you.
B: See you.

12, S&S
A: Hello Syun.,
B: Hello.
A: Say What's that ?,

B: It's my shoes.
I'm in the track and field club.

A: That's great.
B: Do you like track and field ?
A: No I don't.,

I play music.
B: Do you like running ?

A: Yes I do.,
B: Let's run together.
A: OK.
B: Let's go.

13, S&S
A: Hello Sawada.,
B: Hello.
A: Say what's that ?,
B: It's my shoes.

I'm in the track and field club.
A: That's great !
B: Do you like track and field ?
A: No I don't.,

I play music.
B: Do you swim ?
A: Yes I do.,

B: Let's go to Yumenoshima pool
tomorrow.

A: OK.
A&B: See you tomorrow.

14, S&W
A: Hey Fumiya !,

B: Hi Shin'ichiro.,
A: Say what's that ?,

B: It's my bag.
I'm in the track and field club.

A: That's great !
B: Do you like P.E. ?
A: Yes I do.,

B: Do you swim ?
A: No I don't.,

But I run marathon.
Let's run together.

B: OK. Thank you.

15, M&K
A: Hi Noboru.,
B: Hi,
A: Say what's that ?,
B: It's my guitar.

I'm in the music club.
A: That's great.

Do you play the guitar too ?,

B: No I don't.,
But I play
I have special mike at home.
Come over sometime.

A: Thanks.

16, T&O
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A: Hi Shiro.,
B: Hi, Hiroki. I'm sleepy.
A: Say, what's that ?
B: It's my book.

I like (this) book.
A: That's great !
B: Do you like books ?
A: Yes I do. Mm I'm soso., ……

(I like soccer.)
B: Are you sleepy ?
A: Yes I do. I'm very sleepy.,
B: I have a very strong coffee at home.

Come over after school.
A: Really ?

Thanks very much.
A: Bye.
B: Bye.

17, N&O
A: Oh, Hirokazu.
B: Oh, Ryota.
A: Say, what's that ?
B: It's my racket.

I'm in the table tennis club.
A: That's great !
B: Do you like table tennis ?
A: No, I don't.

I play soccer very much.
Do you play soccer too ?,

B: Yes, I do.

I like soccer very much too.,
A: I have soccer video at home.

Come over sometime.
B: Really ?

Thanks very much.

18, O&S
B: Hi, Junpei.
A: Hi, Yuta. How are you ?
B: I'm fine, thank you. And you ?
A: I'm fine, thanks.

Say, what's that ?
B: It's my racket.

I'm in the table tennis club.
A: Oh, that's great !
B: Do you like table tennis ?
A: No, I don't.

I like track and field.
B: Oh, do you ?
A: Well, I have a new shoes at home.
B: Come over sometime.
A: Really ?

Thanks very much.
B: Now what time is it ?
A: It's one twenty five.
B: Oh, we are late.

Good bye, Junpei.
A: Good bye, Yuta.
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資料２ 墨田区立両国中学校 関口 智

実施時期 ： 平成１０年度２学期

学 年 ： １学年 ４学級 １クラス人数･･･３２～３名

活動形態 ： Skit

教材の出典： 自作

スクリプト： 有

Tom: Hello Tsutomu, .

Tsutomu: Hello Tom, .

Tom: Do you have plans for next Sunday?

Tsutomu: No I don't, .

Tom: That's good How about skating in Korakuen?.

Tsutomu: I'm sorry I can't skate, .

Tom: How about bowling in Korakuen?

Tsutomu: That sounds great All right OK Sure. ( . . .)

Let's meet in front of Ryogoku Station at ten o'clock.

Tom: Good Idea See you on Sunday Goodbye. . .

Tsutomu: Goodbye.

タイトル ： 友達を誘おう

条 件 ： 波線部分の内容を自分たちペアで考える。

Production Data

１ 指導計画

（１）ここまでの指導過程

普段から、授業中自然に英語に親しめるよう気を付けている。毎回のように歌を歌い、

ペアワークをさせている。自分たちで内容を考えさせるスキットに関しては、生徒の興味

を引き出しながら、既出・新出文型の定着を図っている。

（２）実施回数

各学期に２回

（３）関連する活動

ビンゴ･･･スキットで使えそうな単語に慣れさせる。

ペアワーク･･･新出文型の定着に利用。

リスニング･･･友人達の発表をメモを取って、聞き取る。

（４）ＡＬＴの関わり方

英会話学校へ委託。墨田区の中で１校６週間で行う。２人のネイティヴが区内全校を回っ

ている。その６週間の中で、本校では定期考査期間中以外はＴＴを行っている。新単元

のオーラルイントロダクション、スキット、グループワーク、異文化理解などに活躍している。

２ 本活動について

（１）この活動の指導について
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東京都の開発委員として実践的コミュニケーション能力の育成を目指し、生徒達が現在、

または近い未来に遭遇するであろう１２の場面を選び出した。その中から１つの場面を使い、

１年生で使える表現を選び出し、スキットのかたちにまとめてみた。

（２）Allotment

ねらい

ビンゴ

モデルの提示と音読

原稿作成

発表

（３）評価の観点・方法

評価の観点･･･声の大きさ、イントネーション、表現力、自作の文の工夫

評価の方法･･･教師の評価と生徒による相互評価

（４）活動の内容･･･２回の授業の中で行った。

前時

① ねらいを説明し、友人を英語で誘えるようになるという希望を与える。

② ビンゴでスキットで使えそうな単語に慣れさせる。

③ ～ のいくつかの例と応答の仕方の練習How about ing?

④ モデルスキットの読み練習

ア → イRepeat after me Read and Look Up

⑤ ペアを作り、モデルスキットを演じる。

⑥ 自分たちのスキット作り

本時

① モデルスキットの提示

② モデルスキットでのペアワーク

③ 自作スキットの練習

④ 発表
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Worksheet
1 ( ) . ( ) ( )- No Name

Bingo Date:

Ｆｒｅｅ

baseball soccer tennis basketball volleyball table tennis badminton kendo judo, , , , , , , , ,

swimming skating skiing shopping bowling fishing, , , , , ,

友達を遊びに誘おう

例）上のスクリプト参照

１）パートナーと自分たちの作品を作りなさい。 パートナー名（ )

( ) , ( ).: Hello

( ) , ( ).: Hello

( ) : Do you have plans for next Sunday?

( ) , .: No I don't

( ) . ( ): That's good How about ing ?

( ) , ( ).: I'm sorry

( ) ( ): How about ing ?

( ) . ( . . .): That sounds great All right OK Sure

( ) ( ).: Let's meet in front of at

( ) . .: Good idea! See you on Sunday Goodbye

( ) .: Goodbye

２）大きな声で、相手の顔を見ながら、ジェスチャーも使って練習しなさい。

< >Listening
発表する友人達の英語を聞き取って、空欄を埋めなさい。

１．① ２人の名前は（ ）と（ ）である。

② ２人は（ ）することにする。

③ 落ち合う場所は（ ）である。

④ 落ち合う時間は（ ）である。

⑤ グループの良かった点は（ ）である。
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（５） の関わり方ALT

本活動時にはいなかった。

３ 本活動の成果・課題

（１）成果･･･遊びに誘うという日常よくある活動を通して、教科書既出の単語はもち

ろん、未出の身近な単語も多く使われた。

（２）課題･･･発表の際、生徒にリスニングの課題を与えたが、そのメモを取るのに

忙しくなり、聞き手が下を向いている時間が多くなってしまった。

発表例

1 Y&N

( ) , ( ).N : Hello Y

( ) , ( ).Y : Hello N

( )N : Do you have plans for next Sunday?

( ) , .Y : No I don't

( ) .N : That's good How about bowling in Kinshicho?

( ) , .Y : I'm sorry I can't bowl

( )N : How about fishing in Arakawa River?

( ) . ( . . .)Y : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in front of N's house at one o'clock.

( ) . .N : Good idea! See you on Sunday Goodbye

( ) .Y : Goodbye

2 F&Y

( ) , ( ).F : Hello Y

( ) , ( ).Y : Hello F

( )F : Do you have plans for next Sunday?

( ) , .Y : No I don't

( ) .F : That's good How about playing tennis in Green Park?

( ) , .Y : I'm sorry I can't play tennis

( )F : How about swimming in Yumenoshima?

( ) . ( . . .)Y : That sounds great All right OK Sure

: Let's meet in front of Ryogoku Station at one o'clock.

( ) . .F : Good idea! See you on Sunday Goodbye

( ) .Y : Goodbye
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3 M&A

( ) , ( ).M : Hello A
( ) , ( ).A : Hello M
( )M : Do you have plans for next Sunday?
( ) , .A : No I don't
( ) .M : That's good How about practicing judo?
( ) , .A : I'm sorry I can't practice judo
( )M : How about shopping in Harajuku?
( ) . ( . . .)A : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in front of Harajuku Station at ten o'clock.
( ) . .F : Good idea! See you on Sunday Goodbye
( ) .Y : Goodbye

4 M&K

( ) , ( ).M : Hello K
( ) , ( ).K : Hello M
( )M : Do you have plans for next Sunday?
( ) , .K : No I don't
( ) .M : That's good How about swimming in Toshimaen?
( ) , .K : I'm sorry I can't swim
( )M : How about shopping in Harajuku?
( ) . ( . . .)K : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in front of Ryogoku Station at nine o'clock.

( ) . .M : Good idea! See you on Sunday Goodbye
( ) .K : Goodbye

5 S&Y

( ) , ( ).S : Hello Y
( ) , ( ).Y : Hello S
( )S : Do you have plans for next Sunday?
( ) , .Y : No I don't
( ) .S : That's good How about shopping in Kinshicho?
( ) , .Y : I'm sorry I have no money
( ) .S : Let's play video games
( ) . ( . . .)Y : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in my house at one o'clock.

( ) . .S : Good idea! See you on Sunday Goodbye
( ) .Y : Goodbye
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6 M&C

( ) , ( ).M : Hello C
( ) , ( ).C : Hello M
( )M : Do you have plans for next Sunday?
( ) , .C : No I don't
( ) .M : That's good How about driving in Hokkaido?
( ) , .C : I'm sorry I can't drive a car
( )M : How about singing in Karaoke?
( ) . ( . . .)C : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in front of Ryogoku Station at ten o'clock.
( ) . .M : Good idea! See you on Sunday Goodbye
( ) .C : Goodbye

7 T&K

( ) , ( ).T : Hello K

( ) , ( ).K : Hello T

( )T : Do you have plans for next Sunday?

( ) , .K : No I don't

( ) .T : That's good How about bowling in Rotte Kaikan?

( ) , .K : I'm sorry I can't bowl

( )T : How about batting in the batting center?

( ) . ( . . .)K : That sounds great All right OK Sure

Let's meet in front of Akihabara Station at nine o'clock.

( ) . .T : Good idea! See you on Sunday Goodbye

( ) .K : Goodbye
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資料３ 足立区立第三中学校 三浦 邦彦

実施時期 ： 平成１０年度 ２学期

学 年 ： ２学年 ２学級 １クラス人数…３７～８名

活動形態 ： Skit

素材の出典 ： ビデオ基礎英語 LET'S SAY HELLO

スクリプト ： 有

A: What does your father do?

B: He's a pilot.

A: What are you going to be?

B: I'm going to be a pilot too How about you?, .

A: I'm going to be a translator.

タイトル ： 私は～（職業名）になるつもりです。

条 件 ：・会話のはじめに挨拶等の文を加える 。

・会話の後に既習文型を利用して文をひとつ付け加える。

Production Data

１指導計画

（１）ここまでの指導過程

スキットの取り組みを通して、既習文型・新出文型の定着を図っている。

また、生徒の使用語彙、既習・新出文型の使用に焦点をあて分析を行い、

今後のスキット指導に活かすようにしている。

（２） 実施回数

１０回を予定。各レッスン終了後の補充・深化学習として実施。

（３） 関連する活動

ペアワーク …新出文型定着のための活動。生徒の表現に幅を持たせる為

スキットで使用できそうな語彙を提示している。

グループワーク…既習文型の定着と聞き返し・許可・同意等の表現を使用す

る場面設定を行っている。

（４） ＬＴの関わり方A

英会話学校に委託。年間配当時数は２年生対象、年４０時間。毎週月曜日に ALT

との を実施。スキット、グループワーク、映画を使用してのリスニング、異文化理解、TT

部活動の英語劇等の指導の時間として活用している。

２本活動について

（１）この活動の指導について

新出文型の の定着として行った。単に新出文型の使用に留まらず、be going to

既習文型の使用と語彙使用について着目したい。
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（２） Allotment

モデルの提示、スキットのアレンジと練習…１時間。（ との ）ALT TT

スキットの練習…通常授業の５～１０分間を３回。（日本人講師との ）TT

スキットの収録と評価…１時間。 による評価（ との ）ALT ALT TT

スキット相互の評価とまとめ学習…１時間。（日本人講師との ）TT

（３） 評価の観点・方法

評価の観点…声の大きさ、イントネーション、プラスされた文の工夫の点。

方法…評価は によるスキット収録時のアドヴァイスとスキット収録後のALT

生徒による相互評価。

（４） 活動の内容

・ との の時間に , によるモデルの提示を行う。ALT Team Teaching JTE ALT

・モデルのスクリプトの読みの指導を行う。

・スキットのアレンジの仕方を説明しペア決めをさせ、スキットのアレンジを行う。 ,JTE

ALT による各グループの個別指導（発音、イントネーション、語彙のアドヴァイス）

1) アレンジされたスキットの原稿チェック。

2) 読みのチェック（原稿を見ながら→ →原稿を見ないで）read & look up

・スキットのビデオ収録

・スキットの相互評価

（５） の関わり方ALT

モデルスキットの提示と発音、イントネーション等の指導。生徒の作成した

アレンジスキットの原稿チェック。スキット収録時の生徒へのアドヴァイス。

３ 本活動の成果・課題

（１） 成果…生徒の使用語彙が予想していたものより多く出された（職業等）

文と文をつなぐ の使用をしているペアがかなりみられた。link word

自然な会話の流れを考え、 . 不定詞の文型を使用するペアWhy? Because

が見られた。

（２） 課題…こちらのコントロールが強い段階でのスキット作成であるので、この活動を積み重

ねて生徒によるオリジナル化までの段階へつなげていきたい。
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資料４ 練馬区立練馬東中学校 坂田 恵子

実施時期 ： 平成１０年度 ２学期

学 年 ： 第２学年 ５学級 １クラス人数…３２～３５名

活動形態 ： Skit

素材の出典 ： 教科書 2NEW CROWN ENGLISH SERIES

lET'S TALK P3( 44.45)依頼するとき・許可を求めるとき

スクリプト ： 有 （新出文型を使うことを条件とし，あとは生徒自作）

タイトル ： ～してくれませんか？（友達に手伝ってもらおう）

条 件 ： ～ ～ の表現を必ず用いる。Will you ? May I ?

ALT のチェックを受ける。

Production Data

１ 指導計画

(1) ここまでの指導経過

ＡＬＴとのＴＴを通して積極的に英語を聞き，その質問に答えられるよう指導してきた。また，

LET'S TALK の場面では必ず新出文型を使ったモデルの会話を幾つか示し，教科書に

載っていない似たような表現を に紹介してもらっている。ALT

(2) 実施回数

学期に２回程度。１年次はモデル文とほぼ同じもの，２年１学期は語の入れ代えや文の付け

加え，全文オリジナルに近いものは今回初めて実施する。

(3) 関連する活動

ペアワーク…既習文型の復習と定着を図るために行っている。

(4) ＡＬＴの関わり方

年間配当時数は１年生１０時間，２年生１８時間，３年生１０時間。

２年生は隔週水曜日を基本に との を実施。スキット・スピーチの指導や異文化ALT TT

理解の時間としている。

２ 本活動について

(1) この活動の指導について

人に依頼する場面は日常生活でよくみられることなので，内容はわかりやすくより実際の

場面に即したものになるよう指導した。 ～ ～ の定着を図るために行った。Will you ? May I ?

(2) Allotment

モデルの提示，関連表現の提示，新出文型を使った練習…１時間( )スキッ トALT TTとの

原稿の作成…１時間 ( )ALT

スキットの練習…通常授業の１０分程度を数回
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スキットの発表…通常授業の２０分程度

スキットの相互評価…通常授業の３０分程度

(3) 評価の観点・方法

評価の観点…声の大きさ，英語らしさ，内容のわかりやすさ，ジェスチャー評価 の方法

…スキット収録後の生徒による相互評価と , の評価ALT JTE

(4) 活動の内容

・ との の時間に , によるモデルの提示を行う。ALT Team Teaching ALT JTE

ALT による関連表現の提示とその練習, 会話の上でのジェスチャーや表情などに

ついての説明。

・オリジナルスキット作成の手順の説明とペアによるスキット作成。

ALT JTE, は個別指導。（原稿チェックを受けたペアから読みの練習。）

・スキットの発表（次の課のスピーチ発表につなげるためクラスの生徒の前で発表させた。同時に

ビデオ収録。）

・スキットの相互評価

(5) の関わり方ALT

モデルスキットの提示と関連表現の提示。音声面の指導。スキット原稿のチェック。ジェスチ

ャーや表情についてのアドヴァイス。評価。

３ 本活動の成果・課題

(1) 成 果

場面設定がしやすかったためか，初めてのオリジナルのわりに内容が豊かであった。ALT

が今までに提示した教科書以外の表現や会話の中に現われる表現などを用いるペアが見

られた。

(2) 課 題

スキット原稿作成にあたり，語彙の質問が多かったので生徒の求める語彙の把握とその提示

が必要だと思った。また，相槌を打ったり，話しの先を促したりするような表現を通常の授業の

中で取り入れ，会話を自然な形でつなげられるようにしていきたい。
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資料５ 大田区立御園中学校 山本 崇雄

実施時期 ：平成9年度２学期

学 年 ：第３学年 学級数：5学級 1クラスの人数：35名

活動形態 ：２～5人のグループによるスキット

素材の出典： 3 2 、オリジナルのNew Crown "LET'S TALK " Pairwork

スクリプト：資料の と 参照Talk & Listen Pairwork

タイトル ：道順を聞くとき・答えるとき

条 件 ：特になし

Production Data

１．指導計画

(1)ここまでの指導過程

生徒が話す活動として色々なものが考えられるが、最終的にスキットやスピーチのような創造的な活

動につなげられるよう計画している。しかし、生徒にとって、いきなりスキットなどの活動をするのは難しい。

そこで、徐々にステップを踏み、無理なくスキットやスピーチにつなげられるよう計画している。まず、しっ

かり教科書を理解し、それを土台に徐々に、教科書から離れ、生徒の創造的な活動に移っていく指導

過程を工夫している。

(2)実施回数

３回を予定。今回は本課でなく、 なので、できるだけ時間をかけないように計画した。教科Let's Talk

書から発展させ、ペアワーク、ロールプレイ、スキットを行った。第１時間目を教科書の練習、ペアワーク、

ロールプレイに使い、宿題でスキットを考えさせ、第２時間目に練習、第３時間目に発表及びビデオ撮

影をした。

(3)関連する活動

Read & Look up "Look up and say!"：教科書を見ずに顔を上げて読む練習。1文ずつ教師の の

声で顔を上げて発音する。

Talk & Listen ：教科書の相手のセリフをマーカーなどで消したシートを使い、ペアで練習する。

相手をしっかり聞きタイミングよく話す活動である。

Pairwork ：教科書の場面、表現などを発展させ、生徒がスキットを作る際の参考になるようにして

いる。教科書の表現を越えて様々な表現を導入する。

Role Play Role Play Card Pairwork：場面と役割が書いてある数種類の を使い、教科書や の表現

を駆使して会話を続けていく。

２．本活動について

(1)この活動のねらい

電車やバスを使う場面での、行き方を訪ねたり、答えたりする表現を習得するのが主な狙いである。ま

た助動詞 や の定着も図る。could should
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(2)Allotment

教科書の表現の導入、ペアワーク、ロールプレイでの発展：１時間

ロールプレイ、スキットの練習：１時間

スキットの発表とビデオ収録：１時間

各クラスへの優秀作品の還元：５～10分程度を３回にわけて

(3)評価の観点・方法

評価の観点：英語らしい発音、感情・演技の工夫、内容の工夫の３点で評価。

方 法：教師による評価と生徒による相互評価。

(4)活動の内容

次のようなステップを踏むことにより、徐々に教師の拘束力の少ない活動（ここではスキット）につなげ

ていく。

STEP "LET'S TALK "1 教科書の 2 のダイヤログの練習

・ビデオを使い口頭で内容と表現を導入する。( )Oral Interaction

・リズムマシーンを使い強弱を付けた読み方に慣れる。

・ で顔を上げて読む訓練をする。Read & Look Up

STEP "LET'S TALK " Talk & Listen2 教科書の 2 のダイヤログを で相手をよく聞き、会話

をする練習をする。

STEP "LET'S TALK "3 教科書の 2 を発展させたペアワークの練習

STEP "LET'S TALK " ROLE PLAY CARD4 2 とペアワークを題材にした での練習

STEP 5 スキットの作成・発表

今まで教科書やペアワークで練習した表現を駆使して、「道順を聞くとき・答えるとき」のスキットを

グループで考えさせた。生徒の質問以外は原稿をチェックしなかっ た。確かに間違った英語はあった

が、これまで丁寧にステップをふんで指導したため、 キーフレーズの間違いはほとんどなかった。3時

間目にビデオ撮影と生徒による相互評 価を行った。ビデオは後に教師が評価に使ったり、優秀作品

を編集して、他クラスに還 元したりした。

３．本活動の成果・課題

教科書から徐々に生徒の創造的な活動に移っていったので、どの生徒もスキットの発表につなげら

れた。また指導過程で、「相手をよく聞くこと」、「顔を上げ相手を見ること」が話すことの土台になってい

くことを常に意識させることができた。教科書やペアワークを「読む」だけでなく、「自分の言葉として話

す」ことにつなげられたことが成果であった。今後の課題として、次のような点があげられる。

①教材作成など教師の負担が大きい。

②スキット以外の活動（スピーチやディスカッションなど）にもつなげられる活動をする。

③生徒の発話の誤りをどう訂正し、還元していくか。

これらの課題を克服するよう研鑽していきたい。
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１ T&K
A: Excuse me. Do you have a minute?
B: Yes.
A: Could you tell me the way to the Odaiba?
B: You should go by Yurikamome.
A: Where should I take?
B: I'm sorry . I'm a stranger here.
A: Oh. I see. Thank you.
B: You're welcome.
A: Have a good day.
B: You, too.

２ K&K
A: Excuse me. Could you tell me the way to the Harajuku?
B: Well, yes. But it's far from here. You should go by train.
A: Which train should I take?
B: Take No.4.
A: O.K. Thank you.
B: You are welcome.
A: Good bye.
B: Good bye.
A: If he take No.3, Harajuku is a next station.

３ K&K
A: Excuse me. Could you tell me the way to the Center Park?
B: O.K. It's near here. You should go on foot.
A: How do I go?
B: Go down street until you get to a traffic lights.
A: So?
B: Turn left and go straight. It's on the right.
A: O.K. Thank you.
B: You are welcome.

４ F&F
A: Excuse me. Do you have a minute?
B: Yes.
A: Could you tell me the way to the Tokyo Tower?
B: Pardon?
A: Could you tell me the way to the Tokyo Tower?
B: Tokyo Tower? O.K. O.K. But it's far from here. You should go by taxi.
A: O.K. And where should I get off?
B: At Tokyo Tower mae.
A: Oh I see. Thank you very much.,
B: You are welcome.

５ M&Y
Now we are in Ueno Station.
A: Hi.
B: Hi.
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Alta. I have never been there. Which train should I take?
B: It's far from here. I have been there twice.
Go to track No.2 and get off at Shinjuku.
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A: I don't understand.
B: Shall we go there?
A: Oh. Really. Thank you very much.
B: You are welcome.
AB: Let's go!

６ O&O
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Shibuya Kokaido. Which train should I take?
B: Go to track No.2 and get off at Shibuya.
A: I can't understand Japanese. Where is track No.2.
B: A: O.K. Thank you.どうさで指さす。

B: You are welcome.

７ I&E
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: No.
A: Oh no. Wait. Wait! Do you have a minute?,

B: Yes.
A: I want to go to Alta. Which train should I take?
B: I don't know.
A: Really? Tell a lie!
B: O K. I'll tell you. Go to track No.2 and get off at Shinjuku..

A: Oh, I see. Thank you very much.
B: You are welcome. Good bye.

８ S&T
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Toyotashi.
B: It's far from here. You should go by truck.
A: Which truck should I take?
B: Take Toyota's truck.
A: Oh, I see. Thank you very much.
B: You are welcome.

９ S&T
A: Hello. Excuse me. Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Tokyo Disney Land. Which train should I take?
B: Go to track No.11 and get off at Maihama.
A: Thank you. Have a nice day. B: You too.

１０ N&F
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to B& D.
B: Oh, I don't know what is near it.
A: It's near Shinkoshigaya.
B: Oh. It's far from here.
You should go by train. Go to track No.2 and get off at Shinkoshigaya.
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A: O.K. Thank you. Have a good day.
B: You, too.

１１ H&M
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes. But I'm busy. So hurry up.
A: Of course. Could you tell me the way to the Takenotsuka Library?
B: Well, yes. But it's far from here. You should go by bus.
A: Which bus should I take? B: I don't know.
A: O.K. Then..... Where should I get off?
B: Oh. I'm sorry. I don't know either.
A: I see. You are not useful. Good bye.
B: Oh. Thank you . Good bye.

１２ Y&Y
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Ministop and buy Aroe Yogurt. Which bus should I take?
B: O.K. My house is "Family Mart". Please follow me.
A: No. I want to go to Ministop!
B: No! "Family Mart" is No.1 convenience store! Now Kawamura Ryuichi is yours!
A: Really? Let's go!

１３ Y&R
A: How much?
B: 200 yen.
A: 100 yen? B: No, 200 yen!
A: I want to go to the Takenotsuka Station. Where should I get off?
B: This bus is wrong.
A: Which bus should I take?
B: I'm joking. This bus is right. You get off at Takenotsukaekimae.
A: Oh. Thank you.

１４ A&I
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Tocho. Which should I take?
B: Go to track No.2 and get off at Shinjuku.
A: Pardon?
B: Shall we go there?
A: Really? Oh, Thank you very much.
B: O.K. Let's go!

１５ W&S
A: Excuse me?
B: What?
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes, I do. Can I help you?
A: Yes. I want to go to "Fuji TV".
B: Oh. Do you want to go to "Fuji TV"? Me too.
A: Really? Oh. Good timing!
B: Let's go together!
A: Oh. Thank you. But which train should we take?
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B: Let's take the Yurikamome! Do you know Yurikamome?
A: Yes. But this is the first time to take Yurikammome.
B: Don't worry . I have taken " Yurikamome" once.
A: Oh. I see. Let's go. Hey hurry up!
B: Oh. Wait .Wait!

１６ S&K
A: Excuse me? Can you speak English?
B: A little.
A: Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Ebisu Garden. Which train should I take?
B: Oh. That's very good. That's interesting.
A: No. I want to know where is Ebisu Garden.
B: Oh. I'm sorry. Go to track No. 2 and get off at Ebisu.
A: One more.
B: Go to track No. 2 and get off at Ebisu.
A: Oh. Thank you. Have a good day.

１８ S&H
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: No!
A: Oh. Wait, wait. A little time. O K ?. .
B: Yes.
A: I want to shopping in Ginza. But I'm from Akita. So it difficult for me Tokyo. What train

should I take?
B: Go to track No.4 and get off at Yurakucho.
A: Oh. Thank you very much. But I don't go to there alone. So please go to there with me?
B: I'm sorry. I'm very busy now.

１７ S&K
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Takenotsuka Station. Which train should I take?
B: No problem.
A: Why?
B: Because I live in Takenotsuka. I am going to there now. Shall we go?
A: Yes let's.,

１９ Y&N
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Alta. How much the fare to Shinjuku?
B: It's a hundred sixty yen.
A: Which train should I take?
B: Go to track No.3.
A: What time is it now?
B: It's eleven fifty.
A: Good bye.
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２０ A&K
A: Excuse me. A city map, please.
B: Here you are. It is free.
A: Will you suggest some places where I can go and return in a day?
B: There is the Windsor Castle. It's the nearest famous spot around here.
A: Is the Castle open this season?
B: Yes . It's open.
A: How can I go to the castle?
B: You can go there by bus of No.8.
A: Thank you . Good bye.

２１ S&K
A: Excuse me?
B: May I help you?
A: Could you tell me the way to the Osyamanbe station?
B: Well, yes. It's near from here. You should go by walk.
A: Where is the station?
B: You find it for yourself.
Go gown this street until you get to the bridge and cross the bridge and turn right. It's on your

left. Do you understand?
A: Oh I see. Thank you very much.,

Oh. Here is the Osyamanbe station.
B: Excuse me.
A: Oh!
B: Could you tell me the way to the Kyoto station?
A: Go to track No.10 and change trains at the Tokyo station.
B: I don't understand. Shall we go to Kyoto?
A: No thank you.,

B: Wait.

２２ T&T
A: Excuse me? Do you have a minute?
B: What? Please speak a little louder.
A: Oh. I'm sorry. Do you have a minute?
B: Yes.
A: Could you tell me the way to the Alta?
B: Yes. But it's far from here. You should go by train.
A: Which train should I take?
B: Take No.2.
A: I don't know how to go to there.
B: Shall I go there with you?
A: Thank you.
B: You are welcome.

２３ N&H
A: Where is here? Oh. Sorry. Are you American?
B: Yes.
A: Me too. I'm lost. Can you help me?
B: Yes.
A: Could you tell me the way to Ame.......
B: Ameyoko?
A: Yes. That's right.
B: I want to go there too.
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A: Really?
B: Here is Yurakucho. You should go by train.
A: Shall we go ?
B: Yes. Of course.
A: I'm sleepy. ZZZ....
アナウンス：Ueno. Ueno.
B: Ueno? Wake up . Wake up. Oh. I don't mind him.
After one hour.
A: Ueno? I feel so long. Where is the gentleman? He was wonder.

２４ A&S
A: Excuse me. Could you tell me the way to the Takenotsuka?
B: Yes. You should use bus. Because it's the easiest of all.
A: What bus should I take?
B: You should take Takenothuka Higashiguchi bus.
A: Should I get off Takenotsuka Higashiguchi?
B: Yes. Do you understand?
A: No.
B: Ah?
A: Yes . Thank you.
B: You are welcome.

２５ A&A
A: Excuse me. Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Akihabara to buy a computer.
B: Me too. I love Akihabara.
A: Which train should I take?
B: Go to track No. 2 and get off at Akihabara. Shall we go with me?
A: Thank you.
B: You are welcome.
A: Why don't you use your car?

２６ A&K
A: Excuse me. Do you have a minute?
B: Yes.
A: I want to go to Yokohama China Town. Which train should I take?
B: Go to track No.4 and get off at Yokohama. O K ? What will you do?. .
A: I will eat a kimuchiman and go to shopping.
B: Oh. That's great!
A: Yes. Thank you very much.
B: Have a nice day.
A: You too.

２７ N&Y

A: Excuse me. Do you have a minute?

B: Yes.

A: I want to go to Kokuritsu Hakubutsukan. Which train should I take?

B: Go to track No.1 and get off at Uen o.

A: Thank you. Have a good day.
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B: You too.

駅について

A: Excuse me .Where is Kokuritsu hakubutsukan?

B: Go straight, turn right. Go straight, turn left.

A: O.K. Thank you.

２８ K&Y

A: Excuse me. Do you have a minute?

B: Yes.

A: I want to go to Shinjuku Alta. But I have no time. Which train should I take?

B: First go to track No.4. And get off at Akihabara on JR line. Go to Chuo Line and get off at

Shinjuku. This way is the fastest.

A: Thank you . Have a nice day.

B: You too. Good bye.

２９ Y&M

A: Excuse me. Could you tell me the way to the Ikebukuro.

B: Well, yes. You should go by train.

A: Which train should I take?

B: Go to track No.2 and get off at I kebukuro. Oh. The train is coming. Get on the train!

A: This is the first time. Please take me to Ikebukuro.

B: Oh! I mistook! Sorry!
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資料６ 足立区立第一中学校 大河 由起子

実施時期： 平成１０年度 ２学期

学 年： １学年 ３学級 １クラス人数・・・３７名

活動形態： Speech

素材の出典：なし

スクリプト：なし

タイトル： 自己紹介

条 件： ５文以上

Production Data

１ 指導計画

（１）ここまでの指導課程

なるべく口に出して表現する機会を多くとっている。

自分の言いたいことを、和英辞典等使い表現できるように指導している。

（２）実施回数

１年生にとっては、これが初めての発表となった。

今後、スキットや、スピーチの回数を、教科書の内容を加味し、増やしてい

きたい。

（３）関連する活動

ペアワーク…既習文型定着のために、ウォームアップをかねて行っている。

語彙力を増やすことも目的としている。

インタビュー…新出文型の定着と、応対の表現を覚えるために行っている。

（４）ＡＬＴの関わり方

英会話学校に委託。年間配当時数は１年生対象、４時間。ただし、１時間は、

Self-introduction になってしまうので、実質は３時間。

２ 本活動について

（１）この活動の指導について

Be like play動詞を使って年齢・出身を、また一般動詞 , 等を使って、自己紹介

ができることに着目し、自己英語表現の第１歩として指導した。

なるべく、みんながわかるような説明をするよう指導するとともに、使いたい表現に

ついては和英辞典等を使って表現するようにも指導した。

自分の言いたいことを表現するための語彙、表現の指導を行った。

（今回の場合、動名詞、複数形など）
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（２）Allotment

モデルの提示、発表原稿の作成と練習…３０分

スピーチの収録…１時間

評価とまとめ学習…３０分

（３）評価の観点・方法

評価の観点…声の大きさ、発音・イントネーション、発表態度

方法…ＪＴＥと生徒による相互評価

（４）活動の内容

・出身、年齢、好きな物、そうでない物などについて、自己紹介文を考えさ

せる。（条件は５文以上）

・仕上がったスピーチ原稿のチェック

（全体に注意すべき事を提示ー今回の場合、動名詞、複数形など）

・スピーチ発表

・相互評価

・反省、次回の目標を考えさせる。 の発表Best Speaker

（５）ＡＬＴの関わり方

なし

３ 本活動の成果・課題

成果…生徒が英語で発表することに自信を持った。

他の生徒の発表を聞くことにより、わかることの喜びを知った。

語彙、表現に少し幅ができた。

課題…初めてのスピーチだったので、少し時間がかかってしまったが、今後改善

していきたい。

２学期からで、スタートが遅くなってしまったが、今後スキットやスピーチの機会を

増やしていきたい。
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1. . . . . . .I'm M A I'm twelve years old I'm from Senhachi-sho I like music I don't like cereries I play

the piano I don't play the soccer Thank you. ( ) . .

2. . . . . . .I'm T I I'm twelve years old I'm from Senni-cho I like cats I read the book every day

Thank you.

3. . . . . . . .I'm Y I I'm from Azuma-cho I like cocoa I don't like winter I play soccer Thank you

4. . . . . .I'm Y I I'm thirteen years old I'm from Senni-sho I like ice cream

I don't like music Thank you. .

5. . . . . .I'm S O I'm twelve years old I'm from Senni-sho I like games

I like ra-men Thank you. .

6. . . . . . . ( )I'm D O I'm twelve years old I like games I'm from Senju-sho I don't likeinsects I play the

soccer Thank you. .

7. . . . . ( ) .I'm S K I'm from Senju-sho I like tennis I don't play baseball

I'm twelve years old Thank you( ) . .

8. . . . . .I'm T K I'm twelve years old I'm from Senju-sho I like basketball

Idon't like bugs I play volleyball Thank you. . .

9. . . . . . .I'm N K I'm twelve years old I'M from Senni-sho I like games I don't like swimming I play

basketball Thank you. .

10. . . . . .I'm M K I'm twelve years old I'm from Senni-sho I play basketball

I don't play soccer Thank you. .

11. . . . ( ) . .I'm T K I'm from Senni-sho I like ice d coffee I play baseball

I don't play soccer Thank you. .

12. . . . . . . .I'm M K I'm twelve years old I'm from Senni-sho I like games I play baseball Thank you

13. . . . . . . ( )I'm Y S I'm twelve years old I'm from Senju I like games I don't play sports I like play

swimming Thank you. .

14. . . . . . .I'm H N I'm thirteen years old I'm from Sekiya I like playing the bell I like soccer I don't like

swimming Thank you. .
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15. . . . . ( ) . .Hi I'm N N I'm twelve years old I 'm play truck and field I'm from motojuku-sho Nice

to meet you.

16. . . . . .I'm Y H I'm thirteen years old I'm from Senju "I like High-School Base- ball Match" I don't

like tomatoes Thank you. .

17. . . . . . . .Hi I'm S F I'm thirteen years old I'm from Senhachi-sho I like sports I don't like studying

Thank you.

18. . . . . .I'm T M I like soccer I don't like celeries I'm from Akebono-cho I like Akebono-cho very

much Thank you. .

19. . . . . . .I'm T M I'm thirteen years old I like soccer and baseball I don't like cheese I play judo

Thank you.

20. . . . . . .I'm H M I'm from Naka-cho I'm from Senju-sho I play basketball I don't play soccer Thank

you.

21. . ( .) (言い直して） . . . . .Hi I'm Yumi Hayashi Hi I'm Y M Please call me Miyasan I'mtwelve years old

I'm from Senju-sho I like listenig to music Nice to meet you. . .

31. . . . . . .I'm Y I I'm thirteen years old I'm from Senhachi-sho I like animals I like swimming Thank

you.

32. . . . . . . .I'm A U I'm thirteen years old I'm from Senni-sho I like dogs I don't like sports Thank you

33. . . . . .My name is I O I'm from Senju elementary school I'm twelve years old I like rabbits I play

the trumpet Thank you. .

34. . . . ( ) . .I'm S K I'm twelve years old I like color yellow and green I have threebrothers I like

calligraphy I play the shamisen Thank you. . .

35. . . . 1 . . .I'm K S I'm thirteen years old I'm from Azuma- chome I'm fromSennachi-sho I like music I

play the trumpet Thank you. .

36. . . . . . .I'm N S I'm twelve years old I'm from Nagano I like dogs I'm not goot atswimming Thank

you.

37. . . . . . .I'm K S I'm twelve years old I'm from Senhachi-sho I like to draw pictures I don't like sports I
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play the piano I don't run Thank you. . .

38. . . . . . . .I'm M S I'm twelve years old I'm from Sumida I like music I play the piano Thank you

39. . . . . . .I'm K S I'm twelve years old I'm from Senni-sho I like sushi I play basketball Thank you

40. . . . . ( ). . .I'm M S I'm thirteen years old I'm from Senni-sho I like book s I don't like milk Thank you

41. . . . . .I'm M T I'm thirteen years old I'm from Senju Daihachi Elemen-tary School I like piano I play

the cornet Thank you. .

42. . . . . .My name is S D I'm thirteen years old My family has five members I play the piano I like

window shopping and cooking Thank you. .

43. . . . . . .I'm M T I'm from Kawara-cho I like music I don't like insects I don't play baseball Thank

you.

44. . . . . ( ) .I'm H N I'm from Miyamoto-cho I'm thirteen years old I 'm don't play soccer Please call

me Naka-chan Thank you. .

45. . . . . . .I'm K N I'm thirteen years old I'm from Senni-sho I play thepiano I don't play basketball Thank

you.
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資料７ 江東区立深川第五中学校 原田 博子

実施時期 ：平成１０年度 ２学期

学 年 ：１学年 ４学級 １クラス ３３～３４名

活動形態 ：Speech

素材の出典： 通信（ .20)をもとにして、既習の文を加えたCOLUMBUS No

スクリプト： , . . . .Hello everyone I'm Mika I live in Niban-cho I have asister

Her name is Yumi I like music very much I like GRAY Idon't. . .

like V I'm in the music club I play the guitar Look!6. . .

This is my guitar Do you likemusic ?. ,～

タイトル ：自己紹介

条件 ：自己紹介の内容に関係のある物を聞き手に見せること。自己紹介の中で

聞き手に必ず質問をすること。聞き手がそれに答えるときは .や .Yes No

だけで終わらせずに、少なくとも１文は付け加え、スピーカーとリスナ

ーのコミュニケーションを図ること。

Production Data

１指導計画

１ここまでの指導過程

音声に慣れ英語に親しませるために、 のリズムトレーニングや歌、ペアワーク、 教科書のスキFIA

ット等を指導。

casual conversation の中に未習の文も取り入れ、教科書以外の文や語も少しずつ導入した。

２実施回数

speech は３回を予定（各学期１回ずつ）

３関連する活動

ペアワーク（新出文型だけでなく、その中で、聞き返しの文なども取り入れる。）

FIA のリズムトレーニング（リズムを身につける。語彙や新文型の導入。）

音読の重視（ や など）read and look up paced reading

４ＡＬＴの関わり方

今回の活動を行なった時点（９月）ではＡＬＴの指導は行われていない。ＡＬＴとの授業は11月下旬

から３学期にかけて、１クラス15時間行なわれる。 側と区の日本人教師が共同でBritish Council

作った教材を中心に授業を行なう。３学期は を主体にした、ＡＬＴと生徒との１対１Show and Tell

のインタヴューを予定。
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２本活動について

１この活動の指導について

１学期当初、 1で簡単な自己紹介の仕方を学んだ。そこで２学期９月には、これまでに身にUnit

つけた英語表現を使用し、その上今後行なう予定の の活動につながるような形としShow and Tell

て、内容に関係のある実物を見せての自己紹介を行わせた。 と の を取り入Speaker Listener Q&A

れ、 な を引き出すことをねらった。Interactive Student Talk

２Allotment

モデルの提示と音読練習

原稿作成

Speech の収録と評価

３評価の観点・方法

評価の観点…声の大きさ、聞き手に分かりやすい英語らしい発音、聞き手を見て発表

しているか、実物を示して工夫した発表になっているかの５つの観点

方法…教師の評価と生徒の相互評価

４活動の内容

・モデルを提示し、モデルの音読練習を行う。モデルをもとにして自分の紹介文を考える。

・原稿作成は夏休みの宿題。

・修正された原稿を見直し、発表の練習。

・ からの質問に や で終わらせないために、教科書の関連した箇所を確認Speaker Yes No

するなどする。

・ビデオ収録と評価

５ＡＬＴの関わり方

この時点では、ＴＴは行なわれていない。

３本活動の成果・課題

１成果 な が予想していたよりも見られたが、その数はまだ多くはない。Interactive Student Talk

大部分は や でおわってしまうことが多かった。Yes No

２課題 成果で述べたようなことがより多くの生徒間でできるようになるよう、文型や語彙をさらに

増やすような効果的な方策を考える必要がある。

Yes-No question にかたよってしまった。
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生徒Ａ

Hello everyone I'm I live in Edagawa I have a sister and a brother, . ～. . .

Their names are and I like music I like B'z I don't like D & D～ ～. . . .

I'm in the track and field club I play soccer Look! This is my soccer ball Do you play soccer. . . ,

～ ( , . , .)? Yes I do I have a soccer ball too

生徒Ｂ

Hello I'm I'm from Tokyo I'm thirteen years old My birthday. ～. . .

is May I live in Toyosu I have a brother His name is25. . . ～.

I like games I have many games Look at this game I like it very much. . . .

Do you like games too ? Yes I do I like baseball games Thank you, ,～ ( , . .) .

生徒Ｃ

Hello My name is I live in Shinonome I like ice cream I don't. ～. . .

like carrots I like school lunch very much especially gomokuankake I have. － .

two cats Their names are Minoru and Kuroko My cats are very lovely. . .

Look! These are my cats Do you like cats ? No I don't I like dogs. ,～ ( , . .)

Thank you.

生徒Ｄ

Hello everyone I'm I live in Toyosu I have two brothers Their, . ～. . .

names are and They are very noisy I like music very much～ ～. . .

I'm in the school band I play the flute Look! This is my flute I like. . .

music Do you like music ? Yes I do I have many CDs Thank you. ,～ ( , . .) .

生徒Ｅ

Hello everyone I'm I live in Shinonome I like baseball very much, . ～ . . .

I like Matsui I don't like Saito I'm in the baseball club I play baseball Look! This is my ball. . . . .

Do you like baseball ? No I don't I like,～ ( , .

soccer Thank you.) .

生徒Ｆ

Hello I'm I live in Shinonome I have a sister and a brother I like. ～ . . .

music I like GRAY Do you like GRAY ? No I don't I like Kinki Kids. . , ～ ( , . .)

I don't like math I'm in the tennis club I play tennis Look! This is my. . .

tennis racket Thank you. .

生徒Ｇ

Hello everyone I'm I live in Toyosu I have a sister a brother, . ～ . . .

Her name is His name is I like SNOOPY Look! This is my～ . ～ . .
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SNOOPY's T-shirt Do you like SNOOPY ? Yes I do I like SNOOPY very. ,～ ( , .

much Thank you.) .

生徒Ｈ

Hello My name is I live in Edagawa I have a sister. ～ . . .

Her name is I'm in the art club I have a piano I like rabbits This～ . . . .

is my rabbit doll Do you like rabbits ? Yes I do But I like teddy. ,～ ( , .

bears Thank you.) .

生徒Ｉ

Hello everyone I'm I live in Edagawa I have a father a mother, . ～ . . ,

and a sister My birthday is August Do you like baseball ? Yes I. 21. ,～ ( ,

do I like baseball Oh I like baseball too Of course I'm in the. .) , , .

baseball club Look! This is a trophy I got the trophy in the baseball. .

game Thank you. .

生徒Ｊ

Hi! My name is I live in Edagawa I'm in the basketball club～ . . .

I like playing the guitar I like math I have three guitars. . .

I wear a T-shirt playing basketball Look! This is my T-shirt. .

Do you play basketball ? No I don't But I play soccer Oh I'm,～ ( , . .) ,

a soccer fan Thank you. .

生徒Ｋ

Hello everyone I'm I live in Shinonome I have a brother, . ～ . . .

His name is I like comics very much I like Look! This is my comic Do～ . . .Ruronikenshin.

you like comics ? Yes I do I'm in the basketball club, ～ ( , .） .

I play basketball and play the piano Thank you. .

生徒Ｌ

Hello everyone I'm I live in Edagawa I play the piano I have, . ～ . . .

a piano Do you have a piano ? Yes I do I'm in the tennis club. ,～ ( , . ) .

I play tennis Do you play tennis ? Yes I do I like music very much. ,～ ( , .) .

I like Namie Amuro She's from Okinawa My mother is from Okinawa too. . , .

Do you like Namie Amuro ? Yes I do Look! This is Amuro's poster,～ ( , .) .

Thank you.

（ ）内の英語は質問された生徒が答えた英語。
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資料８ 府中市立府中第七中学校 小坂 きみ子

実施時期 ：平成10年度 第２学期

学年 ：第２学年 学級数：３学級 １クラスの人数：３６～７名

活動形態 ：スピ－チ

素材の出典：教科書 2 ” 7”NEW CROWN ENGLISH SERIES New Editoin Lesson

スクリプト：有（以下はモデルスクリプト）

Hello my friends everyone, ( ).

Today I'm going to talk about my dream for the future, .

I want to be a an Why?( ) ～ .( )

First Second Third,～. ,～ . ,～.

Now to be a an I'm going to, ( )～. ～ .

Thank you.

タイトル ：My Dream for the future

条件 ：将来の夢の職業を１つ決め、なりたい理由、できれば努力目標を入

れて発表する。

Production Data

１．指導計画

（１）ここまでの過程

スピ－チの組み立て方を学習し、モデル文を数例あげて紹介する。

ＡＬＴとの会話、What do you want to be in the future?

I want to be ～ .

Why do you want to be ?～

Because ～ .

（人前で自分の考えを述べる前段階としての練習。）

（２）実施回数

題材を変えたスピ－チ作成、発表。（１学期に１回、２学期に２回）

（３）関連する活動

ｽｷｯﾄ作成・・既習文型を用いた会話表現を作り、発表する。

ｽﾋﾟ ﾁ発表・・過去形を主に使い、１日の体験について発表。夏休み後に、休み中の体験や、-

ひとつの題材についてまとめた意見を発表する活動を行った。

（４）ＡＬＴの関わり方

市で英会話学校に委託。年間配当時数１クラス１４時間まで。（１，２年の場合）

３校で同じＡＬＴを持ち、その中で来校期間を決める。１年間同じＡＬＴ。
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２．本活動について

（１）この活動の指導について

既習文型の定着と復習として、又、人前で話す、スピ－チの組み立て方、

発表の仕方を学ばせる基礎づくりとして行った。

（２）Allotment

①モデルの提示。

②原稿作成

③ＡＬＴに添削されたものを、生徒に返却し、原稿を書き直させる。

④発表に向けての練習。

⑤スピ－チの収録と評価（ＡＬＴ、生徒の相互評価）

⑥まとめ

（３）評価の観点・方法

観点：声の大きさ，発音，アイ・ｺﾝﾀｸﾄ，全体の印象。

方法・ＡＬＴによる収録時、収録後の評価。

（４）活動の内容

＊ による職業の定義クイズ。 ～ ～ ～ ．等でのALT What ? Why ? Because

対話練習。

＊将来の夢の職業を考えさせ、スピ－チを作成する。

＊スピ－チの原稿チェック。

＊作成したスピ－チの音読練習。

＊発表（相互評価）

＊ＡＬＴによるベスト・スピ－カ－の発表。

＊自己評価。

（５）ＡＬＴの関わり方

生徒作成文の原稿チェック、スピ－チの評価。

発表後の生徒へのアドバイス。

３．本活動の成果・課題

（１）成果・生徒が表現しようとする英文。語彙の知識が増えた。他のスピ－チを

聞くことにより、他の生徒の考え方、表現方法を知ることができた。

（２）課題・＊評価の観点の評価方法、基準の設定。

＊将来の夢にこだわりすぎ、難しい（一般的でない）職業を選んで

苦労しかけた生徒がでた。英語の表現力と、現実との差をいかに

埋めて自分の考えを発表するか。
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４. の実際例Speech

1. , . .Hello everyone I want to be a doctor Why?

First I want to help sick people There are many problems For example some diseases do not, . . ,

have any cure yet.

Second I don't like diseases I must study more about diseases Thank you, . . .

2. , .Hello everyone! I'm going to tell you about my dream for the future

I want to be a soccer player Do you know why?.

First I like soccer Second I like Souma I hope my dream will come true, . , . .

Thank you very much for listening.

3. , . . .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a teacher

First I like children Second I want to talk with them, . , .

Thank you.

4. , . . .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a scientist

Why? First I like science Second I want to invent something Now to be a scientist I'm going to, . , . , ,

study science a lot.

Thank you.

5. , . .Hello everyone I want to be an astronaut in the future Do you know why?

First I want to see the earth from space Maybe the earth from space is beautiful I want to go to the, . .

moon too Second I want to know a lot of things about space Thank you. , . .

6. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a teacher

Because first I like "Tetsuya Takeda" very much He is a wonderful actor Second I like to play with, , . . ,

children I want to talk with them Now to be a teacher I'm going to watch many "Kimpachi" videos. . , , .

I hope my dream will come true Thank you for your listening. .

7. , . , . .Hello my friends Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be an artist

Why? First I like to draw pictures Second I draw, . ,

pictures very well Now to be an artist I'm going to draw many pictures. , , .

Thank you.

8. , . , . .Hello my friends Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a writer

Do you know why? First I want to give people wisdom, .

Besides I can work at home I'm going to write and read many books as much as possible I hope my, . .

dream will come true Thank you for listening. .

9. , . .Hello my friends Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a soccer
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player Why? First I like to play soccer I'm very happy when I play soccer Second after I looked at. , . . ,

Kazuyoshi Miura player I become,

a soccer fan Now to be a soccer player I'm going to practice very hard I hope my dream will. , , .

come true Thank you very much for your listening. .

10. , . . .Hello everyone I have a dream I want to be a doctor Any reasons for it?

Yes First I like humans I like to talk with humans I like to take care of sick. , . .

people When my patient become fine I will become very happy Second I want to find a cure. , . ,

for disease Someday I will find it Thank you. , . .

11. , . , .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a

table tennis player Do you know why? First I like table tennis very much Second I play table tennis. , . ,

very well I hope my dream will come true Thank you very much for your listening. . .

12. , . .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a soccer

player Do you know why? First I like soccer Second soccer is very interestig Now to be a soccer. , . , . ,

player I practice soccer hard, .

Thank you.

13. , . , .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a hair-dresser

and a barber First to have my own shop is very wonderful Second I want to run many barber shops. , . ,

in Europe and America Now to become a hair-dresser and a barber I'm going to study many hair. ,

styles Thank you. .

14. , . . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a scientist

First I like science Second I want to research Lastly I want to make several startling discoveries, . , . ,

in the field of science Now to be a scientist I'm going to study science Thank you very much for. , , .

listening.

15. , . .Hello everyone I want to be a kindergarten teacher Do you know why? Because I like small

children very much I hope my dream will come true Thank you. . .

16. , . . ,Hello everyone I want to be a biological oceanographer Do you know why? First

I like clear sea very much Second the sea has a lot of dreams and mysterious things Now to be a. , . ,

biological oceanographer I will watch sea life Thank you, . .

17. , . , . . ,Hello everyone Today I'm going to tell about my dream for the future I want to be a florist First I

like to grow flowers Second I want to grow many. ,

flowering plants and I think I want to plant narcissus hyacinth and tulip this fall I hope my dream, , .
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will come true Thank you for listening!.

18. , . , .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be an elevator

girl There is no special reason Thank you. . .

19. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a dentist Do

you know why? First I'm interested in teeth For example bad teeth Second I want to treat people with, . , . ,

bad teeth We must take good care of our teeth for life Now to be a dentist I'm going to increase my. . , ,

knowledge about teeth Thank you. .

20. , . . ,Hello everyone I want to be a kindergarten teacher Do you know why? First I like small

children very much There are many working mothers I want to. .

help them Second they have no family I want to be a kind teacher for them. , . .

Thank you.

21. , . , .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a junior high

school teacher Do you know why? First I like to take care of the students I am happy when I look. , .

after them Second I learn many things. ,

from our teacher So I want to teach many things to them I want to try my best now Thank you. , . . .

22. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a cartoonist

Do you know why? First I like to draw pictures I'm very happy when I'm drawing pictures Second I, . . ,

often think about other worlds For.

example the world of the clouds It's a beautiful world I want to make this story comic Now to be a, . . . ,

cartoonist I'm going to draw many pictures and think of stories Thank you, , . .

23. , . .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a flight

attendant Do you know why? First I like an airplane I'm happy when I board an airplane Second I. , . . ,

can go to various countries Then I talk with various persons So I am going to study a foreign language. , . .

Thank you.

24. , . . , .Hello everyone I want to be a writer Do you know why? First I like to write a composition When I

write a composition I'm happy Second I want more children to read many books Now to be a writer, . , . , ,

I'm going to read many many books for

my future Thank you. .

25. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a hair-dresser

First I like to cut hair Second I helped a hair-dresser when I was a small girl Lastly I want to keep, . , . ,

many people beautiful I hope my dream will come true. .

Thank you.
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26. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a cook Do you

know why? First I like cooking I have many menus;spaghetti salad soup pie jello cake puddig etc, . , , , , , , , ...

Second I want my own restaurant There are sweet cakes natural vetetable salads and good food in the, . , ,

restaurant.

Now to be a cook I'm going to cook delicious food I hope my dream will come true Thank you, , . .

for your time.

27. , . . , .Hello everyone I want to be a dog trainer Why? First I like dogs very much There are some

deserted dogs of them I want to train these dogs to be partner dogs For this I want to study about dogs. . , .

Thanks.

28. , . , . .Hello everyone Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a vetrinarian

Why?First I like animals especially small animals Second when my animals get sick I want to cure, , . , ,

them for low price Lastly there are many strayed cats and strayed dogs And some humans lost them. , .

soon For that compensation I vet up the strayed cats and dogs to get well Thank you. , . .

29. , . , . .Hello my friends Today I'm going to talk about my dream for the future I want to be a swimmer

First I like swimming Second I want to swim in the Olympic Games, . , .

Now to be a swimmer I'm going to practice swimming very hard, , .

Thank you.

30. , . , .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future

I want to be a table tennis player Do you know why? First I like table tennis Second I like to. , . ,

practice services every day I hope my dream will come true. .

Thank you very much for your listening.

31. , . , . .Hello everyone Today I'm going to tell you about my dream for the future I want to be a barber

Do you know why? First I like to play with hair of a person Second I want many guests to enjoy with, . ,

cutting or making good hair styles I hope my dream will come true Thank you. . .
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資料９ 多摩市立豊ケ丘中学校 福井 洋子

実 施 時 期 ： 平成９年度 ２学期
学 年 ： ３学年

活 動 形 態 ： Speech
素材の出典： 各グループが８枚ほどの絵から１枚を選択

スクリプト：

タ イ トル ： 絵を見て自由に物語を作る
条 件 ： 辞書は使わない。英文は書き取らない。時間制限あり。

Production Data

１．指導計画

(1) ここまでの指導過程

・入門期から、基本文型や語い等の基礎が定着するように系統的に指導した。

・ との授業では、英会話を中心に取り上げ、聞く力、話す力を延ばすことを目的に指導した。ALT

(2) 実施回数

年間２回程度。

(3) 関連する活動

なし

(4) の関わり方ALT

11校が4ﾌﾞﾛｯｸに分けられ、ひとりの が年間180日から190日市内4校に派遣される。ALT

２．本活動について

(1) この活動のねらい

・創造力を生かし、自由に英語を使えるようになることを目的とする。

・教科書を離れた授業を取り入れることで指導に幅を持たせる。

(2) Allotment

・ｸﾗｽの生徒立ちをｸﾞﾙｰﾌﾟに分ける。

・各ｸﾞﾙｰﾌﾟの中から1名に8舞の絵の中から1枚を選択させる。

･各ｸﾞﾙｰﾌﾟは、その絵を見ながら、その場で自由に英会話をしながら物語を創作する。

・各ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰには全員を対象に選択した絵を材料に させる。speech

(3) 評価の観点・方法

・物語の内容を的確にかつ英会話として良い話し方をしているかいなかを評価する。

・各ｸﾞﾙｰﾌﾟのｽﾋﾟｰﾁ終了後、最も良いｸﾞﾙｰﾌﾟを教師が選んで発表する。

(4) の関わり方ALT

最良ｸﾞﾙｰﾌﾟの選択にあたり も二ヶ野津に加わり、講評にも加わってもらう。JTETOTO

３．本活動の成果・課題

(1)成果

生徒が各自の創造力を駆使し、短文ではあるが自由に英語を使えるようになった。

(2)課題

より長く ができるようになるための一層の工夫が必要であると考えられる。speech
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Group 1 T 4

One day Mr Sato went fishing in the lake..

Wait a few hours.

He got a very big fish.

So he was very glad.

Because he will give it to his wife.

So he hurried home.

After he came home, his wife made it a fish pie.

So they ate it.

But it tastes terrible!
tasted

So they were sad!

Group 2 S 4

It's October.

It's getting colder and colder.

Those trees are changing colors and make us feel beautiful.
color

More and more sightseers come to see this sight.
view

Do you want to see this sight?

Group 3 A 2

Today is a hot day.

This is the sea.

Mother and daughter buy icecreams.
A mother icecream

Icecream tastes nice!
The icecream

But, daughter icecream is melty.
the daughter's melting

Her crying.
She is

So mother gives icecream to daughter.
her mother another icecream her daughter

But she smiled.
And

The end.

Thank you.

Group 4 H 3

The girl is Nancy.

The dog is Pochi.
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They wanted to buy icecream and dog food.

They went to the supermarket.

The supermarket is closed at five.

"I'm very hungry." Pochi said.

The girl was eaten by Pochi.

Group 5 K 3

This is the sky.

This is the sea.

The man is a fisherman.

He wants some fishes.
fish

There is no fish because in winter.
it is winter

The sea makes him sad.

Group 6 K 3

One day Mary, Mike, John and Cathleen went to the hiking.
hiking

The view was very beautiful.

Mike said "I've never seen such a beautiful view."

John said "Me, too."

But Mary was very tired.

She wanted to rest.

Mike said "No."

He asked "Why?"
She

John answered "Because we wanted get to the top."
to get

She agreed.
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資料１０ 豊島区立西巣鴨中学校 伊地知 義信

実 施 時 期 ： 平成９年度 ２学期

学 年 ： ３学年

活 動 形 態 ： Speech

素材の出典： 生徒自作

スクリプト： 有

タ イ トル ： My Summer Vacation

条 件 ： 夏休みの出来事を５文以上の文で書く。

Production Data

１．指導計画

(1) ここまでの指導過程

スキットやスピーチ等の発表につながっていくように、日頃の教科書の音読指導を

重視してきた。

(2) 実施回数

学期に１，２回、スキットやスピーチ等の発表活動を考えている。

（１年生から継続の指導をしている場合）

(3) 関連する活動

Read $ Look up

Pair work

Guess work 等

２．本活動について

(1) この活動のねらい

この学年の生徒がスピーチを行うのは初めてであるので、とにかくある程度まと

まった文を発表するということに主眼をおいた。

(2) Allotment

①夏休み前に課題の提示

②書き上げた英文の修正と音読練習

③スピーチの発表とビデオ収録

④ビデオの鑑賞と生徒による相互評価

⑤ビデオ作品の発表

(3) 評価の観点・方法

評価の観点：声の大きさ、発音、アクセント等、内容

方 法：教師による評価と生徒による相互評価

(4) 活動の内容

a Small Talk model.授業の始まりの 等で過去形を使って出来事を表現し を提示してきた。

b AET TT Small Talk interactive. との でも、 等で な活動を行った。
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c.スピーチ活動は初めて行うため、条件は少なく、５文以上とした。

d.授業では以下のように行った。

① 用の原稿を夏休みの課題とした。Speech

② 夏休み明けに、表現などの質問を受け、練習する時間を設けた。

③ クラス全員の前で、 を発表し、ビデオに録画した。Speech

④ 生徒は他の１クラスのビデオを見て相互評価をつけ、教師も独自に評価をつけた。

⑤ 各クラスの を生徒が選び、ビデオを編集して鑑賞した。Best Speech

評価表の例 （教師と生徒は同じ評価表を使用）

順番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

秋 井 伊 上 遠 尾 柏 木 工 佐 鈴 瀬 田

氏名 山 坂 藤 野 藤 形 木 村 藤 藤 木 田 辺

(1) 声の大きさ

(2) 発音・アクセント

(3) 意味が伝わったか

(4) EYE CONTACT

(5) 表情が適切だったか

(6) スムーズだったか

３．本活動の成果・課題

(1)成果 課題を与えてみると、意欲をもって取り組む生徒が多かった。原稿書きから

音読練習まで意欲をもって取り組む生徒が多かったと思う。

(2)課題 原稿のチェックをどの程度まで教師が行えばよいのか。どの程度手を入れたら

よいのかが一番の課題であった。生徒は日本語で内容を考えると、聞き手のこ

とを考えずにむずかしい表現を使う傾向が強かったので、そのあたりが今後の課

題であると思う。

生徒Ａ

In this summer. I took part in a training camp of soccer.

I was the only one that took part in this camp from our school.

And so, I was worried about myself.

But, I made soon friends with the other players.

I enjoyed practicing and playing games.

生徒Ｂ
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I want to Iwai for swimming in July and went to Kareikougen for camping in August.

I swam in the sea for three kilometers.

I met many friends in camping.

I had a very good time in the sea and in the mountain.

But I didn't study at all.

生徒Ｃ

I think this summer vacation was studying vacation.

I visited Fukushima one day.

I was very happy.

Because I didn't meet for a long time.

生徒Ｄ

I went to my grandparents' house with my mother on August twelfth.

I went to a summer festival with my cousins on August fourteenth.

I put on a yukata.

The fireworks was very beautiful.

This summer festival was good memory to me.

生徒Ｅ

It's feat in summer this year, too.

I was busy with my homework this year.

I was friend went to the amusement park.

I was see go to the movie in Sunday.

It's very happily in summer this year.

生徒Ｆ

I went to the sea with my family in summer.

The sea was very beautiful.

I fished, but I couldn't catch any fish.

And we ate hamburgers.

It was very good.

I wanted to be there more.

So we stayed for two days.

I had a very good time.

I think I made a good memory.

生徒Ｇ

I went to hear a concert.

Players were DLOOP.

Every Little Thing and others.

My seat was far from the stage.

So I couldn't see well.

But sound was better than CDs.

I enjoyed the concert.
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資料１１ 江東区立南砂中学校 石井 亭

実施時期 ：平成８年度３学期

学年 ：３学年 ４学級 １クラス人数３６人

活動形態 ：Speech

素材の出典： 3, 8 4 ( .65)SUNSHINE ENGLISH COURSE Program  P

スクリプト："My dream"

Hello Friends !,

I'd like to talk about my dream My dream is to become a chef in a.

French

restaurant I have this dream because I'm interested in cooking. .

It's won't be easy to become a chef First I'll have to learn French and go. ,

to France

to study at a chef's school Second I'll have to work at a famous restaurant. ,

for many years I know I'll have to study hard and work hard. .

But I won't give up I believe it's important to have a dream. .

Thank you.

タイトル ：卒業制作その２として、次のような例をあげた。

"My dream" "English and I" "How to study English My way"……

"My best memory" "My school life" "See you again"

条件：既習の言語材料、語彙を使用する（英語の歌に出てきた歌詞もＯＫ

ただし他の生徒がわかるカタカナ語は使用しても良い。

Script SPEECHは 集として,後で印刷して配布。

Production Data

１指導計画

(1)ここまでの指導過程

１学期は週４時間のうち、２時間が 。残りの２時間で教科書を進めた。Team Teaching

Team Teaching Listening& Speaking Skit Team Teachingは 重視の文型導入の授業。 を の授業で１

回 行った。教科書を進める授業では音読を重視した。また時々、副教材の問題集を取り 上げ、

宿題範囲の解説と質問を受けた。宿題は計画的に出し、夏休み前に１回転、

夏休みの終わりには２回転終わるように課題を出した。

２学期は「卒業制作１」として ( )の紙芝居を３人グループ で"The Story of Two Brothers" Columbus

行った。また教科書を進めると同時に２学期中に副教材の問題集を３回転終わる

ように計画した。

(2)実施回数

１年生より は年に１回以上行っていた。Speech

(3)関連する活動

Pair work Communication Strategy…新出文型定着のための活動。新出文型以外に に必要

な表現( . など)を毎回入れておいた。また語彙を増やすたEx Excuse me ?
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めに教科書以外の語彙も加えた。

Group work Group work…様々な形態の を行った。

英語の歌…生徒の精神的発達と文型を考慮しながら、１年生より合計１５曲程度

指導した。１曲につき、約３週間程度をかけ、ほとんど毎時間歌っていた。

(4) の関わり方ALT

British Council に委託。１学期３年生、２学期２年生、３学期１年生に各クラス15時間。

ALT JETと 共同作成のＴＴ教材が用意されている。１学期はＴＴ教材を使った授業と ＴＴ教材と

は別の も行った。この授業では は関与していない。Skit ALT

２本活動について

「卒業制作２」として３学期に行った。 と同時に３学期の学年末試験のテストSpeech

に加え、さらに 集を作成した。Speech

(1)Allotment

全体７時間計画（ただし50分授業のすべてを使わなかった授業もある）

第１段階： の目的、内容、評価について。原稿の完成。（３時間）Speech

第２段階： の練習と への挑戦（２時間）Eye Contact Gesture

第３段階： の練習と への挑戦（１時間）Voice Training Gesture

第４段階： 大会（１時間）Speach

(2)評価の観点と方法

１ （内容）Content

ア、 の は適切か。Speech Theme

イ、 の展開は に焦点が合っているか。Speech Theme

ウ、 としてよくまとまっているか。Speech

エ、ユーモアのセンスがある か。Speech

２ （暗記）Memorization

ア、 を暗記して自分のものにしているか。Script

３ （話しぶり）Delivery

ア、 ：声の大きさは適切か。Voice

イ、 ：身ぶり、手ぶりは適切か。Gesture

ウ、 ：心のこもった話しぶりか。Sicerity

エ、 ： の と話しぶりは合っているか。Unity Speech Theme

４Language

ア、 ：わかりやすい英語か。Understandability

イ、 ：英語は正確か。Accuracy

評価の方法…作成・練習時の形成的評価。 を選ぶ相互評価。Best Speech

Speech Speechの評価と の語数の評価。

(3)活動の内容

第１時：スピーチの目的、内容、 作成、評価、など（資料１）Script

モデルの提示（ より）。スピーチ・テーマの決定。 , ,SUNSHINE Introduction Body Conclusion

をそれぞれ１文ずつ計３文を完成。次時の課題＝３文の Speak out

第２時：３文スピーチ＆ の （資料２）Listener Feedback
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(1)Pair Work

横１列おいた と を組ませる。Partner Pair

机上に を置かせて の方法で１文ずつ相手に向かってスピーチ。Script Look and Say

(2) からのListener Feedback

Speaker Feedbackに対してもっと聞きたかった内容、知りたいことなどを させる。

Speaker Feedback Speechは をメモして の内容をふくらませる。交代する。

(3) （ 4）Group Work Make group of

４人グループの中で１人ずつ 。他の３人の からの を聞いてSpeech Listener Feedback

自分の 内容をふらませる。次時の課題＝６文以上の にする。Speech Speech

Introduction Body Conclusion２文以上, ２文以上, ２文以上（資料３）

第３時：６文スピーチ＆ のListener Feedback

(1) (2) からの 。交代 (3) （ 4）Pair Work Listener Feedback Group Work Make group of

次時の課題＝９文以上の にする。Speech

Introduction Body Conclusion３文以上, ３文以上, ３文以上

第４時： の練習Eye Contact

(1)Pair Work

横１列おいた と を組ませる。Partner Pair

机上に を置かせて の方法で１文ずつ相手に向かってスピーチ。Script Look and Say

Listener Speaker Eye Contact Feedbackは の の回数を数えて 。終わったら交代。

(2) （ 4）Group Work Make group of

４人グループの中で１人ずつ 。他の３人は の回数を数えて 。Speech Eye Contact Feedback

第５時： の練習Eye Contact

(1)Pair Work

横１列おいた と を組ませる。机上に を置かせて の方法でPartner Pair Script Look and Say

１文ずつ相手に向かってスピーチ。 にも挑戦させる。Gesture

Listener Speaker Eye Contact Feedbackは の の回数を数えて 。終わったら交代。

(2) （ 6）Group Work Make group of

６人グループの中で１人ずつ 。 にも挑戦させる。Speech Gesture

他の５人は の回数を数えて 。Eye Contact Feedback

第６時：Voice Training

(1)Pair Work

横１列おいた と を組ませる。机上に を置かせて の方法でPartner Pair Script Look and Say

１文ずつ相手に向かってスピーチ。 にも挑戦させる。 は が聞こ えGesture Listener Speech

なかったら手を上げて 。終わったら交代。Feedback

(2) （ 8）Group Work Make group of

８人グループの中で１人ずつ 。 にも挑戦させる。Speech Gesture

他の７人は が聞こえなかったら手を上げて 。Speech Feedback

Listener Speaker Speechの席を教室後方にし、 を教室前方に立たせて させる。

第７時： 大会＆ビデオ撮り（ を用意した）Speech Speech Table

評価の項目を板書して、 を１つ選ばせる。Best Speech
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３本活動の成果・課題（資料４参照）

成果… からの を生かすことにより、聞き手を考えた内容、 ,Listener Feedback Eye Contact

Voice Training にもその効果があった。「卒業制作」というネーミングに効果があり 「３年

間の英語学習のまとめ」ととらえた生徒が多かった。

課題…３年間の指導を考えた系統的な のテーマが必要だと感じた。Speech

３年生３学期には進路問題がからむので、生徒の心理も十分考えたい。

Speech Pause Speed Stress Intonationの英語がやや単調になっていたので、原稿に や 、 , を

書き込む指導が必要だった。また語頭（特に ）に がつきすぎる所が目立った。I Stress

資料１

英語科卒業制作その２ 「 」： （1997,1）＊その１は「紙芝居」でした。Speech
目的：中学校３年間で学習した英語のまとめとして、「 」を行う。Speech

この「 」はビデオ録画して、これからの後輩の英語学習に生かす。Speech

この「 」は学年末の英語の評価に入れます。Speech

また、第３学年学年末試験では自由英作文を出します。

この「 」を書いてもかまいません（辞書持ち込み可）。Speech

さらに、卒業制作その３：「英語文集」の原稿としても利用可。

Theme "My dream" "English and I" "How to study English My way"（題名） , , …

"My School life" "My best memory" "See you again", , , など

資料：１～３年の教科書、問題集、英語の歌の歌詞、基礎英語のテキストなど

＊なるべく自分が学習した英語を使用しましょう。

知らない語句は発音しにくいし、他人が聞いてもわかりにくいものです

評価：以下の１～４を評価（ア～に気をつけて）

１ （内容）Content

ア、 の は適切か。Speech Theme

イ、 の展開は に焦点が合っているか。Speech Theme

ウ、 としてよくまとまっているか。Speech

エ、ユーモアのセンスがある か。Speech

２ （暗記）Memorization

ア、 を暗記して自分のものにしているか。Script

３ （話しぶり）Delivery

ア、 ：声の大きさは適切か。Voice

イ、 ：身ぶり、手ぶりは適切か。Gesture

ウ、 ：心のこもった話しぶりか。Sicerity

エ、 ： の と話しぶりは合っているか。Unity Speech Theme

４Language

ア、 ：わかりやすい英語か。Understandability

イ、 ：英語は正確か。Accuracy
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資料２

Speech の原稿 Class No Name.

文章の構成

ある話題について英語でまとまった文章を書く場合は、まず最初にその話題を

紹介します。

次に具体例をあげたり、説明を加えたりして話題を発展させます。

そして最後にまとめや結論でしめくくるのが原則です。

Speech Speechの例を参考に以下の(1)～にそって３文で を書いてみましょう。

（１）「話題の紹介」何を言いたいか（１文）

（２）「話題の発展」その理由…自分の体験や自分の考え（１文）

（３）「まとめ、結論」何がいちばん言いたいか（１文）

＊先生に見てもらいましょう。
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資料３

Feedback を生かして Name

＊ からの を生かして、自分の を改善しましょう。Listener Feedback Speech

まずは内容。下の(1)～に沿ってそれぞれ６文以上の を書きましょう。Speech

(1) 「話題の紹介」何を言いたいか（２文以上）Introduction

(2) 「話題の発展」その理由（なぜ(1)を言いたいか）Body

…自分の体験や自分の考え、感じたことなど…（２文以上）

(3) 「まとめ、結論」何がいちばん言いたいか（２文以上）Conclusion

＊先生に見てもらいましょう。
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資料４

スピーチについてのアンケート結果 （1997.3）

＊このアンケートは後輩のスピーチの授業に生かすためのものです。

１、スピーチの語数は 最高１８２語 平均７０語

＊省略形（ ）は１語。 , . は含まないI'll Hello everyone Thank you for listening

２、 （聞き手）にスピーチの原稿内容についてアドヴァイスをしてListener

もらったのは原稿内容を検討するのに役に立ちましたか。

＊はっきりしなかった所が見つかった。＊相手がはっきり言ってくれなかった。

＊話の発展をどう書くかなどの参考になった。＊文と文のつなぎかたなど

＊相手がわかりにくい内容を直せる。＊聞きやすい英語か判断できたので。

＊すぐに内容をつかめないので役に立たない＊聞き手のなぜ？に答えられるから

＊人がどんな所をもっとくわしく聞きたいかを知ることができた。

＊皆が一斉に言うので聞こえなかったからアドヴァイスできなかった。

３、 （聞き手を見る）の練習のために （聞き手）に回数をEye Contact Listener

数えてもらったのは、 の練習の役に立ちましたか。Eye Contact

＊数を聞いても実感がないので目標があるとよい。

＊相手の目を見ると文も早く覚えられた。＊笑う人がいたので自信をなくした。

＊回数を増やそうと努力して ができるようになった。Eye Contact

＊回数より見ている長さを計ったほうがいいと思う。

＊練習から をしていると本番でもできる。Eye Contact

＊パートナーが近すぎると見にくい（目を合わせづらい）

＊一定方向しか向いていないことがわかった。

4、 として、スピーチが聞こえにくかった時にVoice training

Listener が手を上げたのは、声を大きくするのに役に立ちましたか。

＊声を大きくしようとして前を向いて できた。Speech

＊自分の聞き取られにくい声を直せた。＊言葉をはっきりさせることができた。

＊自分がどのくらいの声を出していいかわからなかったから役に立った。

＊大きくするばかりで雑な発音になってしまった。

＊難しい単語の所が声が小さいことがわかった。

＊原稿に目がいくと他の人が手を上げたかどうかがわからない。

＊自分のどの単語の発音があいまいかがわかるから。

＊手を上げさせないために大きい声を出そうとしたらいつのまにか声が出ていた

５、このスピーチのために自分で努力したこと練習したことなど、また

自分や他人のスピーチについて感想を書いてください。

＊ をするために繰り返し音読したので自然に英語を覚える。Eye Contact

＊家族に聞いてもらう。家族だと遠慮しないで指摘してくれる。

＊友人の意外な面を見れた。＊人前で自分の考えを言えてうれしかった。

＊ をつけると聞き手を引きつけることができるので付けたほうがよい。Gesture
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＊１人より４、５人の友だちと練習するとよい。＊鏡を見て練習した。

＊感情を込めて話せる人がすごかった。＊どこに を入れるか迷った。Gesture

＊本番のために原稿の字を大きく書くとよい。＊原稿を第三者の立場で見る。

＊ の時に手を の上におき、すぐに できるようにした。Speech Speech Table Gesture

＊ を入れやすいように文を考えた方がよい。Gesture

＊聞き手にわかるようにゆっくり話すと良い。

＊１人で練習する時も をしっかり練習する。Eye Contact

＊みんながどんなことを考えているかを知ることができ英語の勉強にも役立った

＊３年間の積み重ねという感じがしたスピーチだった。

＊英語で覚えるのはたいへんなので、日本語で内容を覚えた。

＊ を考えたが人前に出たら忘れてしまった。Gesture

＊それぞれ違う内容の を聞けて楽しかった。Speech

＊ と声の大きさで強調していることがわかると思って練習した。Gesture

＊話すことと聞くことの両方の勉強になった。

＊聞いている人にわかりやすくしようとして文の区切りを練習した。

＊自分の大切な所をどのようにしたら相手に伝わるかを文にするときに努力した

＊ を入れる所を原稿に書き込むと良い。Gesture

＊難しい単語を避けたほうがよい。＊やはり音読が最良の方法だと思う。

＊話す前に深呼吸をすると緊張が取れる。

＊原稿をわかりやすく、かつ内容を濃く書くということが難しかった。

＊人前での練習が多かったので本番はあまり緊張しなかった。

1, I K. .

Hello everyone I'd like to talk about my dream. My dream is to become a musician. Why, .

do I have this dream ? Because I like playing the guitar, and I think some guitarists are very

wonderful. So I want to become a

musician, but it is very difficult for us to become a musician. So I will practice the guitar very

hard. Thank you for listening.

2, Y I. .

Hello everyone I'd like to talk about my best memory. My best memory is our school trip to.

Nara and Kyoto. I went to school trip in June At first I went to Todaiji in Nara The hands of. , .

Daibutsu is very big. I want to stand on his hands I enjoyed our school trip. I want to visit Nara.

again. Thank you for listening.
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3, K K. .

Hello veryone. I'd like to talk about my best memory. My best memory is the Marathon match

in the third year. I was very sorry for the 1st and 2nd year Marathon match. Because I couldn't

win. So I wanted to win the last

Marathon match. On the last Marathon match, I could win. I pacticed very hard so I was very,

happy Thank you for listening..

4, A O. .

Hello everyone I'd like to talk about our last school festival. We practiced the play so hard that.

we could play very well. We moved to tears by our play. Do you remember the play ? I

remember words and actions How beautiful play was ! I will never forget our last school festival..

Because I have never had such a wonderful memory. Thank you for listening.

5, S S. .

Hello everyone. The Marathon match in the third year was wonderful for me. What do you,

think of the Marathon match in the third year ? I was very happy. Because I got the second place.

If do we our best I think we can do anything. Thank you for listening.,

6, M K. .

Hello everyone My best memory is our Sports day. We did our best for our Sports day But we. .

didn't win. I was very sorry. But it was good memory for me. Thank you for listening.

7, T S. .

Hello everyone I'd like to talk about my best memory. They are my all school life. But one, .

of my best memories is exam to go to high school. I took time to practice writing. But I didn't

practice well for interview. So I'm very nurvous. But I did well for my writing and interview. I

will try to do everything in my high school life. Thank you for listening.

8, Y K. .

Hello everyone. Do you have a good friendship with your friend ? I'd like to talk about my best

friends. I think friends are the most precious for me. If I have many good friends I will enjoy my,

life very time And we have good friend we can talk about studying friendship and love. So I'd. , ,

like to keep friendship with my friends all the time. Thank you for listening.

9, H S. .

Hello everyone. I'd like to talk about my best memory. It's my last soccer tournament. Because

we could play in Tokyo tournament But we couldn't win the game. I was very sorry. But I didn't.

regret it. I found we could come true through our team work. I think team work is very important.

Thank you for listening.
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10, H K. .

Hello everyone I'd like to talk about TV I have watched since I was a child. Watching TV. .

makes me relaxed. What TV program do you like ? Now there are many interesting TV program.

But you must not watch only interesting one. Because we can't get news without watching TV. So

we should watch many kinds of TV. I think it is important for us to watch TV. What do you think

about watching TV ? Thank you for listening.

11, T.

Hello everyone I'd like to talk about my dream. My dream is to go to some foreign countries. I.

want to talk with foreign people with my English. Because when I was a little I heard English,

from a tall man but I couldn't understand it. So I think I must study Engish very hard. Thank you

for listening.

12, M K. .

Hello everyone. I'd like to talk about my best memory. My best memory is the club tournament.

We had the club tournament in Tokyo at the second year student And it was very close game..

But I was very sorry. Because we lost the game. But we all vey proud. I will never forget this

tournament Thank you for listening..

13, S N. .

Hello everyone I'd like to talk about my best memory. My best memory is our school trip to.

Kyoto and Nara. We stayed at the hotel. At the hotel I could meet my friend's mother who lives in

Kyoto. I am very sorry that I couldn't meet my friend. But I am happy because I can hear my

friend live happily. So I had a good time in our school trip. Thank you for listening.

14, M S. .

Hello everyone I'd like to talk about my best memory. My best memory is Kamakura trip I. .

went to Kamakura in the second year I have never known Kamakura's history. But I can know.

many kinds histories. I saw big statue. We call it "Daibutsu" It is the second biggest Statue in.

Japan. The other things there are buildings and carvings and so on. I was very wonderful because,

these things were made by very very old people . I want to make many memories in the future.,

How about you ? Thank you for listening.

15, D N. .

Hello everyone. I'd like to talk about my belief. What is your belief ? And why ? We had our

Sports Day on June 7th last year. I practiced very hard in my club. I ran 1500m and I got third

place. I was really tired but very happy. When our Sports Day was over, practice teaches me two

things. The first it's important for us to practice hard. The second, practice makes perfect. This is,

my belief. Thank you for listening.
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16, Y S. .

Hello there. I'd like to talk about English and I. I have studied English for three years. As a

result English made my life active. And I became interested in foreign countries. Also I start,

exchanging a letter with my friend in the U.S.A. When I watched "We are the world" in English

lesson, I found that we must work for and make friends with people in the world. So from now I,

will study English more than ever. And I want to use English as one of my languages. I want to

use English to work in the future. Thank you for listening.

17, E N. .

Hello everyone. I'd like to talk about the Spring Camp in Fujimi. I enjoyed talking with my

friends at night I like talking with boys. The story is secret This talking is my best memory.. .

Thank you for listening.

18, H S. .

Hello everyone. I'd like to talk about my favorite things. I like playing with my friends I have.

kind friends. In my rest days I will go shopping, study with them. So I love the time to stay, ,

with my firends very much. I hope to keep friendship with such a gentle friends Thank you for.

listening.

19, T N. .

Hello everyone I'd like to talk about my dream. My dream is to become a photographer I have. .

this dream because other people take pictures in some festivals If I become a photographer I. ,

want to take pictures of beautiful scene. Thank you for listening.

20, Y S. .

Hello evryone I'd like to talk about my entrance exam about two weeks ago. One day I almost.

gave up studying but my mother said "Don't give up and study hard and you will pass the, ,

entrance exam. So I decided to study hard.

" I will do my best no to give up. Now I could pass it. And I will never foget "Never give up" in

my high school life. Thank you for listening.

21, M H. .

Hello everyone. I'd like to talk about my best memory. My best memory is studying abroad in

Canada in 1996.I took father to the hall in Koto City. I was very surprised I could go to Canada

and Mr Ishii go with me. I learned nature culture and way of life in Canada. Every day I met. , ,

new experiences. When I was with host family, I helped washing shopping cooking, and, ,

studying. I was convienient in heart communication. I think the most

important thing heart to heart and communication and body language. I had good experiences. I'll

never forget it. I'll go to Canada again through my bset. Thank you for listening.
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22, M N. .

Hello everyone. My best memory is our play Do you remember our play "Uruwashi no Curry.

and rice ? " Of course I do. Because I joined it. I played "Anna" in it. I practiced harder than any

other things. We practiced it after school And we remembered the words and actions. I took long.

time to remeber the words. Because Anna's words was too many. When our play was over we,

cried and cried, but we were very happy. Because we did our best. "Anna" and "Uruwashi no

curry and rice" live in my heart. I will never forget from now on. Because it is the best memory

in my life. Thank you for listening.

23, T F. .

Hello everyone I'd like to talk about my dream in 10 years. My dream is to make a better bike.

than now. So I will study hard about bike for it. And another dream I think it is very, , , ,

important for myself. I'd like to work for all over the world children and our earth Thank you, .

for listening.

24, S N. .

Hello everyone I'd like to talk about our play in the school festival. I joined the play. We.

practiced very hard for each part. Because it was our last school festival And we did our best. So.

we made a great success. I am very happy. Because we practiced played helped made up, , ,

together. I'll never forget it. Thank you for listening.

25, O F. .

Hello everyone I'd like to talk about my best memory. My best memory is our chorus contest. .

It is interesting Everyone joined and practiced so hard. Some classes practiced from early.

morning So I think everyone could show their best I think our school festival is good for. .

everyone. Because it makes everyone so hard. I like the school festival Thank you for listening..

26, N F. .

Hello everyone. What memories do you remember in your school life ? I'd like to tell you about

the club tournament in fall at the second year. I had impressive experience then And I learned.

many things. On the day of the tournament we were very nervous. We cheered up each other.,

The tournament started. We played as hard as possible in the game. But we couldn't win the game.

Though we lost the game we all were very proud. Because we played as hard as we could I, .

thought that it is important to do our best for everything I will never forget this tournament in.

my life Thank you for listening..

27, N Y. .

Hello there I'd like to talk about my high school life. Do you see high school students who, .

spend loose life ? I feel terrible to see of it. How about you ? I'd like to spend good days in my

high school life. Anyway I don't want to spend bad days. This is the most important and isn't a,

logic. Thank you for listening.
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28, K M. .

Hello everyone I'd like talk about my best memory. My best memory is our school trip I really. .

enjoyed it. Because there are famous building in the world. I want to go there again. I have made

better friendship with my friend through this school trip. Thank you for listening.

29, I Y. .

Hello everyone I'd like to talk about my dream. My dream is to become a cook Because I like. .

cooking and I like eating. So I pracitice cooking and eating very hard. Thank you for listening.

30, M M. .

Hello evryone I'd like to talk about my best memory. My best memory is the very last.

tournament. Our team went to the tournament in Ariake at summer. On the day of the tournament,

we were very nervous. It was very difficult to win the game because it was very hot. But we did,

our best. We won the first game. We were all very proud. I think it's important to help each other

and to do our best Thank you for listening..

31, T Y. .

Hello. How are you ? The day has come to make a speech. What do you make your speech ?I'd

like to talk about the school festival in 1996. Because I was busier than any other school festival.

In 1995 I didn't do anything in 1994 I was Jikkoiin But I was busier in 1996 than 1994. I, .

played computer for 3 hours in computer room. On the school festival day I played music by,

computer from some requests But almost played games by computer. "Why ?" I thought. And I.

was sad I played music alone. So I couldn't see the other displays. But I am very happy I played

computer well Thank you for listening..

32, S M. .

Hello everyone I'd like to talk about my dream. My dream is to become an interpreter I have. .

this dream because I like to speak English. It was difficult for me to become an interpreter. First,

I'll go to N.Y. to study English. Second I'll come back to Japan to study about interpreter. I,

want to come true my dream. So I must study hard. But I won't give up. Thank you for listening.

33, N Y. .

Hello Everyone. I'd like to talk about my school life I have enjoyed everyday. My best memory.

is our school festival. Our brassband club played same music. I was nervous because it was the

last play. We could succeed our play. I want to play in my high school better than this school

festival. Thank you for listening.

34, I Y. .

Hello everyone I have many friends so I'd like to talk about them. At first I had only a few. ,

friends. So I was sad. But now I'm glad that I've got many friends I felt strong friendship. While.

talking and playing with them I want to thank my friends and my teachers They gave me a lot. .

of good memories. These memories of three years are treasure for me In one word they are like. ,

"I need to be in love" as Carpenters song Thank you for listening..
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資料１２ 三鷹市立第四中学校 阿久津 仁史

実施時期 ：平成９年度 １学期

学年 ：１学年 ５学級 １クラス人数３４名

活動形態 ：Ｓｈｏｗ ＆ Ｔｅｌｌ（教科書：Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ）

素材の出典 ：教師の自作のモデル文

モデル文１ . . 37.This is my friend He is Takeshi Kishi He is He is from

Tokyo He is very fond of *sake He is a good pianist He plays. . .

the piano very *well He and I are good friends Thank you for. . (

listening). ＊酒 ＊上手に

モデル文２ . .This is my *favorite book The book is *Tom Sawyer It is an old

book But it is *a lot of fun Tom is *naughty but very *kind. . .

I like Tom very much And I like the book very much Thank you. . .

＊お気に入りの ＊トム・ソーヤー ＊古い ＊楽しい ＊腕白・優しい

スクリプト ：有（生徒のオリジナル）

タイトル ：自分の友達・好きなものの紹介

条件 ：５文以上

Production Data

１ 指導計画

（１）ここまでの指導過程

Pair work Interview game Guessing game・ ・ 等を通して、新出文型の定着を図って

きた。その際、 ・ ・ .等の決まり文句も合わせて使用するExcuse me Pardon? Thank you

よう奨励してきた。

（２）実施回数

１回。学年が終わるまでにさらに２回。各レッスン終了後の補充・深化学習として実施。

（３）関連する活動

ア ペアワーク 新出言語材料の定着のための活動で、Substitution question

のドリルとして行っている。生徒の表現範囲を広げるために

も未習の語や表現を積極的に取り入れている。

イ インタビューゲーム 新出言語材料の定着のための活動。 のドリルとしWh-question

て行っている。聞き返し・許可・同意等の表現も、場面応じ

て使用するよう奨励している。

ウ スキット 既習言語材料の定着及び、発表のための活動。

（４）ＡＬＴの関わり方

インタラックからの派遣。年間配当時数は、各クラス約９時間。ほぼ月に１回の割

合で、異文化理解を目的としたリスニング・スキット・スピーチ・ショウ＆テル・スピ

ーキングのテスト等で、ＴＴを実施している。
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２ 本活動について

（１）この活動の指導について

１学期に習った語彙・言語材料の総合的発表の場として行った。

（２）Allotment

１時間目：モデル文の提示・オリジナル文作成・添削・練習

２時間目：ＡＬＴと１：１でショウ＆テルの発表をし、ＡＬＴに評価してもらう

３時間目：ビデオ鑑賞と生徒による相互評価

（３）評価の観点・方法

声の大きさ・発音・アイコンタクト・内容・工夫の各項目を３点ずつ計１５点満点で

ＡＬＴに評価してもらう。

（４）活動の内容

・プリントを使って、モデルを提示する。

・生徒の独自の原稿を作成させる。

・一人一人見せに来させ、添削する。

・原稿を見て発音練習させる。

・ショウ＆テルのビデオ収録。

（５）ＡＬＴの関わり方

声の大きさ・発音・アイコンタクト・内容・工夫の各項目を３点ずつ計１５点満点で

評価してもらう。

３ 本活動の成果・課題

（１）成果 ではあったが、まとまった文章を話すのは、生徒にとっても初めてprepared

の経験で、大変緊張したようだが、とても自信になったようだった。

（２）課題 きちんと準備した生徒とそうでない生徒の差が著しく、早くも学力差が顕著

に見られてしまった。十分な援助が必要な生徒には、マンツーマンで指導する

必要があろう。

This is my frined. He is Akiyuki Koyama. He is from Tolkyo. He is the table tennis club. He likes
cats very much. Thank you.

This is table tennis racket. It is new racket. This rubber is for power smash. This rubber is made in
China. This is for srtong spin. I use it every day. Thank you.

This is my friend. He is Masayuki Nakayama. He is from Tokyo. He is good baseball player. He is
Hiroshima carp fan. Thank you.

This is my brother His name is Jun. He is 9. He plays TV games every day. He doesn't like vegetable
and study. Thank you.

This is my hamster. Thank you very much.

I'm Ryoishi Sanada. This is a dragonquest. He is Ieri. Thank you.

I have two brother. His name is Susumu. His name is Satoru. He is 19. He is 17. He is from Saitama.
He is from Tokyo. He likes sushi. He likes ramen. He plays baseball. He plays baseball too. He is
Giants fan. He is Tigers fan. Do you like Susumu or Satoru ? Thank you.
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This is my treasure. He is Kazuo Shono. He is 36. He is from Tokyo. He is car. Thank you.
I like baseball very much. I play baseball. I'm a Hiroshima Carp fan. Are you a Hiroshima Carp fan ?

This is my gold medal. I get it by win the match of soccer. He teach me pleasure of soccer. I play
soccer. Do you play soccer ? Thank you.

This is my sister. She is Mayumi Tanaka. She is 17. She is fond of playing tennis. She likes cake.
Thank you.

I am Kenichi Namura. I am thirteen. This is album. I graduated from this school. Thank you.

This is my friend Shimizu who moved from Mitaka to Ymanashi. He like playing video games very
much. He likes playing piano. He plays the piano very well. He likes English. Thank you.

This is my mother. She is Mari Murota. She is 42. She is from Yokohama.

These dare my collection. This is my favorite card. The card is five hundred yen. This is my coin. My
father is Japanese coin collector. Thank you.

This is a poster. The poster is Daylight. The leading part is Silvesta Starohn. This is rare poster. He is
cool sar. How about you. Finnegan ?

This is my pretty hamster. this is my good friend. This is my good mother. This is my sister. This is
my good pet. Do you like hamster ? I like hamster.

This is my turtle. This is girl. She is Rono. She likes rice.

This is a my pet. This is a dog. This is a Beru. Beru is a girl. Beru is a pretty dog. Beru is a from
Australia. Beru like frisbee. Beru play frisbee every day. Thank you.

This ia my brother. He is Hiroki. He is 8. He likes soccer. Do you like Soccer ? He is good soccer
player. Thank you.

This is my stamp album. I'm Look ! This is new stamp. This is cat and dog. This is my favorite
stamp. I like stamps very much. Thank you.

This is my mother. She is Mieko Kibihara. She is from Saitama. She is fond of coffee. She is 50.
Thank you.

This is my favorite pencil. Nice pencil. Thank you.

This is my mother. She is Yujiko Suzuki. She is from Nigata. She is 40. She play tennis. Thank you.

This is my brother. he is 14. He likes baseball. He is track and field club. His name is Keisuke. Thank
you.

This is my favorite pet. His name is Tamagocchi. It's made in U.S.A. My friend Noriko gave me. She
lives in Hawaii. I am sorry, but I don't have a picture with her.

Thsi is my favorite album. This is my friend. She is Takae Merakawa. She is 13. She plays the piano
very much. Thank you.

This is my dog. She is Pipi. she is nine years old. she is mother. she like take a walk.

This is my rabiit. She is Nanmai suba. She is 45. She is girl. She is Dutch rabiit.

This is my friend. He is Yuuya Kekuye. He is 3. He is from Kanagawa. He like milk. Thank you.

This is a my book. This is a nice book. This is a my favorite book. The book is Totoro. do you like
book ? Thank you.
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資料１３ 杉並区立和田中学校 北原 延晃

実 施 時 期 ： 平成６年度 ３学期
学 年 ： １学年

活 動 形 態 ： ALT Show & Tellとの１対１のインタビューテスト（ 形式）
素材の出典： なし

スクリプト： なし(ｲﾝﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾁｭ)だが，自宅練習用に想定問答集を作った生徒もいる。

タ イ トル ： インタビューテスト
条 件 ： 言語材料制限なし。語数自由。２分以上会話を続ける。。

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｄａｔａ

１ 指導計画

(1)実施回数

この形式のスピーキングテストは年に１回。他に音読テストや Pronunciation

Clinic （発音レベル別グループによる発音矯正）をＡＬＴの指導により年に数回行っている。ま

た、２・３年生は学期に１回スピーキングテストを実施している。

(2)関連する活動

ア ペア、グループ・ワーク

日頃からペアワーク、グループワークの時に、練習する以外の言語材料／既習

の表現方法を使うように指導した。

イ ＡＬＴとのＴＴ

ALT とのＴＴでは自分から進んで話しかけるように指導した。（ゲーム形式を多用した）

ＡＬＴは１週間に１時間を原則に導入し、教科書を使わずに自主開発教材を使用した。特

に１年生に対してはリスニングを集中的に実施している。

ウ スピーチ

２学期はじめに「自己紹介スピーチ」を実施し、その中で写真など小道具を使うように指

導した。

(3)ＡＬＴの関わり方

区がＡＬＴ個人と契約。年間配当時数はクラス数×１５時間＋α。毎週月曜日に

３年生、金曜日に１、２年生にＴＴを実施している。教科書は使わずにゲームな次の活動を

主にやっている。リスニングゲーム、語彙力増強ゲーム、校内ツアー、異文化理解、

グループワーク、定期テストのリスニング問題録音、スピーキングテスト評価等。

２ 本活動について

(1)Allotment

下記プリントによりテストのやり方を説明・・・１週間前

テスト（クラス半分）＋全体へのコメント・・・１時間

テスト（残りの半分）＋全体へのコメント・・・１時間
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テスト予告（生徒向けプリント）

１年生 英語 スピーキングテスト

下の要領でスピーキングテストをします。準備をしなさい。特に小道具を忘

れないように。小道具は何でも構いません。

期日 ： ２月１７日（金）

時間 ： 各クラスとも授業時間内

方法 ： モリスン先生が準備室にいて、そこへひとりひとり入っていって

会話をする。

持ち物 ： 自分の宝物・写真など小道具を１つ持って入ってそれについて

説明する。モリスン先生が質問するのでそれにも答える。

評価 ： ２分間途切れることなく会話を持続できたかどうかで評価する。

あいさつ→話題に入る→モリスン先生からの質問が混じる→それ

に答える→さらに説明を続ける→さよなら

評価基準 ： Ａ・・・２分間会話を持続でき、発音・内容も申し分ない

Ｂ・・・２分間会話を持続できたが、発音・内容に英語とし

て少し不自然な部分がある。

Ｃ・・・２分間会話を持続できない。しかし、伝えたい内容

は何とか伝えることができた。

Ｄ・・・２分間会話を持続できない。何を伝えたいのかわか

らない。

(2)評価の観点・方法

ア 評価規準

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｐｏｉｎｔｓ

Ａ Ｓｏｕｎｄ ( , , , , )Volume Pronunciation Stress Rhythm Intonation

Ｂ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｂｉｌｉｔｙ ( , , )Discourse Attitude Response

Ｃ Ｄｕｒａｔｉｏｎ ( 2 .)Tick when the testee keeps talking over min

Ｄ Ｔｏｔａｌ Ｓｃｏｒｅ ( )A + B + C

Over min2 .........5

between - min1 2 ....3

under min1 ........1
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イ 評価基準

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｒａｔｉｎｇ

５ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ( 2 .Can keep talking for minutes Almost natural

speech and speed.)

４ Ｇｏｏｄ ( 2 .Can keep talking for minutes Several mis-

takes and some amount of unnaturalness.)

３ Ｆａｒｅ ( 2 .Can't keep talking for minutes Understand-

able speech.)

２ Ｐｏｏｒ ( 2 .Can't keep talking for minutes Silence

rather than speech reigns.)

１ Ｖｅｒｙ Ｐｏｏｒ( .)Can't communicate

ウ 評価の実際（一部抜粋）

2 . 2 .-A boys Evalua Points -A girls Evalua Points
N N
o Name o NameＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1 ４ ４ ５ 13 31 ４ ４ ５ 13

2 ２ ２ １ 5 32 ５ ４ ５ 14

3 33 ４ ４ ５ 13

4 ３ ３ １ 7 34 ４ ４ ５ 13

5 ３ ３ ３ 9 35 ４ ４ ５ 13

6 ４ ４ ５ 13 36 ４ ５ ５ 14

7 ４ ４ ５ 13 37

8 ３ ４ ５ 12 38 ４ ４ ５ 13

9 ４ ４ ５ 13 39 ５ ５ ５ 15

10 ４ ４ ５ 13 40 ４ ４ ５ 13

(3)活動の内容

ア １週間前にテストの予告をし、やり方を説明する。先輩の優秀ビデオを見せ、

イメージをつかませると同時に到達目標レベルを示す。

イ 生徒が一人一人視聴覚準備室に入って、そこで待機するＡＬＴに各自用意した写真など

の小道具を英語で説明する。時間を節約するため、次の生徒はドアのところで待ち、前

の人が終わったらすぐに入室する。（隣の視聴覚室ではＪＴＥが単独で授業を行ってい

る。）

ウ あらかじめ生徒を能力別グループに分けておいてその順番で入室させるとＡＬＴの負担が
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少なくて済む。また、生徒の能力の進展に伴い年に何回かグループの入れ替えをすると

生徒の動機付けになる。

エ 入室した生徒はＡＬＴと挨拶をかわして、自分の小道具を出して話を始める。

ＡＬＴは話の途中で質問をはさんだりするが、生徒はそれらにうまく答えながら会話を

２分間以上持続する。

エ １クラス２時間を配当する。

オ ＫＲ情報( )はその時間の最後に生徒に伝える。Knowledge of Result

(4)ＡＬＴの関わり方

隣室で待機し、一人一人スピーキング能力を測定する。（クッキングタイマーを２分間にセ

ットしておく。）その時間の終わりに評価を一人一人伝える。良かった生徒は大いにほめ、

うまくいかなかった生徒には励ましとアドバイスを与える。

３ 本活動の成果・課題

成果・・・一つの部屋でＡＬＴと２人きりで話すという極めて緊張度の高い活動だったが、初めて

ＡＬＴと１対１で話したことは生徒にとって良い経験になったようだ。後でビデオを見ると、

外国人と一人で話すことに何の抵抗もない生徒が多い。これもいままでのＴＴの効果であ

ろう。また、「自分の話したいことを語らせる」ことがスピーキング活動の中でもっと行われて

いいと感じられた。

課題・・・生徒の中には . ...のように同じ文型を使って時間This is my father This is my mother

をかせぐ者がいた。その場合ＡＬＴがすかさず質問に入って同じ繰り返しをさせないなど

臨機応変の対応ができていなかった。

４ 生徒が用意したスピーキングテストの話題の一部（平成１０年度１年生）

カナダの家族旅行、ソロバンの実演、 .ﾃﾞｭｶﾌﾟﾘｵ、L

オリンピック（ . , ）、ペット、家族ｽｷｰS Skate Jump

絵本、スキー、バスケ部、吹奏楽部、文房具、寿司

ブラジル体験、ボーリング、釣り、不思議の国のア

リス、芸能人、和田商店街、漫画、おみくじ、ディ

ズニー切手、ノストラダムスの本、着物、車ｶﾀﾛｸﾞ
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Example 1 (Time 55'29" 57'45")
Student profile : (Speaking Hyotei )→Ｂ 評定→２

Teacher Talk Student Talk
Good morning. Good morning.
What's your name? My name is K. K.
Kumaki.
OK, Miss Kumaki, take a seat. Thank you.
Oh, what is this? Please look at this picture.
OK. Her name is Ryoko Shinohara
Shinohara? Yes.
OK. Her name is Takako Tokiwa.
Takako...? Tokiwa.
Tokiwa. Her name is Hikaru Nishida.
OK. Miss Ryoko birthday August
OK. Miss Takako, April 13.

Miss Hikaru, August 16.
Do you know her?

No, I don't. Do you know her?
No, I don't. Do you?
No, I don't. Really?
Really.
I don't know.
Are they singers? Yes.
Yes. TV talent.
Ah, I see.
What TV show?
What TV show?
How old is she?
Twentysix or twentyfive? Twentyone.

Twentyone.
Twentyone.

Oh, I see.
Who do you like...most?
Who's your favorite TV talent? Yes.
No.1 TV talent? One.
No.1.
No.2 is... Two.
And Three.
OK, very good.
So, do they live in Tokyo? Kanagawa City.
She lives...
She lives in...
She lives in Kanagawa City? Yes.

Tokyo City.
OK. Kanagawa City.
OK. Thank you very much.
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Example 2 (Time ' "60'19")58 3

Student profile : (Speaking Hyotei )→Ｂ 評定→３

Teacher Talk Student Talk

Good morning.
Good morning.
Please sit down. Thank you.
Take a seat. My name is A. S.

My number is 38.
OK.
What is this? It's a picture.

There are Shinji and Kazutosh
Sakurai's pictures.

OK. Shinji birthday is December 1
Kazutoshi's birthday is March
Shinji comes from Hokkaido.
Kazutoshi comes from Tokyo
Shinji plays a sax pretty well.
Kazutoshi sings a song very w
He is popular singer. His band name is Mr.

Ah, I know Mr. Children. Children
Do you like Mr. Children?
OK. Yeah!
Good. I like their music very much.
Is he a pop singer?
No? No.
TV talent? He's...
TV talent. TV talent.
How old is he?
And how old is he? He is twentythree.
Oh, same as Sean. Twentyfive.
Same as me.
I see.
So Mr. Children.
And he is a TV talent.
Now he's from Hokkaido?
Does he live in Hokkaido? Yes.
Where does he live? No.
In Tokyo. Tokyo.
And he lives in Tokyo, too?
OK. Yes.
Thank you very much.
Bye bye. Bye bye.
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資料１４ 大田区立東調布中学校 渓内 明

（データは、前任校、足立区立江北中学校のもの）

実施時期 ： 平成９年度 ３学期

学年 ： １学年 ４学級 １クラス人数･･･３１～３２名

活動形態 ： スピーチ( )Show & Tell

素材の出典 ： なし

スクリプト ： なし

タイトル ：

条件 ： 既習の語彙、文型を使用することを原則とする。

スピーチの中に必ず質問文を入れる。

わかりやすくするため見せるものを準備する。

事前にスピーチ原稿の添削は行わない。

Production Data

１ 指導計画

1.ここまでの指導過程

絵、写真等を示しながら、英語で説明する練習を重ねてきた。

特に ( )から音読、 （教科書本Oral introduction interaction Story Reproducing

文の英語を を示しながら説明する活動）に重点をおいた。Picture cards

2.実施回数

原則として、毎時間２人ずつがスピーチを行った。

3.関連する活動

・新文型等を使った英語による口頭練習。

（ＮＨＫラジオ『基礎英語１』94･95年度版等を使用）

・教科書本文の音読

・ （教科書本文の ）Story Reproducing Retelling

4.ＡＬＴの関わり方

・講師派遣会社に委託。１校の年間配当時数は、１年生学級数ｘ２時間。２年

生学級数ｘ６時間を基本としている。この時数を校内で運用する。

・ のＴＴを実施。授業以外（例えばスピーチ原稿の添削）で、One-shot visit

ＡＬＴを活用することは許可されていない。

5.語彙・文型等について

スピーチで使用する英語は、同級生が聞いてわかるように、教科書等で学習

した語彙、文型を使用することを原則とした。未習の英語を使う場合、スピ

ーチの中で、日本語を使って補足説明をする等の方法をとった。
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(例： ～. 新体操。）It means /I like rhythmic sportive gymnastics--

6.事前にスピーチ原稿のチェック

文法的な誤りに過敏になるあまり、スピーチに集中できなくなることに配慮

して、事前の原稿チェックを強制的に行わなかった。

２．本活動について

1.この活動の指導について

・これまでの音読、 の練習の成果を発揮するため、既習のStory Reproducing

語彙、文型の使用を原則としたスピーチの作成を課題とした。

2.Allotment

・スピーチ作成に関する説明・モデルの提示（１時間）。

・スピーチ( )の発表（毎時間２～３名ずつ）。Show & Tell

・スピーチ終了後、各自自己評価とスクリプトを提出（宿題）。

3.評価の観点・方法

観点･･･声の大きさ、わかりやすい英語だったか、

英語らしく発音できたか、工夫をしていたか等。

方法･･･教師による評価、生徒による自己評価。

ただし、自己評価は、教師の評価には加点しない。

4.活動の内容

・スピーチの方法の導入と、評価の観点を説明する。

・教師がモデルを示す。（既習の語彙、文型でどんなことが言えるか）

・スピーチを作成する。原稿は見ないで言えるように練習する。

（事前に原稿のチェックはしない）

・スピーチを発表する。

・友達に質問をしてもらうように、あらじめ質問者を決めてもよい。

・終了後に「自己評価」と原稿を提出する。

・原稿には、教師が添削を加えて返却する。

5.ＡＬＴの関わり方

・特になし

３ 本活動の成果・課題

1.成果

・自分自身のことを話すことで、生徒が英語を身近に感じられた。

・生徒が「自分も英語が話せる」ということを実感し、以後の英語学習の動機

づけになった。
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・生徒が、授業内での音読や の大切さを理解した。Story Reproducing

・生徒が、無理に和英辞典を使わなくても、教科書等に出てくる既習の平易な

英語を使って、様々なことが言えることが理解できた。

・生徒が、自発的に英語で質問をするようになった。

・使用する英語を既習事項に限定したため、教科書等の英語を、スピーチに応用

していた。また、英語が苦手な生徒も、聞いてわかりやすかった。

2.課題

・事前に原稿をチェックは行わなかったため、誤った英語を一生懸命暗誦した生

徒が多数いた。事前の原稿のチェックをどのように考えるべきか。

・スピーチの内容は暗記して、原稿を見ないことを課題としたが、暗記に気をと

られ、発音がおろそかになった。原稿は多少見ながらの方が、生徒はスピーチ

の内容の伝達に集中できるのか。

・「習った範囲の英語で」という条件をつけたが、英語力があるにもかかわら言

いたいことが十分に言えなかい生徒もいた。聞き手のことを考えると、文型、

語彙の制限をどのように考えるべきか。

英語スピーチの記録(自己評価）

実施日 998年 月 日( ) 1年 組 番

氏名

1.項目別自己評価(○をつける)

4= / 3= / 2= / 1=ほぼできていたと思う まあまあできていたと思う あまりできていなかったと思う 不十分だったと思う

※ 積極的な態度で伝えようとしたか 4 3 2 1

1 教室の後ろまで声が届いていたか 4 3 2 1

2 顔を上けて友達を見て話したか 4 3 2 1

3 内容をしっかりおぼえていたか 4 3 2 1

4 習った範囲の英語で話せたか 4 3 2 1

5 伝えるための工夫をしたか 4 3 2 1 ⇒小道具( )

6 Q&Aはしっかりできたか 4 3 2 1 ⇒質問者( )

7 英語らしい発音に心がけたか 4 3 2 1

8 文法的に正しい英語か使えたか 4 3 2 1

2.(6)では､具体的にとのような工夫をしましたか

3.初めての英語スピーチの反省､感想､質問などを具体的に書きなさい。

(準備してから実際に行うまで/他の人のスピーチを見て思うこと等...)

スピーチ終了1週間以内に提出してください。
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１．Ｉ．Ｓ．

Hello everyone My name is I S I'm going to tell you about myself, . . . .

Look! I like this book It book name is " Do you. “アラジンと魔法のランプ .

know this story? --Yes I do /No I don't（数名に質問する） , . , .

Oh thank you, .

I like basketball very much My club is Basketball Club Do you like. .

basketball too Oh thank you？（数名に質問する） , .

I like class is English and music And my best like class is music. .

Thank you Do you have any questions?.

２.Ｉ．Ｈ．

Hello friends My name is I H I'm going to tell you about myself, . . . .

My birthday is May th I like class is social studies and Japanese And29 . .

my best class is social studies.

I am a golf fan I like golf very much I like John Dayrre He is. . .

a good golf player.

Thank you Do you have any questions?.

What color do you like? Blue.

３．Ｋ．Ｋ．

Hello everyone My name is K K I am going to tell you about myself, . . . .

My birthday is May th My club is Science Club I like class is math17 . . .

( .)I like math

I like computers Do you like computers?.

Thank you Do you have any questions?.

４．Ｋ．Ｎ．

Hello everyone My name is K N I'm going to tell you about myself, . . . .

My birthday is June th I am When is your birthday?8 . 13. （数名に質問する）

I like music I like the Every Little Thing and the Glay Look! This. .

is Glay's post card I like Jiro and Hiroshi. .

I am in the basketball club I like basketball very much My dream. .

to be the Japanese top basketball player I like Dennis Rodman and Anfernee.

HeRdaway.

I can play unicycle Can you play unicycle. .

Thank you very much Do you have any questions?.

５．Ｓ．Ｍ．

Hello friends My name is M S I'm going to tell you about myself, . . . .
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My nickname is Jackie My birthday is June th My blood type is A We. 29 . .

are a family of four Father mother sister and me I am in the Science. , , , .

Club Look! This is boomerun It made in last Monday It is very flying. . .

and return.

And I like swimming I'm go to swimming club every Saturday Mr S. . . ,

do you like swimming Mr S do you. . , ...（数名に質問する）

Thank you Do you have any questions?.

Can you play crawl? Yes I can, .

６．Ｓ．Ｋ．

Hello everyone My name is K S I'm going to tell you about myself, . . . .

My birthday is February th We are a family of six Father mother27 . . , ,

one sister one brother and me, , .

I have a dog and Dog's name is Koharu and Taru 's nameｼｰﾚｯﾄ. . ｼｰﾚｯﾄ

is I am in the Science Clubミック. .

Thank you Do you have any questions?.

How many games do you have? I have five.

７.Ｓ．Ａ．

Hello everyone I'm going to tell you about myself My birthday is, . .

June rd I get up at : I like DOWN TOWN They are very interesting3 . 6 30. . .

I like comics My dream is comics writer or taxi driver. .

Thank you Do you have any questions?.

８．Ｓ．Ｎ．

Hello friends My name is N S I'm going to tell you about myself, . . . .

We are a family of eight Father mother grandmother two brothers and two. , , ,

sisters and me I have three dogs Her name is Goma Pon and Pag I like, . . , , .

dog Do you like a dog? Thank you. （数名に同じ質問をする） .

I'm in the Basektaball Club I like basketball very much My brothers. .

play basketball very well What sports do you like?. （数名に質問する）

Thank you My dream is good basket player What is your dream?. . （数名に質問

する）

Thank you Do you have any questions?.

How old is Pon? She is one year old.
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９.Ｎ．Ｍ．

Hello everyone My name is N M, . . .

I am in the Soccer Club I like soccer very much I like music I am a. . .

Speed fan Look! This is Speed Do you like Speed?. .

10.Ｎ．Ｋ．

Hello everyone My name is K N I'm going to tell you about myself, . . . .

We are a family of four Father mother one brother and me I like. , , , . ベイ

ゴマ. , ベイゴマ （数名に質問する）Mr S do you like ?

I play karate I like karate very much My dream is Karate Japan. .

Tournament champion.

11．Ｈ．Ｙ．

Hello everyone I'm going to tell you about myself My name is H Y, . . . .

I am in the Soccer Club I like soccer very much Do you like soccer?. .

I like lure fishing Look! This is a lure Do you like fishing?. .

Thank you Do you have any questions?.

Do you have many bats? Five bats.

12．Ｈ．Ｙ．

Hello my classmates My name is H Y I'm going to tell you about my-, . . .

self My birthday is August th. 7 .

I like baseball I am in the Baseball Club Look! This is a a glove. . .

Do you have a glove?

Thank you Do you have any question?.

13．Ｈ．Ｈ．

Hello everyone My name is H H I'm going to tell you about myself, . . . .

I'm in the Soccer Club I like soccer very much Look!. . （ポスターを見せる）

This is Nakata I like Nakata very much Do you know Nakata? Do you like. .

him? （数名に質問する）

I think so He is a good soccer player. .

Thank you Do you have any questions?.

14．Ｈ．Ｄ．

Hello everyone My name is H D My birthday is February th, . . . 18 .

I play every day I like color is gold I do not like silverダイエット . . .

My club is the Science Club Mr S do you like Science Club?. . , （質問する）
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Thank you Do you have any questions?.

Do you have many CDs? I have forty.

１５．Ｍ．Ｎ．

Hello everyone My name is M N I'm going to tell you about myself, . . . .

My birthday is April st We are a family of six Father mother grand-1 . . , ,

father grandmother one sister and me, , , .

I am in the soccer club I like soccer very much. .

Thank you Do you have any questions?.

What is your position? Mid-fielder.

１６．Ｍ．Ｓ．

Hello friends I am going to tell you about myself My name is M S, . . . .

My birthday is August th I talk about my hobby6 . .

Look! I am write the words and the music I use（楽譜を見せる） .

guitar and piano I make song very well I sing them. . .

Do you like pops?（数名に質問する）

I like bike and car Enjoy! Thank you Do you have any questions?. .

Please sing a song.

I can't sing because my voice is not good now.

What is your song?

Rock and pops.

１７．Ｉ．Ａ．

Hello my classmates My name is I A I'm going to tell you about, . . .

myself.

My birthday is January th I'm in the Badminton Club I like26 . .

badminton very much We are a family of four Father mother one brother. . , , ,

and me.

I have pets My pets are and Their names. ジャンガリアン ハムスター.

are and They are very cute Do you have pets?カリー リリー. .

Thank you Do you have any questions?.

When do you have pets?

I have pet my birthday present.
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１８．Ｏ．Ｙ．

Hello everyone My name is O Y I'm going to tell you about myself, . . . .

There five people in my family Father mother sister brother and me. , , , , .

My birthday is November th I'm thirteen years old I'm a member of the6 . .

Tennis Club I played tennis in a game. .

Thank you Do you have any questions?.

１９．Ｋ．Ｋ．

Hello everyone I'm going to tell you about myself My name is K K, . . . .

My birthday is April th My family of four Father mother one broth-17 . . , ,

er and me My club is Badminton Club I like badminton very much, . . .

I like music I like Every Little Thing Do you like music?. .

Thank you Do you have any questions?.

２０.Ｓ．Ａ．

Hello my classmates My name is A S I'm going to tell you about, . . .

myself My birthday is May st I'm in the Badminton Club We are a. 31 . .

family of five Father mother one borther one sister and me. , , , , .

I have a dog and hamster Dog's name is is girl Hamster's. プープー .

name are and are boysピョン チビ .

Thank you Do you have any questions?.

２１.Ｓ．Ｓ．

Hello my classmates My name is S S I'm going to tell you about, . . .

myself My family of five Father mother brother sister and me. . , , , , .

My club is Badminton Club I like badminton very much I like SOPHIA. .

very much I like class is social studies Ms K what class do you. . . ,

like?（１人に質問する）

Thank you Do you have any questions?.

２２.Ｔ．Ｙ．

Hello my classmates I am going to tell you about myself, . .

My name is T Y My birthday is November th My family of four. . 14 . .

Father mother grandfather and me I have a dog Her name is Suzu, , , . . .

She is a small dog.

I like music Do you like music? I like listen. （数名に質問する）

to the CD And I like sing I am in the Basketball Club I like. . .

basketball very much After shcool I play the basketball every day. , .

Thank you Do you have any questions?.
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２３．Ｔ．Ｋ．

Hello everyone My name is T K I'm going to tell you about, . . .

myself I play RSG =rhythmic sportive gymnastics I practice the RSG. ( ).

about four hours Five days.

a week.

Look! This is a club Ms I do you know.（新体操のこん棒を見せる） . ,

club? I practices now club perfomance It is（１名に質問する） .

difficult.

２４．Ｎ．Ａ．

Hello my classmates My name is N A I'm going to tell you about, . . .

myself We are a family of five Mother father two sisters and me. . , , , .

I have no brothers My birthday is October th. 4 .

I am in the Badminton Club I like music I like Pool Bit Boys. .

very much Do you know Pool Bit Boys? They are. （ポスターを見せる）

Pool Bit Boys His name is Ito Kinji His name is Nagai Yasutaka. . .

Nickname is Dan They are sing very well but Dan play the guitar too. , .

Thank you Do you have any questions?.

２５．Ｎ．Ｅ．

Hello everyone My name is E N I'm going to tell you about my-, . . .

self My birthday is August th I am in the Tennis Club I like. 30 . .

tennis very much.

I am a L'Arc-en-Ciel fan Vocal name is Hyde He is a very good. .

singer What do you like?.

Thank you Do you have any questions?.

Who is your club coach? / Mr Sasaki.

２６．Ｈ．Ｙ．

Hello everyone I'm going to tell you about myself My name is, . .

Y H My birthday is March We are a family of five Father. . 17. . ,

mother two sisters and me I am in t e Tennis Club I like tennis, , . . .

very much Ms F Do you like tennis? Ms Y do you like tennis ? Ms. . , . , . .

F what sports do you like? We have tennis club, （２名に質問する）

three times a week on Tuesdays Wednesdays and Thursdays On Janu-, , , .

ary th I had a game My partner is Ms Y24 , . . .

Thank you Do you have any questions?.

Do you like music? / Yes I do, .
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２７．Ｆ．Ｅ．

Hello my classmates My name is F E I'm going to tell you, . . .

about myself We are a family of five Father mother brother. . , , ,

grandmother and me My pet is a dog and chicken Dog is Koro, . . .

Chicken is name.

I am in the brass band I like brass band Look! This is a. .

clarinet I play the clarinet Do you know.（クラリネットを見せる） .

clarinet? Can you play the clarinet?

Thank you Do you have any questions?.

Can you play the flute? / No I can't, .

How old is your dog? / My dogis four years old.

２８．Ｙ．Ｒ．

Hello everyone My name is Y R I'm going to tell you about, . . .

myself We are a family of four Father mother one brother and me. . , , , .

I like animals I have two dogs and a bird. .

I am in the Tennis Club I like tennis very much Ms F can you. . . ,

play tennis?（１名に質問する）

Thank you Do you have any questions?.

Do you like music? / Yes it is, .

２９．Ｙ．Ａ．

Hello my classmates My name is Y A I'm going to tell you, . . .

about myself We are a family of five Father mother one sister. . , , ,

and me.

I am in the Basketball Club Look! This is a basketball. .（ボール

を見せる） . . . . .My coach is Mr S Mr S is best player in the world

Do you know Mr S?.

Thank you Do you have any questions?.

Do you aunt is name? / My aunt is Satan.
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資料１５ 足立区立第一中学校 大河 由起子

実施時期 ： 平成９年度 ２学期

学 年 ： ３学年 ２学期 １クラス人数・・・２９名

活動形態 ： ( )Speech Show and Tell

素材の出典： 参考（ 5 ）New Crown English Series Lesson- Show and Tell

スクリプト： なし

タイトル ： 僕の私の宝物

条 件 ： 終了後ＡＬＴが１～２つ質問をするSpeech

(｢ ｣の中の台詞がＡＬＴのもの)

この時ＪＴＥは手助けをしないので、各自でどうにかのりきる

Production Data

１ 指導過程

（１）ここまでの指導課程

実際に自分が口に出し、表現することによる、定着をはかっている。

生徒自身が表現したい内容を大切にし、生かすようにしている。

（２）実施回数

スピーチは学期に１回実施した。

（３）関連する活動

ペアワーク …授業のはじめにウォームアップをかねて、既習事項の定着のた

めに行った。

インタビュー…ペアワークではできない幅の広い活動をするために行った。

新出事項の定着を目的とした。

（４） の関わり方ALT

英会話学校に委託。年間配当時数は３年生対象で３時間。１時間は Self-

introduction で終わってしまうので、実質２時間。

２ 本活動について

（１）この活動の指導について

Show and Tell Show and Tellの方法を学ぶ。 形式は初めてなので、対象物を

どう使うか、どうわかりやすく説明するかを指導した。

（２）Allotment

アレンジと確認…３０分

発表と評価…２時間

（３）評価の観点・方法



- -97

評価の観点…声の大きさ、発音・イントネーション、発表態度、

ＡＬＴの質問に対する応答について

評価の方法…ＡＬＴ、ＪＴＥ、生徒による相互評価

（４）活動の内容

・期末試験の課題とした。

・生徒には、あらかじめタイトルをあたえ、考えてくるように指示。

・期末試験後、案を練り直す時間を与えた。

・質問に来た生徒には相談に乗ったが、それ以外はチェックしていない。

（実際は質問に来た生徒はあまりいなかった）

・ 発表Show and Tell

・ＡＬＴによる質問とそれに対する応答を行う

・相互評価

（５）ＡＬＴの関わり方

生徒の を聞いて、その内容について１～２つ質問するShow and Tell

生徒の発表の評価とアドヴァイス

３ 本活動の成果・課題

成果…生徒の使用語彙、文型などに、幅ができた。

他の生徒の発表を聞く態度が、いつになく真剣だった。

（題材がよかったのか、ＡＬＴの質問が良かったのか？）

ＡＬＴの質問の答えを各生徒が自分のことのように考えていた。

課題…なかなか発表の時間がとれないが、今後増やしていきたい。

生徒の自由な発想に、こたえられるようにしなくてはならない。

ＡＬＴの配当時間が増えることを望む。
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1. . .This is my treasure This is a comic book about basket ball This is a comicbook named "Harlem

Beat" This is a part one of my books This is very inte- resting I am most interested in this. ( ) . . ( )

book most Thank you. .

[ ] .Where do you buy these books? Book land

2. ( ). . ,My treasures are a lot of dolls stuffed animals Why? Because I like dollsvery much Besides I

got these dolls from the UFO crane or from my family for as the present or I bought them They( ) ( ).

are all very pretty My dolls is are as my friends I will get more the dolls in the future Thank. ( ) . .

you.

[ ] 200.How many dolls do you have? About

3. , . . .Hello everyone I'll show you my treasure My treasure is this reel Thisis a kind of tackle that

we use for fishing My father gave it to me when I wastwelve years old I was very happy then I. . .

got many fishes with this I want to keep on using this reel from now on Thank you. . .

[ ] .What kind of fish did you catch? I caught Black Bass

4. . ( ) .My treasure is the soccer ball Why is the this soccer ball? Because I likesoccer We can play

soccer everywhere if we have the ball So it is very impor-tant for me I will treasure this ball. . .

Thank you.

[ ] .. .Where do you like to play soccer? Ground

[ ] , .School ground? Ah yes

[ ] . あ、一人。(ジェスチャーで、表す）Who do you play soccer with? No

[ ] .Alone? Yes

5. . . . , ( )Look at this This is a ball This is my treasure Four years ago In a baseball game I made

( ) . , .got a homerun with this ball I was very happy but our team lost that game I will treasure this

ball Thank you. .

[ ] ...In this game what does the score?

[1 3 3 5 ] , 19 2.to ? to ? Ah to

[ ] ( ) .Where do you like to play baseball? I play baseball on the ground

6. . . .This is an ekishou TV or a portable TV It's my treasure I can carry it easily Because it's

very small and light It's the TV which I can watch everywhere and everywhen anytime And I can. ( ).

watch many TV programs with it So it'smy treasure Thank you. . .

[ ] .What TV programs do you like to watch? Sports program

[ ] .And? Movie

[ ] 3 .When did you get this TV? years ago

7. . , . .Look at this He is a NBA basket ball player Grant Hill He is my best friend I took this

picture It's great isn't it? He was very tall and had very big hands I shook hand s with him too. , . ( ) .
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He always cheers me up This ismy treasure Thank you. . .

[ ] ... .When did you take this picture? Ah I forgot

[ . . .]OK Ok Thank you

8. , . . .Hello everyone I'll show you my treasure My treasure is this mini ship inthe bottle When I

bought it in Tokyo Disneyland I was years old I didn'thave much money So it was very, 11 . .

expensive for me Then my father bought it forme I was very happy I still put it on the desk. . . .

Thank you for listening.

[ ] .How many ships do you have? Only one

9. .Look at this

My treasure is the watch this clock It is an alarm clock It I got it for the birthday present( ). . ( ) ( )

when I was It I can listen to the radio too It I ust it when I often get up in the morning14. ( ) . ( ) ( ) .

I will treasure this very much forever Thank you( ). .

[ ] .Who gave you this clock? My mother

10. . . ( ) ( ) .( ) .Look at this This bird is my bird This The bird 's color is blue His Name is Lulu This

bird speak can say his name He came We got him two yearsago Thank you( ) . ( ) . .

[ , ] .Is your bird a girl bird or a boy bird? A boy bird

[ . . ] .. .OK Usually "Lulu" is a girl's name in English Can Lulu sing? Ah yes

11. , . . ( )Hello everyone My treasures are volleyball shoes Because I wanted it them for a long

time When I bought it them I was very happy When I will be am a high school student I. ( ),( ) . ( ) ,

will use it them I It will be improtantit all the time Thank you( ). ( ) . .

[ ]When will you be a high school student?

Please speak more slowly.

[ . ] .OK When will you be a high school student? Next year

[ ] .Where do you play volleyball? At school

12. ( ). モハ２０１. . .I have a train model model train This is " " I like trains This is a KATO model

It is Sobu color The Sobu color is bright yellow It is a great train model Thank you. . ( ) . .

[ ] ... .How many train models do you have? Ah seven

[ .. , ] ...Ah your models are they all yellow?

[ . . ] .OK This is yellow And other ones? Green

13. . . .Look at this picture This rabbit is my pet His name is Koichi This namewas given by my

sister Why? Because she loves "kinki kids" "kinki kids" is aJapanese top singer And the color he. . . ( )

is brown It He runs around in my room. ( ) .

This is his charm point I like him very much Thank you. . .

[ ] 15 . あ、ちがう。13 .How old were you when you got him? years years old
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14. . . .Look at this This is the card called "Magic the Gathering" We playing with it I like this

game But it is a little expensive And it is a little difficult So at first I couldn't understand this. . . ,

rule But it is interestingfor me now How about playing this game?. .

[ ] 80.How many cards do you have? About

15. . . .This is a computer It is a computer which my father gave to me I have used it for one year

I used it everyday everyday So this is my treasure( ) . .

But it is very old I will buy a new computer Thank you. ( ) . .

[ ] . .Do you play games on your computer? Yes I do

16. ( ). .( .)This is Japanese Katana sword My favorite one is this This is my fa- vorite one This was

my father gave me My father gave it to me But for take a picture use We use it to take a picture.( .) .( ).

I'm very especially I like it very much Thank you. ( ). .

[ ] 5 .When did you get this? years ago

17. . . . .I'll show you my treasure Look at this picture This is a my dog Her name is Nana

Often we play together We are good friends I want us to live together forever Thank you, . . ( ) . .

[ ] 8 .When did you get Nana? years ago

31. . , ( ).My treasure is this dog When I was fourteen years old he came I got him

His name is Chapo He is very pretty and lovely I love Chapo We are good friends Thank. . . .

you.

[ ] .What does Chapo eat? Dog Food

[ ] , .Does Chapo like games? No he doesn't

32. ( ) . ( ) .My treasure is a picture book that I wrote draw by myself I like drawingpicture s very much

So I have many drawing books Each picture in this book are is my best picture I love them very. ( ) .

much I want to write draw a lot more And I want to make another drawing book So my treasure. ( ) . .

will be a lot more bigger( ).

[ ] , .Do you like draw animals? Yes I do

[ ] .Do you draw pictures of your family? Not so much

33. . . ( ) ( )I have some pictures One of them is this picture The picture was takenin during our school

trip My friends are in the picture I like them very much I had a very good time in on the trip. . . ( ) .

I've will never forget this memory Thank you( ) . .

[ ] .Where did you go on this trip? Kyoto and Nara

[ ]Who took this picture?

My classmate Miss Hashi, .

[ .. .]Umm good picture
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34. . . .My treasures are hamsters Their names are Leo and Maro Leo's name is frommy favorite actor

Maro's name is from an animation character's name They are very small and very cute I think( ) . .

that they are my family Then can't livelong So I want them to live happily The are very. . .

important existence for me.

( . .) . .They are very important to me Their existence is important to me I love them heartily Thank you

[ ] 8 .How old are your hamsters? months

[ ] .Where do they sleep? In their house

35. .I'll show you my treasure My treasure is a doll which my grandfather gave me as a birthday

present when I was one year old My grandfather thought that it looked like me when he found it at a.

toy store So he bought it Her name is"Baby" I named her I played with her everyday when I. . . ( ).

was a child But nowI don't Baby will be a treasure forever and we will be friend s forever. . ( ) ( ) ( ) .

Thank you.

[ ] .Do you collect any other dolls? Yes

[ ] 50.How many dolls do you have? More than

[ ] .Where are your dolls? On the piano

36. . . ( . .)Look at this picture My favorite one is this cat It is my favorite one It is my cat I call it

( ) . ( ) . .him Ben Ben came to my home three years ago Healways welcomes me when I get home He

is pretty like me I like Ben very much. .

Thank you.

[ ] ...Does Ben like to play games?

[ ] .Does Ben like to run? Yes

[ ] ( ) .And what does Ben like to eat? Ben like s cat food

37. . ( ) .My treasures are CDs These are the things which we I enjoy listening to

They have good poems This is my favorite CD Of course I like many other one s I'd like to. . , ( ).

buy CDs if I find good ones And I will keep them forever Thank you. . .

[ ] 3 .When did you buy your CDs? About years ago

[ ] .Which singer is your favorite? Mr Children

38. . . ( ) . .Look at this This is my cat He came I got him six years ago His nameis Tora-maru He

is very pretty Especially his sleeping face is very espe-cially pretty He is loved by my family. , ( ) . .

( ) . . .And Me too I love Tora-maru Thank you

[ ] .... ....Does your cat like to play games? He likes running

[ ] .Does he like to go outside? Yes

39. . . ,My treasure is a book Its name is "Alice in Wonderland" You know that don't you? My

mother bought it for me long ago But this book was is writtenin English So I couldn't read it. ( ) . .
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Now I can study English with it It's veryuseful I'll treasure this book forever Thank you. . . .

[ ] 3 .How many books do you have in English? I have books

40. .My treasure is a picture which was taken with my friends I took the picturewhen we went to

Tokyo Disneyland before I moved The picture was taken when wewere riding a roller coaster My, . .

friend gave it to me I was very happy I will long remember when I went to Tokyo Disneyland. .

with my friends Thank you. .

[ ] , 16 .When did you go the Tokyo Disneyland? This year March th

[ ] .How many times have you gone to Tokyo Disneyland? Twice

41. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). (Have you ever seen this these ? My important thing s is are this the-se CD s It's They

are GLAY's CD s I like all of the tunes The band-'s members are handsame So I like it) ( ). ( ) . ( ) .

( ) . ( ) ( ). ( ) ,them very much This is These are myimportant thing s Please listen to this these music

everyone Thank you. .

[ . . .. ]It's OK It's OK Ah What's other band do you like?

Pardon?

[ ] えっと．．．Do you like other bands also?

[ ] .SMAP? Namuro Amie? Only GLAY for me

{ . ] ... 10.OK How many CDs do you have? Many about

42. ( ) ( ) ( ). .My treasure s is are SOPHIA's CD s I like SOPHIA the best of all rock bands When I

listen to this music I become kind And I become happy So I need it them in my life Thank, . . ( ) .

you.

[ ]Which CD is your first CD? Boys

[ ] 1995.When did you get "Boys"? In

[ ..2 ] .Ah years ago? Yes

[ , .]Good thank you
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資料１６ 新宿区立牛込第一中学校 滝口 均

実施時期 ： 平成１０年度 第二学期

学年 ： ２学年 ３学級 １クラス３３～３４名

活動形態 ： １分間ト－ク（一部２分間ト－ク）

素材の出典 ： 特に無いが，過去の実践例を参考程度

スクリプト ： ,( ) .出だしの英文のみ指定 資料の例 Excuse me chan

What do you want to be in your future?.

タイトル ： （将来なりたい職業に関して友達と話そう）One Minute Talk

条件 ： ＊ 話しの出だしの英文は教師が指定

＊ なるべく一つの話題でつなげる

＊ １分間以上（一部２分間以上）会話をもたせる。

Production Data

１，指導計画

(1) ここまでの指導過程

初期過程においては モデル文のロ－ルプレイによる Mechanical Drill

その後 プラスワンダイアログ的なものを行なう過程を経て な今回のようなCommunicative

練習に入っていく。今後１分間ト－クから２分間ト－ク，そして最終的には３分間ト－クを目

指している。

(2) 実施回数

今年度２学期から につき２回程度 よって２学期には１０回程度，One Lesson

年間を通して２０～２４回程度。各レッスンの深化，発展的なコミュニケ－ション

活動として実施している。

(3) 関連する活動

＊ 「 」暗記練習－２人での会話中 を起困った時の表現集 communication breakdown

した際この表現を使用し切り抜けられるようにするための useful expressions

を暗記させる活動。

＊ Ｑ－Ａﾊﾟﾀｰﾝ暗記練習－－ ２人の会話を成立させる為の基本表現集を

暗記させる活動。主に入門期から第二学年前期に終了へ

＊ －－ 教科書内容に関するペアでの 活動。Pair Story-Telling story-reproducing Listener

の方も聞き返しの質問やあいづち、うなづきの表現を適宜行なう。時間も１分間

とし、１分間ト－クの予備的活動になっている。

＊ ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞへの音読活動－－ を踏んだ音読練習を行なうことにsmall step

よって本文表現を暗記段階まで高め、１分間ト－ク中にそれらの表現を有効

に使用できるように配慮。

(4) ＡＬＴの関わり方

各学年年間２０回程度（３年１５回程度），区による直接契約，毎年継続するＡＬ

Ｔが多い。英語科教科内，及び教科外活動，国際理解教育でも効果大。

上記の活動後にはＡＬＴとも１分間程度は談笑ができるようになっていく。
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２， 本活動について

(1) この活動の指導について（意図，目標）

友達と１分間以上会話を途切れさせず持続させることによって方略的能力を育成し併せてで

きるだけ同じ話題で話しを進行させるように仕向けることにより 談話の 能力を養成する。

その２つの能力を身に付けさせることが生徒にコミュニケ－ション能力を付けさせる近道であり，

自らの意見を積極的に相手に発信できるようになることを 意図するものである。

(2) Allotment

過去の参考例のビデオ視聴 －－－－－－－－－ １時間

「困った時の表現集」解説と暗記、及び知りたい表現集アンケ－ト －－４時間位

Pair Story-Telling Pair Questions & Answersや を予備的に行なう－ ３時間位

１分間ト－ク期 －－－－－－－－－－－ 半年程度 １０回程度

２分間ト－ク期 －－－－－－－－－－－ 以降半年程度 １０回程度

３分間ト－ク期 －－－－－－－－－－－ 以降半年程度 １０回程度

(3) 評価の観点・方法

評価の観点 ､1 ( 2､3 ) ｡--- stick to the方略的能力を駆使し 分間 又は 分間 対話を持続できたか 指定された時間を

topic を守り 相手の英文に正対して 適切な応答をすることができたか､ ｡

方法 ､ ｵ ｶｾｯﾄ ､ ﾁｪｯｸ--- ALT による観察法 ビデ や 録音による客観的評価法 筆記試験による英文

(4) 活動内容

＊ 授業の導入期、又は前時において「困った時表現」を暗記させる活動

＊ 教科書の音読指導 Listening -- Repeat Reading -- Read & Look up --

Buzz Reading -- Pair Reading -- Paced Reading -- Shadowing

＊ 1Pair Story-Telling -- reproducing Good Listener Training分間の教科書内容の と

＊ 話す内容を選択、構成するための Brain-Storming Stage

＊ シ－ト参照可の 1One Minute Talk Stage

＊ シ－トを一切見ないで行なう 2Communicative One Minute Talk Stage

＊ 数ペアによる モデル 視聴，観察One Minute Talk demonstration

＊ 自己評価表記入と のフィ－ドバックModel Talk

(5) ＡＬＴの関わり方

Model Talk の評価、筆記試験での英文チェック、談話内容分析と生徒支援

３、本活動の成果・課題

成果－－＊ 生徒が を重んじるようになってきた。Accuracy Fluencyより

＊ 音読指導が の為の になってきた。Speaking Bridging Activity

＊ 稚拙であるが方略的能力を駆使し１分間会話が続くようになってきた

＊ 友達との に を含められるようになってきた。Talk Message

課題－－※ 話すトピックにより 会話が続きにくいものが見られる。

※ が中学生段階では なかなか難しい。Stick to the Topic

４、 の実際例Student Talk （参考資料）

平成１０年１０月８日（木）都研基礎研究調査委員会検証授業

２年Ａ組（男子１６名、女子１７名）の の４例One Minute Talk
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資料１ （ のト－ク例）Two Topics

Ｅ，Ｙさん Ｔ，Ｙさん

Excuse me T chan Hi E chan, . , .

What do you want to be in your future?

I want to be a children nurse.

Why?

Because I like children very much.

Wow great! Nice dream Good luck with, .

your dream.

Thank you How about you?.

I want to be an interpreter.

Why?

Because I like English very much.

I like to speak English very much.

And I want to make a journey around

the world.

Oh! Good luck By the way do you like. ,

children?

No I don't like children very much, .

Why?

Because they are very noisy.

I think so too But they are very cute, . .

So I like children very much.

Uh-hum Sounds good!.

Thank you.

資料２( で終わったペア）One Topic

Ｎ，Ｎ 君 Ｓ，Ｈ 君

Excuse me S kun Hi H kun, . , .

What do you want to be in your future?

I want to be a professional basketball

player.

Oh that sounds very nice but why?, ,

Because I like playing basketball And.

also I am a an For he isMichael Jordan f .

a great player of basketball So I want.

to be like him.

Oh that's very very nice Good luck, .

with your dream.

Thank you Well how about you?. ,
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I want to be a professional musician.

Because I like music and playing drums.

And I like not only playing drums but

also I like a very much SoLingo Star .

I want to be like him.

Oh that sounds great I hope your dream, .

will come true.

Thank you The same to you. .

Thank you Bye. .

Bye.

資料３( ｲﾝ ｯﾄ ｱ )授業中 プ した英語表現のみで会話が進行したペ --- Two Topics

Ｓ，Ｋ 君 Ｈ，Ｓ 君

Exucuse me H kun Hi S kun, . , .

In your future what do you want to be?,

I want to be a dog trainer.

Why?

Because I like dogs very much.

Wow great, .

How about you?

I want to be a famous pianist.

Why?

Because I like to play the piano

very much.

Uh-hum.

By the way what kind of dogs do,

you like?

I like border-collies.

Oh good I like ones too But I, . , .

like shetland-sheep dogs.

Oh I like ones too, , .

I keep one.

Oh sounds nice What is the dog's name?, .

The name is Rassie.

Wow great, .

Thank you.

Thank you too Bye, . .

Bye.
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資料４( , ﾛ ｸｼｮﾝ ｱ )教科書本文をそのまま会話に利用し プ ダ したペ --- One Topic

Ｙ，Ｅ さん Ｎ，Ｈ さん

Excuse me N chan Hi Y chan, . , .

What do you want to be in your future?

I want to be a pet-shop owner.

Why?

First I like animals Dogs are very, .

pretty Second I like to collect. ,

many kinds of dogs all over the world.

I like husky dogs very much.

Wow great, .

How about you?

I want to be a nurse First I want to. ,

help people who need help Second I. ,

like to take care of children and to

talk to them Lastly I'm very happy. ,

when I can do these things.

Uh-hum That sounds great. .

Thank you Good-bye. .

Good-bye.

資料５( 1 ｱ ﾗｽ ｱﾙﾌｧ)つの話題が長く続かなかったペ プ--- Two Topics

Ｔ，Ｋ 君 Ｓ，Ｈ 君

Excuse me S kun Hi K kun, . , .

What do you want to be in your future?

I want to be a soccer player.

Why?

Because I like to play soccer very much.

Wow great, .

Do you know ?Nakata Hidetoshi

Yes of course!,

He is a great soccer player of Japanese.

Well what do you want to be in your,

future?

I want to be a professional golf player.

Why?

I want to be like a DoJumbo Ozaki.

you know him?

Sorry I don't know him, .

He is a great golf player.

I remember now By the way I like. ,
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baseball I like to play baseball very.

much Do you like baseball?.

Yes I like baseball too, , .

Well do you know ?, Magwaiyer

Sorry I don't know him, .

He is the greatest baseball player.

Thank you for talking.

Thank you Good bye. .

Bye.

資料６（ ｱ , )会話内容にやや飛躍が見られたペ がやや不足--- coherence consistence

Ｙ，Ｔ 君 Ｔ，Ｏ 君

Hello O chan Hi T chan, . , .

Long time no see.

Yes Long time no see. .

Well what do you want to be in your,

future?

I want to be a world conqueror.

A world conqueror? Are you a ?Hitler

Yes!

What does it mean?

I want to get America Asia Europe, ,

and Japan so on They will be mine. .

This is my dream.

Wow! You are a very crazy boy aren't,

you?

Ok How about you?.

I want to be a baker.

It's normal.

No You are crazy. .

Ok I see By the way why do you want, . ,

to be a baker?

I like bread very much I like and. Anpan

milk the best of all.

Oh! You like and milk don't you?anpan ,

You should give up a baker Then you. ,

should try to be a a policemanDeka, .

Wow! That's a nice idea Thank you for.

your advice.

You're welcome See you. .

See you.
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新困った時の表現集(New useful Expressions) 役立つ50+アルファ表現

配布日( ) 最新改訂版 前回の生徒アンケートより
クラス( ) 番号( ) 名前( )

#1 主にペアワーク(ペア交互読み、ベア練習)での聞き手側のリアクション等
1. もう少し大きな声で言って下さい. . .Please speak louder /read aloud
2. もっと頑張って . .! Do your best / Try your best
3. ちゃんとやって下さい. .Stop joking / Be serious
4. 発音いいですね. ,Good pronunciation isn't it?
5. 先攻がいいです. .I'll do it first
6. 上手ですね. Well done!
7. じゃんけんだ. .Let's decide by jyanken
8. 次に進んで下さい. . ( ).Do the next
9. もっと英語っぽく言って下さい. .Say it with an English accent

Say it with an English pronunciation.
10. もっと早く読んで. (話して) . ( ) .Read it Speak more quickly
11. アクセントちゃんと .! Watch your accent
12. これで良いと思いますか. .Don't you think this is right
13. 読み方違いませんか. Isn't your accent wrong?

#2 主に2人での会話、対話(インタビューゲーム/1分間トーク)で使用
14. 私もそう思います。 .I think so
15. くそう! Shit!
16. せこい . . .That was mean / Don't be so mean
17. 話しをしてくれて有り難う ( ).Thank you for talking to you
18. ～と言えば Speaking of- /Talking of-
19. もっとはっきり言って。 ( ) .Speak Read more clearly
20. 惜しい。 .Close
21. ずるい。 .It's not fair
22. 一緒にやろうよ。 , . .Let's do it together / Let's make a pair
23. 早く答えて下さい。 .Answer quickly
24. ところで 話しは変わるけど ,/ By the way ----
25. 君の方はどうですか。 How about you?
26. 君はどう思いますか。 What do you think?
27. それはお気の毒に。 .That's too bad

#3 いろいろな場面での便利表現
28. ～を落としましたよ。 You dropped -
29. あぶない。 . .Look out Watch out
30. 大丈夫? Are you OK?
31. やめてよ .Stop it
32. 私も同じです。 .Me too

#4 主に先生に質問したり、答えたりする時の英語便利表現
33. 質問してよいですか。 May I ask you a question?
34. 今日は～やるんですか ( )? Are we going to learn today?
35. ～を忘れました。 , ( )Sorry I forgot
36. ～を教室へ取って釆てよいですか ( )? may I take to my classroom?
37. すみません.遅刻しました。 . .Sorry I'm late
38. 気分が悪いんですけど。 . .I feel bad / I'm not feeling well
39. トイレに行ってもよいですか。 May I go to the toilet?
40. ささないで .! Don't ask me
41. すみません。よくわかりません。 , .Sorry I cannot understand
42. 自分をあてて .Call my name
43. 考え中です。 .I'm thinking
44. 他の人にしてください。 .Please ask another student
45. もう少しゆっくり言って下さい。 .Please speak more slowly
46. 待ってて下さい。 , . .Just a moment please Wait a minute
47. プリントもう1枚下さい。 . .Give me another worksheet /copy
48. ～は早退です。 ～ .went back home
49. ヒント下さい。 ( ) .Give us a hint
50. 窓を開けて(閉めて)よいですか。 ( )May I open close the window?

#5プラスアルファ(順次追加していく)
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資料１７ 武蔵村山市立第五中学校 米田 隆

実施時期 ： 平成１０年度 ２学期

学年 ： １学年 ４学級 １クラス人数・・・３４～５名

活動形態 ： ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ

素材の出典 ： 三省堂 1New Crown

スクリプト ： 3 もう一度言ってもらいたいときLet's Talk

Meiling: Hi Ken Do you often come to this store ?, .

Ken: Yes I like Tezuka Osamu very much, .

Meiling: Pardon ?

Ken: I like Tezuka Osamu.

Meiling: Oh I like his books too, .

タイトル ： にあなたの を紹介しよう。ALT favorite people

条件 ： 会話の初めにあいさつの文を加える。

既習文型を利用した質問を２・３受け、返事をする。

Production Data

１ 指導計画

ア ここまでの指導過程

インタビュー活動は、リスニング・ペアワーク・グループワークを積み重ねた最終段階として、

ＡＬＴと一対一で対話を行う。

インタビューの取り組みを通して、既習文型の復習・定着を図っている。

（１）実施回数

８回を予定。各学期に２～３回行い、復習・深化学習として実施。

（２）関連する活動

リスニング 新出文型理解のための活動。内容を理解する活動の中で、新出

文型の使用方法を確認して行く。

ペアワーク 新出文型定着のための活動。リスニングで理解した新出文型を、

実際に使用して、意志の疎通を行う。

グループワーク 既習文型定着のための活動。あいさつやその他の文を入れ、一

連の流れの中で既習文型を使用する。

（３）ＡＬＴの関わり方

ＪＥＴプログラムによる派遣。各校１名、１年間常駐。本校は各学年６クラスのため、各クラス

週１時間、ＴＴを時間割の中に入れている。空き時間は近隣の小学校に出張し、国際理解

の時間に充てている。
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２ 本活動について

（１） この活動の指導について

自分の大好きなものを紹介することで、自己表現の広がりを目的とした。

（２）Allotment

モデル文の学習、インタビューの説明 １時間（通常授業）・・・

インタビューの練習 通常授業の１０分間を２回（通常授業）・・・

インタビューの収録 １時間。ＡＬＴによる評価（ＡＬＴとのＴＴ）・・・

（３）評価の観点・方法

評価の観点 声の大きさ、イントネーション、ＡＬＴとの意志の疎通。・・・

方法 その場でのＡＬＴによる評価＋テープを聞き直して、ＡＬＴとＪＥＴ・・・

で話し合う。

（４）活動の内容

・通常の授業で、モデル部分を学習する。

・モデルのアレンジの仕方を説明し、必要な小道具を用意させる。

・ＡＬＴとのＴＴの時間に、ＪＴＥ－ＡＬＴによるモデルの提示を行う。

・モデル文をアレンジさせ、近くの生徒同士で練習させる。

・インタビューの録音

（５）ＡＬＴの関わり方

モデル文の提示と発音、イントネーション等の指導。インタビューの相手。

３ 本活動の成果・課題

成果 まだ慣れていない面はあるが、英語を使って表現することに対するアレルギ・・・

ーは減りつつある。

また、予想以上に、説明しようという姿勢で取り組めていた。

課題 緊張してしまって、何もしゃべれなくなる生徒もいる。・・・

また、ＡＬＴ主導で進んでしまう。

自己表現力を伸ばすという目的を達成するためには、さらに工夫が必要であ

る。

例１

Brad: Hello How are you today ?.

Student: I'm good.

Brad: Oh good, .

Student: This is a picture of Kinki Kids.

Brad: Oh Kinki Kids, .
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Student: I like Kinki Kids very much.

Brad: What do they do ?

Student: silence－ －

Brad: Are they baseball players ?

Student: Singers.

Brad: What is his name ?

Student: Doumotoえっと .

Brad: And what is his name ?

Student: Koichi.

Brad: I see Very good Thank you very much. . .

Student: Thank you very much.

Brad: See you later.

例２

Brad: Hello.

Student: Hello.

Brad: How are you today ?

Student: I'm so-so.

This is a picture of Masaki Aiwa.

Brad: Oh I see What does he do ?, .

Student: He is a dancer.

Brad: A dancer ? Oh I see How old is he ? ? ? ?, . 14 15 16

Student: silenceう～ん－ －

Brad: Does he sing ?

Student: No just dance, .

Brad: Good Thank you very much. .

Student: Thank you.

Brad: Good-bye.

例３

Brad: Hello.

Student: Hello

Brad: How are you ?

Student: I'm fine thank you.

Brad: Good.

Student: This is a picture of SMAP.

Brad: SMAP ? What are their names ?

Student: He is Takuya he is Tsuyoshi he is Shingo he is Goro he is Masahiro Brad: Oh I see, , , , . , .それと

What does SMAP do ?

Student: They are singers.
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Brad: Who is your favourite ?

Who do you like the most ?

Him ? Oh Is he your boyfriend ?.

Student: No.

Brad: Very good Good-bye. .

例４

Brad: Hello.

Student: Hello Brad, .

Brad: How are you ?

Student: I'm fine thank you, .

Brad: Good.

Student: I like Andy Fug K-. 1.

Brad: What does he do ?

Student: Pardon?

Brad: What does he do ?

Student: He is Andy Fug.

Brad: Is he a baseball player ?

Student: No.

Brad: What does he do ?

Baseball player ? No Singer ?.

Student: Yes.

Brad: Yes? Singer ?

Student: No boxing, .

Brad: Oh boxing Okay thank you very much, . , .

Student: Good-bye.

例６

Student: Hello.

Brad: How are you ?

Student: I'm good.

Brad: Do you have a photo ?

Student: I like Teru.

Brad: Who is Teru ? Him ? What does he do ?

Is he a singer ?

Student: Yes.

Brad: Is he a good singer ? Good or bad ?

Student: Good.

Brad: Okay thank you, .
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例７

Brad: How are you today ?

Student: I'm fine thank you And you ?.

Brad: I'm fine thank you So can I see your picture ?, . ,

Student: Yes.

Brad: Who is this ?

Student: He is Shinjiro Hiyama.

Brad: Sinjiro Okiyama ?

Student: Hiyama.

Brad: Oh Hiyama What does he do ?, .

Student: He is a baseball player.

Brad: Oh a baseball player for what team, .

Student: Hanshin Tigers.

Brad: Okay Very good Thank you very much. . .

Student: Thank you Good-bye. .

例８

Brad: Hello.

Student: Hello.

Brad: How are you ?

Student: How are you today ?

Brad: I'm fine thank you How are you ?, .

Student: I'm so-so.

Brad: Okay So what do you have ?. ,

Student: I like Hanson very much.

Brad: Hanson ? Oh what do they do ? Are they singers ?,

Student: Yes.

Brad: Oh What are their names ?.

Student: Tera and Iac and Isaac.

Brad: Okay Which is your favourite ? All of them ?.

This one ? Him ? All three ?

Student: Yes.

Brad: Okay Very good Thank you very much. . .

Student: Bye.

Brad: Bye.

例９

Brad: Hello.

Student: Hello.

How are you ?
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Brad: I'm fine thank you How are you ?.

Student: I'm fine.

Brad: Oh good Go ahead, . .

Student: I like Tamori very much.

Brad: Who ?

Student: I like Tamori.

Brad: Tamori ? Who is Tamori ?

Student: He is a comedian.

Brad: Is he on TV ?

Student: Yes.

Brad: What TV shows is he on ?

Student: ? Waratte ii tomoえ .

Brad: Okay Thanks Good enough. . .

Do you have a picture ?

Student: No I have not, .

Brad: Thanks.

Student: Thank you.

例１０

Brad: How are you today ?

Student: This is a picture of Glay.

Brad: Oh Glay I see, . .

Student: ? ?はい はい

Brad: What are their names ?

Student: Teru etc, .

Brad: Are they singers ?

Student: ?え

Brad: Are they singers ?

Student: Yes they are, .

Brad: What songs do they sing ?

Student: 誘惑

Brad: ? Oh temptation誘惑 , .

Student: Thank you.

Brad: Good-bye.



- -116

資料１８ 杉並区立和田中学校 北原 延晃

実 施 時 期 ： 平成８年度 ２学期

学 年 ： ３学年

活 動 形 態 ： ALT との１対１（１対２）のスピーキング活動

素材の出典： なし

スクリプト： なし（インプロンプチュ）

タ イ トル ： 日本文化をモリスン先生に紹介しよう

条 件 ： 言語材料制限なし。語数自由。 が当てるまで。ALT

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｄａｔａ

１ 指導計画

(1)実施回数

２、３年生では学期に１回実施している。他に「発音クリニック」を発音能力別に学期に１回

行い、発音が向上したら上のレベルに進めるようにして生徒の動機付けを図っている。

(2)関連する活動

ア ペア、グループ・ワーク

日頃からペアワーク、グループワークの時に、練習する以外の言語材料／既習の表現

方法を使うように指導した。

イ ＡＬＴとのＴＴ

ALT とのＴＴでは自分から進んで話しかけるように指導した。（ゲーム形式を多用した）

ＡＬＴは１週間に１時間を原則に導入し、教科書を使わずに自主開発教材を使用した。

ウ 異文化理解

ＡＬＴとのＴＴはもちろん、ＪＴＥ一人の授業のときでも異文化理解の観点を忘れずに指導

している。３年生になると異文化というフィルターを通して日本文化を見つめ直すことがで

きるようになる。

(3)ＡＬＴの関わり方

区がＡＬＴ個人と契約。年間配当時数はクラス数×１５時間＋α。毎週月曜日に３年生、

金曜日に１、２年生にＴＴを実施している。教科書は使わずにゲームなど次の活動を主に

やっている。リスニングゲーム、語彙力増強ゲーム、校内ツアー、異文化理解、グループ

ワーク、定期テストのリスニング問題録音、スピーキングテスト評価等。

２ 本活動について

(1)Allotment

事前の指導なし。週１回のＴＴで実施。

クラス半数・・・１時間

クラス残りの半数・・・１時間

(2)評価の観点・方法

次の観点で評価する。

ア 班で協力しているか。

イ 辞書の効果的な使い方をしているか。（むやみにすぐに辞書にたよらないか、
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和英辞典で調べた語について英和辞典で用法を確認しているか。）

ウ を効果的に使って説明しているか。non-verbal communication

エ キーワードを落とさずに説明しているか。

オ より難しい言葉に挑戦しようとしているか。

※ アイはＪＴＥの観察による。ウ～オはＡＬＴの評価。

(3)活動の内容

ア クラスを６つ（５～６人）に分ける。

イ 下の用紙（実際には毛筆でタテ書き）を配る。

雛祭、下駄、押入、梅雨、お年玉、浴衣、中元、

盆踊、初詣、畳、百人一首、茶道、

ウ 各班で協力して説明を考える。その際に和英辞典を使わせる。和英辞典で求める単語

が見つかったら語法を英和で必ず確認させる。（今年はセイコーの電子辞書を使ってい

ます → ジャンプ機能が便利なので。）ＪＴＥは随時質問を受け付ける。この例では受

動態を必ず使うことを条件とした。

エ 各班から１人が隣室で待機するＡＬＴのところへ行って説明を始める。（自信がない人は

２人でもよいが、その時は必ず２人とも発言することとする。）説明を書いたメモは持ち込ん

ではいけない。

オ キーワードを落とさずに適切に説明でき、ＡＬＴが何のことか理解できたらポイントを与える。

キーワードを欠いたり、説明不足で が理解できなったら出直しをさせる。難しい問題ALT

に挑戦し、成功した場合はその難度によってボーナスポイントを与える。

(4)ＡＬＴの関わり方

事前にＡＬＴが日本文化を表す言葉をどれほど知っているか、言葉は知らないがその文化

は知っているか、を尋ねておく。

隣室で待機し、生徒が説明する日本文化が何のことをさしているか理解できたらポイントを

与える。キーワードが落ちていたり、理解するには情報が不足していたりした場合は、その

旨を言った上、再度チャレンジするように励ます。良かった生徒は大いにほめ、うまくいか

なかった生徒には励ましとアドバイスを与える。

３ 本活動の成果・課題

成果・・・原稿やメモを見ないで一人でＡＬＴを理解させることはまさに本当のコミュニケーション

能力がなければできない。その意味では大多数の生徒については日常の授業で着実

にコミュニケーション能力が身についていると感じさせる活動であったし、また自分の授

業の有効性の にもなった。また、生徒は予想以上に受動態を巧にかつ適切に説明proof

の中に織り込んでいたのにはびっくりした。加えて普段、単語の意味だけしか見ないこと

が多い辞書の使い方にしても、例文をうまくつかうと説明に役立つことがわかった生徒が

多かったろう。

課題・・・中には単語を並べただけ、という生徒もいた。海外旅行などではそれで通じることもある

が、学校教育の英語という観点からセンテンスで語れるように指導したい。
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Teacher Talk 1 Student Talk 1

Come here. はい

You'll be famous.

The camera is rolling.

Please, please, please. It's Japanese mat.

It's Japanese mat, OK. It's used for judo.

Ah, OK.

Is it, ah, tatami? Yes.

Japanese mat used for judo.

Very good. Thank you.

Bye bye. Bye bye.

Teacher Talk 2 Student Talk 2

It's festival on the March third.

A lot of dolls are decorated.

Girls celebrate their growing.

OK. March third.

A lot of dolls are decorated.

Girls celebrate their growing.

Girls' Festival? ......?...... Hinamatshuri.

Hinamatsuri.

Very good, one point.

Girls' Festival, thank you.

Teacher Talk 3 Student Talk 3

This chair stands so that people

know where the camera is. OK.

It's a dance.

It's a traditional Japanese dance.

You know?

Mmmm... Maybe.

Please explain. In the summer it's like ah....

Only in summer. Yeah. Only summer.

.......?........

Japanese dance, only in summer.

Is it like bonodori? That's it!

OK. One point. One point.

See you later. See you.
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Teacher Talk 4 Student Talk 4

Yes. A New Year's present.

My sister game me one thousand yen

OK. as a New Year's present.（手を出す）

Lucky, lucky boy.

I don't know.

My sister game me one thousand

yen as a present.

I don't understand.

Teacher Talk 5 Student Talk 5

It is a Japanese wear.

People wear it on festivals

in summer.

Ah, OK. It's beautiful and colorful

and pretty.

Is it kimono? No, no, no, no, no. In summer.

In summer, ah!

Then it is yukata. Yes, yes, yes.

One point.

Very good.

Teacher Talk 6 Student Talk 6

It is Japanese old game.

OK. There are one hundred cards.

It is small poem.

Small poem.

Small poems? It's written by many haiku poets.

OK. Small poem. Do you understand?

I see. OK. What?

I understand. Yes.

Is it uno? No, no, no.

Is it ...ah... It's hyakuninisshu.

I don't know the Japanese name.

How do you say this in Japanese? Isshu.

OK. Very good.

Hyakunin...?

Thank you.
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Teacher Talk 7 Student Talk 7

We give much money....?.....

on New Year's Day.

OK. We are given it by a man.

A man? Old people.

Old people?

So, for example, Higashi Koenji

Station, an old man....uh....

here you are. No, no, no.

New Year's Day.

OK. We give much money on New

Year's Day.

To old people? A young people.

Ah, OK.

So, for example, Higashi Koenji

Station, many young people, No.

here you are. NO!

Money, Money. Wahhh!!

Money.

Ah, try again.



- -121

Ⅴ 今後の課題

今年度は のデータ集めと並行して、現場の先生方にすぐに役立つ情報すなわち「どうStudent Talk

いう授業・評価をすれば の量が増え、質的に高いものが期待できるか」を研究部員が自分Student Talk

の授業で実践した中から持ち寄って話し合った。

しかし、毎回の出席率が芳しくなく、個々の指導・評価について突っ込んだ話し合いが十分できたと

は言えない。本来ならここに収録したすべての指導・評価方法について部員が自分の授業で追試をし、

質の高い を引き出す指導・評価方法の提示を目指すべきであった。今年度は時間切れでStudent Talk

あったが、来年度への課題としたい。また、次にあげる項目も今後の研究の対象となるはずである。

(1)生徒に何を話させたいか、の調査

ｱ 生徒がこれから英語を必要とするであろう場面の想定、調査

例 道案内、同じチームでスポーツをする、海外旅行、インターネット等

ｲ 生徒が話したいと思う の調査topic

例 スポーツ、テレビ、音楽、映画等

ｳ 生徒が話したいと思う で必要とする語いの調査topic

例 , , , 等movie theather channel commercial film music festival

ｴ 生徒の使用頻度の高い言語機能の洗い出し

例 感謝する、人を誘う、提案をする、依頼する等

(2)どのように話させるか、という指導手順と留意点

ｱ を実施する場合はどんな留意点があるかprepared speech

ｲ につなげる指導にはどんなものがあるかspontaneous speech

(3) の分析Student Talk

ｱ 分析対象語を含んだ生徒の発話のリストであるConcordance

ｲ ある語が使われる時の前後のつながりを示すCollocation

ｳ どれだけの頻度で使われるのかというFrequency
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Ⅶ 編集後記

また本年度も新たに部員が加わり、研究が始まった。昨年に引き続き、 の研究である。Student Talk

今年度は特に“生徒の発話を促す授業の工夫と評価方法”について、力を入れてきた。

ただ「今後の課題」にもあるが、各研究部員がなぜか今年度は忙しく、なかなか集まれなかった。でも、

お互い連絡を取り合いながら、ここまでこれたのは正直言って嬉しい。さすが研究部員の情熱と実践力

だと思っている。来年度はさらに良いものをめざして、また力を合わせて頑張りたい。

そして今後は、昨年の11月に文部省から平成14年度完全実施にむけての新学習指導要領案が公

表されたが、そのことも視野に入れながら研究を続けなければいけないと考えている。

最後になりましたが、この研究を進めるにあたって東京都中学校英語教育研究会会長の吉田 和彦

様をはじめ、多くの方々のご協力とご指導をいただきました。心からお礼を申し上げます。特に、いつも

研究部のために快く会場を提供してくださる中央区立佃中学校へは、感謝の念がたえません。ありがと

うございました。

1999年 ２月10日

備里川 正人(研究部長)
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