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第２８回研究発表会に寄せる

東京都中学校英語教育研究会

会 長 太郎良 博

今年もまた、東京都中学校英語教育研究会の研究部による「研究発表会」が開催され

る時期となりました。この「研究発表会」は、今回で実に２８回を数えることになりま

すが、その内容は、「研究授業の公開」と「研究成果の発表」の二本の柱から成っていま

す。

研究授業について少しふれますと、多くの部員のなかから日頃熱心に英語指導に取り

組んでいる最精鋭の教師を選び、その時機にもっとも適った主題で授業を公開してもら

うというものであります。ここ数年の場合でいうならば、「実践的なコミュニケーション

能力育成を目指した指導法の工夫」「目標に準拠した評価を意図した指導法の工夫」「個

に応じた指導法を目指した指導法の工夫」等、いずれもその時期において最も意義深い

と思われる主題についての質の高い授業が行われております。それ故この授業公開は、

英語科教員にとって決して見逃すことのできないものであり、東京都の公立中学校の英

語科教員はもとより、他府県あるいは異校種の英語科教員、そしてまたその他もろもろ

の英語教育関係者が多数参集される場となっているのであります。日々授業で勝負する

第一線の現場の教師にとって、この授業公開ほど貴重な研修の場はないのではないでし

ょうか。このような意味において、これからもこの授業公開の催しを大切にし、末永く

継続して参りたいと考えます。

もうひとつ、「研究成果の発表」についても一言しますと、研究部はこれまで「語いの

研究」に力を注いでまいりました。その成果が、今回ここに公刊されました「語いの研

究（２８）」であります。英語学習の成果をより効果的なものとするためには、やはり語

彙についての様々な面からの研究が必要であります。「中学生に学ばせるべき語彙の数は

どれくらいが適当なのか」「表現段階に求められる語彙はどのようなものなのか」「語彙

指導にいわゆるフォニックスの考え方はもっと活用できないものなのか」「日頃授業の中

で、教師はどのような英語の語彙を意図的に使用すべきなのか」等、実践的視点からさ

らに究明されなけれなければならない語彙指導にかかわる事項は多々あるのです。研究

部は長い間、このような語彙にかかわることについて研究を重ねて参りました。語彙の

研究は地味で目立たないものではありますが、以上述べましたように大変に重要な課題

であることは言うを俟ちません。このような趣旨から、本冊子を手にされます皆様にお

かれましては、是非この冊子の研究成果を生かし、今後とも語彙の視点からも日頃の指

導になお一層工夫されますことを願ってやみません。

最後になりましたが、本研究に携わりました研究部員の努力はもとより、関係各位の

様々な形でのご指導に対し、心から感謝申し上げる次第であります。
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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。

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－

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）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1980（昭和55）年度 「外来語と英語教育（４）」

－英語の意味別頻度と外来語・英語の意味とのかさなり－

研究授業者：後関 正明（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1981（昭和56）年度 「外来語と英語教育（５）」

－フォニックス（つづり字と発音のルール） －

研究授業者：小林 幸子（千代田区立錬成中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）

1982（昭和57）年度 「外来語と英語教育（６）」

－選定語いについて －

研究授業者：小西 照明（足立区立伊興中学校）

指 導 講 師：堀口 俊一（東京学芸大学）
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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(英語)400 語」

Interim Report

「外来語と英語教育（９）」

言葉遊びをとり入れての指導実践例 －

研究授業者：長 勝彦（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）

1986（昭和61）年度 「語いと英語教育（10）」

A. 英語・基本語い 1000 語・Appendices

B. 授業の中でどのように語いをふやすか

C. ＣＬＴ（ Communicative Language Teaching ）について

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. 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（Part 2）－

（ Bingo Game ， Guess Work ， Pair Work & Skit を行って ）

B. CLT( Communicative Language Teaching )と CF(Communicative Functions )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 (言語機能) / Forms(言語形式)の学年別 Function List －

C. Assistant English Teacher に関するアンケート調査のまとめ

－ AET 導入の年数・採用方法・派遣状況・派遣時数・その他－

研究授業者：青木 弘子・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 ラジオ続基礎英語（1986.4 ～ 1987.3）の dialogs 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･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 )と CF( Communicative Functions )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（言語機能） / 例文の List

研究授業者：鶴田 峰子・太郎良 博（大田区立南六郷中学校）

指 導 講 師：斎藤 誠毅（神奈川大学）

1990（平成２）年度 「語いと英語教育（14）」

A. 日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続）

－実情報にかかわる機能－

B. 東京都公立中学校における英語教育実態調査報告

研究授業者：山本 展子・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 Register について－

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 Register に対する Native

Speaker の Comments －

研究授業者：北原 延晃（杉並区立和田中学校）

指 導 講 師：上田 明子（津田塾女子大学）

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

Teacher Talk (1)

研究授業者：杉本 薫（墨田区立両国中学校）

指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）
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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）

1999（平成11）年度 「語いと英語教育（23）」

Student Talk (3)

研究授業者：小柳 守生（葛飾区立亀有中学校）

指 導 講 師：松本 青也（愛知淑徳大学）
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2000（平成12）年度 「語いと英語教育（24）」

Student Talk (4)

研究授業者：阿久津 仁史（文京区立第八中学校）

指 導 講 師：緑川 日出子（昭和女子大学）

2001（平成13）年度 「語いと英語教育（25）」

語い指導(1)

研究授業者：門松 裕之・佐藤 恵美（墨田区立文花中学校）

指 導 講 師：山内 豊 （東京国際大学）

2002（平成14）年度 「語いと英語教育（26）」

語い指導(2)

研究授業者：伊地知義信（豊島区立西巣鴨中学校）

指 導 講 師：望月 正道（麗澤大学）

2003（平成15）年度 「語いと英語教育（27）」

語い指導(3)

研究授業者：明石 達彦（港区立御成門中学校）

指 導 講 師：木村 松雄（青山学院大学）

2004（平成16）年度 「語いと英語教育（28）」

語い指導(4)

研究授業者：関口 智 (葛飾区立常盤中学校 )

指 導 講 師：相澤 一美 (東京電機大学 )
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Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし

研究部では、平成 13 年度から 3 年連続して「語い指導」のあり方について研究を行っ

てきた。平成 13 年度に中学校指導用教科書 7 社で使用されている語いリストを作成し、

平成 14 年度、 15 年度は継続研究としてリストの修正、新項目の追加検討を行い、同時に

それらをどのように授業に生かし効果的な授業を行うかについて研究してきた。また、語

いリストを英語教師が共有することにより、より多くの生徒の学習に生かされることを願

い、リストの更新を行いながらホーム・ページに載せ、最新のリストを公開してきた。

生徒が使う新しい教科書ではどのような語が入っているのだろうか。新学習指導要領で

は必修語いが機能語だけの 100 語となり、教科書に使われる内容語がそれぞれの教科書会

社によるものとなった。７社全部に共通する語にはどのようなものがあるのだろうか。

多くの教科書で共通して使われている語いは何だろうか。生徒が言語活動で使いたい語い

がどの程度含まれているのだろうか。日本の中学生が学習する語いを知るところから始め

ようと考え、平成 14 年度の新教科書に現れる語いについてまとめてみることにした。ま

た東京都では７社全社の教科書が採択されたことも研究を進める一因となった。そこで、

表計算ソフトに新しい教科書の語いを入力し、それらの語いを品詞や Category 別などに分

け、そのデータを研究部のホーム・ページに載せ、多くの方々が利用できるようにした。

また部員同士で、語い指導について研修し、実践を報告した。さらに語いサイズテストに

ついて、作成者である麗澤大学の望月正道先生を招いて学習会を行った。そして語いリス

トから読みとれる 7 社の中学校英語教科書の語いの特徴について、中学生コーパスとの関

連、７社に共通の語い、カテゴリー別考察についてまとめた。

平成 15 年度は語いリストを修正し、項目を増やし、さらに充実させた。アメリカの児

童用 First dictionaries 5 冊と日本の児童用辞書 2 冊の語いをリストに加え、中学校英語教科

書の語いと比較できるようにした。次に研究部内で語いサイズテストを実施し、その結果

を考察した。その結果、正答率が高かったのは教科書やワークシートでの既習の語い、何

度も出会う語い、カタカナ語として生徒によく知られている語いであることがわかった。

だから既習語いの意図的なリサイクルが必要である。また語い指導チェックリストのアン

ケートを研究部内で行った。 (以下を参照 )あまり行っていない指導として、似ている綴り

の語から特定の語を素早く探す練習が上げられた。 (例 from fron frow flom の中から from と

同じ綴りを探す ) さらに先行研究を知るために I.S.P.Nation の Teaching and Learning Vocabulary

を輪読した。

語 い 指 導 チ ェ ッ ク リ ス ト 項 目

1 生徒がすでに持っているカタカナ語の知識を利用している。

2 既習の同意語や反意語、反義語を同時に指導している。

3 コロケーションを指導している。

4 フラッシュカードをフラッシュさせて使っている。

5 フラッシュカードの最初の１～２文字を見せ素早くその語を言わせている

6 早く言える（音読できる）ように指導している。

7 単語だけでなく句や文の中で変化した音も発音させている。
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Ⅳ 今年度の研究

語い指導 (4)「都中英研研究部推奨発表語いリスト（暫定版）」

１ 研究の概要

７社の検定教科書に出現する語いリストに基づく研究も４年目を迎えた。今年度は主に

①アメリカの小学生が初めて使う first dictionaries、②日本で出版されている児童用辞書、

③青山学院語いリスト（ＡＧＬ）と検定教科書の語いの比較を行い、 tentative な「都中英

研研究部推奨発表語いリスト（暫定版）」を作成した。このリストに掲載されている語い

は重要語中の重要語であるので、「文字を見て発音できる」「意味がわかる」はもちろん

「その概念を頭に浮かべた時にその音が頭に浮かぶ」「その音を文字化できる」レベルま

で指導したい。本年度は時間切れのため２００語程度で終わってしまったが、来年度は旧

学習指導要領別表２掲載とほぼ同数の約５００語まで選定する予定である。

同時並行で先行研究図書の輪読を行った。また本研究部の研究結果を多くの先生方に具

体的に知って授業に活用していただくために、昨年度に引き続き夏休みには３回のワーク

ショップを企画・実施した。研究活動の流れを月ごとに見ていくことにする。

４月１５日 中央区日本橋中にて

・研究組織作り

・研究内容の検討

・研究部員の指導学年、使用教科書、指導の形態などの調査

・夏の語いワークショップ計画

・研究発表会の持ち方

５月１１日 日本橋中にて

・先行研究図書輪読

・夏休み語い指導ワークショップ日程調整

・研究発表会の持ち方

６月１０日 江東区立第二南砂中にて

・昨年度「研究部語いリスト」に入力した① American First Dictionaries（５冊）、

②日本で出版されている児童用辞書（２冊）③「青山学院語いリスト」

④検定教科書７冊⑤中学生コーパスを比較検討し、「都中英研研究部推奨発

表語いリスト」の基礎を作った。

・夏休み語い指導ワークショップ詳細決定

・公開授業者検討

７月２０日 第二南砂中にて

・「都中英研研究部推奨発表語いリスト」作成作業の続き

・夏休み語い指導ワークショップ準備

・公開授業者、助言者検討

７月２７日 渋谷区立代々木中にて

夏休み語い指導ワークショップ第１日 参加者３０名

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（岡崎・石井）

午後：語い指導実践ワークショップ（北原・石井）
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８月２３日 文京区立文京第十中にて

夏休み語い指導ワークショップ第２日 参加者２９名

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（矢木・北原）

午後：①語い指導文献研究 Nation の Teaching & Learning Vocabulary（岡崎）

②語い指導実践ワークショップ（渓内・鶴田・北原）

８月２４日 品川区立日野中にて

夏休み語い指導ワークショップ第３日 参加者１６名

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（大貫・石井）

午後：語い指導実践ワークショップ（原田・関口・石井）

９月 ７日 狛江第一中にて

・公開授業者決定

・夏休み語い指導ワークショップ総括と反省

・研究部推奨発表語い選定作業①

１０月１２日 狛江第一中にて

・研究部推奨発表語い選定作業②

・公開授業指導案検討①

・助言者決定

１１月 ９日 狛江第一中にて

・研究部推奨発表語い選定作業③

・公開授業指導案検討②

・研究冊子原稿分担

・研究発表者決定

１２月 ９日 第二南砂中にて

・研究冊子原稿検討

・公開授業指導案検討③

１月１１日 第二南砂中にて

・公開授業指導案検討④

・研究部発表大会仕事分担最終確認

・研究冊子原稿完成
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２ 「都中英研研究部推奨発表語いリスト（暫定版）１９５語」

現行学習指導要領により授業時数が週３時間になり、教師も忙しくなったと同時に生徒

も忙しくなった。指導と指導の間隔が広がり、定着が以前より難しくなっていると言える。

そこで生徒の負担を軽減し、本当に必要なことだけを定着させる必要がある。言語材料は

週指導時数にあわせて削減されたが語い指導についても考えなければならない。生徒は教

科書に載っているすべての単語を書けなければならないと思っている。ところが単語は使

用頻度によって軽重をつけて指導すべきである。語いは大きく分けて受容語い（ receptive

vocabulary)と発表語い (productive vocabulary)がある。つぎのように考えるとわかりやすい。

①受容語い（発音できて／聞いて意味がわかる）

②発表語い 1（ある概念を頭に浮かべた時にその音が頭に浮かぶ。スピーキングに使用す

る。）③発表語い 2（その音を文字化できる。ライティングに使用する。）

さらに教科書語いでは次の語いカテゴリーも考慮した方がいい。

④受容語いのうち、いわゆる「題材語」。そのトピックのために使用せざるを得ない語。

中学生レベルでは①に達しなくてもよい語い。固有名詞を中心とした語いで日本の中学生

には使用頻度の低い語。

そこで我々研究部はまず③のレベルの語いを選定することにした。語い選定のために使用

した資料は以下の通りである。（下線は重複して出現している語）（合計数は異なり語数）

1 レベル１（最重要語）

教科書数７ 青山学院語彙リスト７ アメリカ初級辞書５社 日本児童向け辞書２

社すべてに共通する語

動詞

１型 ask begin cry eat head hear know leave live look open rain remember say see sit
speak start stop talk teach think try turn wait walk work worry

２型 turn
３型 ask begin bring buy cut drink eat find give hear help hope know leave love need open

play remember say see send show speak start stop talk teach tell think try turn use
visit wait worry write

４型 send show
形容詞

感情 nice
状態・状況 beautiful big different easy fast good great happy hard hot late little long next

nice short small strong warm wrong young
性質・性格 great
その他 next
名詞

飲食物 food water
家 bed home house letter picture
学校 book music school
時 evening fall minute night now spring time
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自然 bird rain
乗り物 train
身体 hand head
人 boy doctor girl man name people
世界 world country
抽象語 hope life love news question word
町 city place stop
スポーツ game
その他 color money party picture show story turn
前置詞 near over under
代名詞 all
副詞

時 long now
場所 back down home near next over
数・頻度・程度 always best hard
その他 please （計１１１語）

2 レベル２

教科書数７ 青山学院語彙リスト７ アメリカ初級辞書４社 日本児童向け辞書２

社すべてに共通する語（レベル１に登場する語は除外。以下同じ）

＊McGraw-Hillは収録語いに偏りがあるので除外してある。

動詞

１型 get go stay
３型 enjoy have make meet take
形容詞

状態・状況 important
数 many
名詞

時 today
人 student
その他 stay way
前置詞 on through
代名詞 nothing
副詞

時 still today
様態 away on
その他 really sure （計２０語）
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3 レベル３

教科書数７ 青山学院語彙リスト７ アメリカ初級辞書＋日本児童向け辞書５社

動詞

１型 study
２型 become
形容詞

状態・状況 better
性質・性格

数 some
その他 other
名詞

抽象語 thing
前置詞 during
代名詞 much my other someone something
副詞

時 soon
場所 out
数・頻度・程度 much very sometimes so
様態 just
その他 not yes (計２１語 )

4 レベル４

教科書数６ 青山学院語彙リスト7 アメリカ初級辞書5社 日本児童向け辞書2社

動詞

１型 arrive build finish move sing sleep stand
２型 feel
３型 answer change finish move plant sing watch
形容詞

状態・状況 bad enough first free high large old
性質・性格 high large
色・形 large
数 few
名詞

家 room
学校 room teacher
時 first
自然 fish star
身体 eye hair
人 baby family father friend mother star teacher
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生物 fish plant
抽象語 idea
町 station store
電化 station
その他 box language number part sleep song star war
副詞

時 early
数・頻度・程度 only
その他 only （計４３語）

5 レベル５

教科書数６ 青山学院語彙リスト７ アメリカ初級辞書４社

動詞

１型 arrive build change feel finish move sing sleep stand
２型 feel
３型 change finish move plant sing watch
形容詞

状態・状況 bad few first free high large old enough
性質・性格 bad high large
色・形 large
数 few
名詞

家 box room window
学校 room teacher
時 first hour
自然 fish star sun
身体 eye hair
人 baby brother family father friend mother sister star teacher woman
生物 fish plant
抽象語 idea language war
町 station store
その他 box idea language number part sleep song star war
副詞

時 early
数・頻度・程度 only
様態 early
その他 only （計５

０語）
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6 上記レベル１～５の異なり語数

教科書 重要語彙 production level まで高める語 計195語 (下線は重複する語 )
動詞

１型 arrive ask begin build change cry eat feel finish get go head hear know leave live
look move open rain remember say see sing sit sleep speak stand start stay stop
study talk teach think try turn wait walk work worry

２型 turn feel

３型 answer ask become begin bring buy change cut drink eat enjoy find finish give have
hear help hope know leave love make meet move need open plant play remember say
see send show sing speak start stop take talk teach tell think try turn use visit wait
watch worry write

４型 send show
形容詞

感情 nice
状態・状況 bad beautiful better big different easy enough fast few first free good great

happy hard high hot important large late little long next nice old short small
strong warm wrong young

数 many some

性質・性格 bad high large great high large
色・形 large

数 few

その他 next other

名詞

飲食物 food water
家 bed box home house letter picture room window

学校 book music room school teacher
時 evening fall first hour minute night now spring time today
自然 bird fish rain star sun
乗り物 train
身体 eye hair hand head
人 baby boy brother doctor family father friend girl man mother name people sister

star student teacher woman
生物 fish plant

世界 world country
抽象語 hope idea life language love news question thing war word
町 city place station stop store
電化 station

スポーツ game
その他 box color idea language money number part party picture show sleep song star



- 17 -

stay store turn war way
前置詞 during near on over through under
代名詞 all my much nothing other someone something
副詞

時 early long now soon still today
場所 back down home near next over out
様態 away early just on

数・頻度・程度 always best hard much only so sometimes very
その他 not only please really sure yes （計１９５語）

7 まとめ

今年度は時間の関係で上記１９５語しか選定できなかった。どれも経験上重要だと思わ

れる語だと思う。それは今年度は教科書語いを中心にした選定だったからである。上記の

１９５語は必ずつづりまで書けるように指導したい。来年度はＡＧＬ（青山学院語いリス

ト）とアメリカ初級辞書で頻度の高い語（たとえば refridge などの生活用語）に焦点を当

てて選定する予定である。
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３ 語い指導の実践例

1 Team teaching での Dialogue building

江東区立第二南砂中学校 石井 亨

(1)ねらい：過去形を使って会話を適切に続けられるようにする。会話内容は以下の通り。

A：How was your weekend ? B： It was great. (good. OK. fun. terrible. boring. tiring.)

A：What did you do ? B： I went to Shibuya. (met,saw, read, ate, bought,studied … )

A：Who with ? B：With my friend. (brother, sister … )／ By myself.

A：Really ? That's great. (good, too, bad)

(2)予定：Team teaching で３時間計画で指導。４時間目は生徒の Presentation

(3)評価：教室の前で、ペアによる会話のプレゼンテーションを評価する。

(4)指導内容：３時間の主な内容

第１時：教師による Demonstration。予定の提示。

形容詞の導入と練習。形容詞カードを交換するペアワークで以下の会話練習。

A：How was your weekend ? B： It was great. (good.fun.OK. terrible. boring. tiring.)

【語い指導】

絵を使って、形容詞 (great, good, OK, fun, terrible, boring, tiring)の導入。

Missing word …形容詞を書いたカード (または絵 )７枚のうち１枚を抜かして残りを黒板

に貼り、抜かした１枚を生徒に言わせる。

形容詞を positive と negative, neutral のカテゴリーに分ける。

第２時：形容詞の復習。動詞の過去形の復習と会話の展開。

形容詞と動詞が予め印刷されたカードを交換するペアワークで以下の会話練習。

A：How was your weekend ? B： It was great. (good. OK. fun. terrible. boring. tiring.)

A：What did you do ? B： I went to Shibuya. (met,saw, read, ate, bought,studied … )

【語い指導】

絵を使って、動詞の過去形の復習。

動詞の過去形とそれにつながる語句 (Collocation)を生徒から引き出す。

第３時：形容詞と動詞の過去形の復習。Who with ?の導入と練習。ﾍﾟｱでの会話練習。

【語い指導】

That's great. (good, too bad)を適切に使わせる Responding の練習。

以下の対話の A が生徒、B を教師が言う。

A：How was your weekend ? B： It was great. (good. OK. fun. terrible. boring. tiring.)

A：What did you do ? B： I went to Shibuya. (met,saw, read, ate, bought,studied … )

A：Who with ? B：With my friend. (brother, sister … )／ By myself.

A：Really ? That's great. (good, too bad)
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2 フラッシュ・カードを使った新出語彙指導（飽きさせない繰り返し）

狛江市立狛江第一中学校 北原延晃

先生方は語彙指導にどれだけ時間をかけていらっしゃるだろうか？またどれだけ語い習

得理論に基づいた指導を行っていらっしゃるだろうか？短い時間で効率的にしかも生徒を

飽きさせずに語いを習得させたいものだ。以下は私のふだんの語い指導の流れである。

(1)フラッシュカードの単語を黙って見せる（生徒自身に発音させてみる）

→ 自立した学習者を作るためには絶対不可欠である。

(2)生徒→教師→生徒の順に発音する。

発音にスポットを当てて（フォニックスのルールに触れながら既習語を思い出させる）

クラスで協力して思い出す。

例「 ea をイーと発音する語は？」

生徒の自発的発言を促す４つのお約束

Learn from your friends.

Share your knowledge.

Contribute to the class.

Try to be different.

(3)生徒→教師→生徒の順に発音させた後、裏面を見せながら、意味にスポットを当てる。

（和訳はあくまでも記憶を助けるため。細かなニュアンスは辞書で確認させる。

→ 辞書指導の絶好のチャンス）

必ず文の中で提示する。（コロケーション指導） これをしないと使えない。

既習の反意語、同義語を言わせる。 未習語はだめ！

(4)表面を見せて意味を考えさせ、次に裏面を見せてもう一度発音練習させる。

(5)表面を素早く見せて（フラッシュさせて）発音させる。 → 語の形で認識させる

(6)語の最初の２～３文字を見せて発音させる。 → 実際的

(7)語の最後の２～３文字を見せて発音させる。 → 限られた語いの中なら推測可能

(8)裏面を見せて発音させる。 → 意味から英単語を思い出させる。

(9)裏面を見せてつづりを書かせる。 "Write the spelling in the air."

この語い指導には理論的裏付けがある。（詳しくは「英語語彙の指導マニュアル」

（望月、相澤、投野）２００３年大修館を参照されたい。）都中英研研究部では上記の本

から次のような語い指導チェックリストを作成した。これらはいずれも語いの定着に効果

があると認められた語い指導である。１つの語を指導するのに多角的に何度も提示した方

が記憶に残りやすい。是非参考にしていただきたいと思う。
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3文献研究

Teaching & Learning Vocabulary (I.S.P. Nation,1990) Chapter 7 (P.93~113)まとめ

岡﨑 伸一（渋谷区立代々木中学校）

この章では、①英語を話す際に必要とされる語いは何か、②学習者が話すのに十分な語い力がない

場合に、どうするべきか、の２点が中心にまとめられている。

語い発達の活動には、コントロールされた活動、型中心の活動、grids、clines、clusters、

collocation活動、ペア活動、反復的な活動、そして言い換える活動を含んでいる。

①英語で話すのには、多くの語いをもつ必要性がない。少ない語いでたくさんのことが言える練習

をするのが、一番良い。General Service Listの２０００語は適切なものである。

②語いの観点からすると、言いたいことが言えないのには２つの理由がある。１つには、十分な語

い力がない可能性である。2つ目は、語いを知っていたとしても、発話までたどりつかないことである。

読むことは良いが、発話に苦手意識のある英語学習者は多い。

そのために、以下の活動などを挙げる。

繰り返しや substitution drill、知っている語を想起させるゲームのようなものは Controlled

Activities とされる。

また、例えば、I got up and went into the bathroom to clean my .で teeth を入れさせたい。

もしその語を推測できないならば、その語の最初の文字を言ってあげたり、発話せず唇だけ動かして、

唇の動きを読ませたり、５文字なので５つ下線を板書するなどする。それから、最後の文字を h

のように書き、それから、 th と書いたりなどし、学習者が推測できるようにする。それでも、

学習者が推測できないならば、教師は、教室後ろある生徒に向かって、”What did you say? Teeth?

Yes,good.”と良い、次の活動等にうつるような事もできる。

Grids や Clines や Clusters などの意味や語の分類方法は、既習語の意味を発展させたり、確立させ

たりするのを助けるものである。Collocationは、新出語を学ぶのにとても大切である。

語いを学ぶ練習として、カードやシートを活用しての guess work のようなものも、語い復習や新語

導入にも生かせる。
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4 教科書本文の新出語句の導入

大田区立東調布中学校 渓内 明

1.本文の新出語句の導入の方法

教科書本文の新出語句は、その意味や内容によって次のような導入法が考えられる。

(1)oral introduction の中で英語を使って提示する語句

・教師が picture cards や実物を見せたり、実演したり、他の語句と対比させながら、

教科書本文の story の流れに沿って、英語で口頭導入する語句。

(2)oral introduction の中で提示しながら、日本語で補足する語句。

・上記 (1)と同様だが、英語による導入のみでは意味が理解しにくい語句。

(3)oral introduction 後の explanation において日本語で意味を確認する語句

・oral introduction で扱いきれない語句。抽象的な意味の語句。

※既習の語句であっても、本文を理解する上で重要な語句や、生徒が忘れていると思わ

れる語句は、新出語句と同様の扱いが必要な場合がある。

2.新出語句の導入の実際

(1)教科書本文の指導計画をたてる際、上記の点に基づいた新出語句の導入法を考える。

(教科書本文の例 )

Mike: When do you go to the nursing home?

Aya: I usually go on Wednesdays.

Mike: What do you do there?

Aya: I read stories. And we talk and laugh together.

Sometimes I just listen to the people there.

Mike: Do you enjoy your time there?

Aya: Oh, yes. I always learn so much.

学校図書：TOTAL ENGLISH Book 1 Lesson 9-B

(2)本文の語数・新出語句の語数

・本文の総語数 ４８語

・新出語句の数 ９語句 (上記 部分 )

・既習語句であらためて扱う語 ４語 (上記 部分 )

(3)新出語句の導入法による分類

① oral introduction の中で英語を使って提示する語句

when / Wednesdays(曜日の複数形 ) / read / stories / laugh / listen to

② oral introduction の中で提示しながら、日本語で補足する語句

learn

③ oral introduction 後の explanation において日本語で意味を確認する語句

ususally / always / sometimes / enjoy your time / so much
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3.新出語句導入の実際

(1)授業の流れ

① Greeting / Small Talk ⑤ CD listening / Explanation

② Warm up (Bingo Game) ⑥ Reading aloud

③ Review ⑦ Language use activity

④ Oral introduction

(2)Oral introduction の例

No.1 ～ No.5 は教科書準拠の picture cards の番号 は新出語句

No.1 When does Aya go to the nursing home? Sunday? Monday? Yes. Wednesday.

Look at this calendar.(picture card のカレンダーを指す ) Aya goes to the nurising home

on Wendsday, Wendesday, Wednesday... on Wednesdays. Aya goes to the nursing home

on Wednesdays.

No.2 What does Aya do at the nursing home? First, she reads books.(教師が本を読む動作を

示す ) What kind of books does she read for them? She reads stories.(物語の本を見せる )

Aya reads books for the people at the nursing home.

No.3 Second, Aya enjoys talking with people there. Look at this picture. Aya and old people

talk and laugh. They talk and laugh together.(教師が笑う動作を示す )

No.4 Sometimes she doesn't talk so much. She just listens.(教師が耳に手をあてて動作を

示す ) She just listens to the people at the nursing home.

No.5 She goes to the nursing home to volunteer on Wedensdays. Does she enjoy volunteering?

Does she enjoy her time at the nursing home? Does she look happy? Yes. She enjoys

her time at the nursing home.

日本語で：彩が老人ホームのボランティアが楽しいと思っている理由は何でしょう？

(ＣＤを聞く前に、リスニングのポイントを与える )

(3)留意点

1.when(疑問詞 )は本文を導入する前に、新出文法事項として導入済み。

2.listen to ～ /learn は、一般動詞を使った他の活動において導入ずみ。

3.enjoy her time は、開本後に explanation で日本語で補足する。

4.sometimes/always/usually については、 explanation で日本語で補足する。

5.learn so much は、oral introduction では詳しく扱わず、 explanation の段階で「彩

がお年寄りから何を学んでいるのか」を生徒に具体的に考えさせる。
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5 語の反復利用により定着を図る活動

鶴田 峰子 (中央区立日本橋中学校 )

(1) 指導目的： 同じ語を反復して使用する場面を５～６回つくり、語の定着を図る。

(2) 指導内容： 教科書の英文を発展させて、オリジナルの英文を作成し、スピーチ活

動へとつなげる。（Topic: Our School trip to Kyoto and Nara）

(3) 指導方法：・学校行事（修学旅行）を通して語の定着を図る

・Speech 指導を通して、関連語句の導入と既習語の定着を図る。

① 導 入－－京都や奈良について簡単な質問をする。

・写真を見せながら、京都や奈良へ行ったことがあるかどうかを数人に聞く。

・京都や奈良の有名なお寺や神社の写真を用意し、既知の知識を活用しながら、建

物の名前を推測させる。 shrine, temple, castle など、日常生活とあまり関連のない

語も、ここで導入し確認する。－ Speaking（音声での確認）

（導入例）－－下線は新出語句

Have you ever been to Kyoto or Nara? There are many temples, shrines and a castle there. Do

you know any temples, shrines, or a castle there? Look at these pictures. They are temples, shrines

and a castle in Kyoto and Nara. They are very famous. Do you know the names of these buildings?

② 定着のための活動

（ア）Task 1: 写真についてグル－プ内で質疑応答をさせる。－－ Speaking

発話量を増やし反復練習をするため、６つのグループに分け、京都、奈良の

写真を使って、グル－プ内で質疑応答をさせる。写真は絵はがきや京都の写真

入りのトランプなどを、６セット用意する。

（基礎編） 写真を見せ、写真について質問する。

Do you know the name of this temple? Have you ever been there?

・生徒の状況に応じて発展的な活動として、下記のような活動も考えられる。

（応用編） 写真を見せないで英語でヒントを言い、その名前を当てさせる。

It is a temple. Its color is gold. Tell me the name of the building.

（イ）Task 2: カード・ゲームで使った写真を文字で確認する。

ワークシートを作成し、写真を表す文字を選ばせる。

These are the pictures of temples, a shrine, and a castle in Kyoto.

Choose the names of each temple, a shrine, and a castle.

(写真例）Kiyomizu Temple, Ryoanji Temple, Kinkakuji Temple, Nijo Castle,

（ウ）Task 3: 絵と英文を合わせる活動 --- Reading

写真で確認した京都、奈良の神社やお寺の説明文を読み、該当する建物を選ぶ。

a. It is famous for its beautiful and simple rock garden. There are seven rocks in the

garden. －－ ( )

b. It is famous for its big stage. It has small three water falls. We call them Otowa

no taki. －－ ( )

c. It is famous for its beautiful golden building. The building stands in the pond. ( )

Kiyomizu Temple, Ryoanji Temple, Kinkakuji Temple, Ginkakuji Temple
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（エ）Task 4: 教科書の英文の読解 --- Reading

① 教科書の英文を１分間の黙読し、内容を把握する。

② 何についての説明文か、概要および下記の項目を確認する。

確認事項：書いた人、行った場所、誰と行ったか、何を見たか など

The 3-A Times

Monday, July 3 Yamada Akiko

We went to Kyoto on our school trip. Koji, Aya, Hiroshi, and Yuri were in my group.

Kyoto was full of people. On the first day we went to Ryoanji Temple. This temple is

famous for its garden. The garden was simple and beautiful. We had a very good time.
NEW CROWN ENGLISH SERIES 2 三省堂 （下線は新出語句）

（オ）Task 5: 教科書の英文を参考にして、修学旅行のレポートを作成する。－－ Writing

Date: .

Class No. Name:

We went to on our school trip. , , and were in my group. Kyoto was

full of . On the first day we went to . It is famous for its . On the second day

. It is famous for its . On the third day . It is famous for

its . The was and . We had a very time.

(カ）Task 6: Speech を発表する。（グループ） --Speaking

(キ）Task 7: Speech についての質疑応答をする。（グループ） --Speaking, Listening

(ク）Task 8: 印象的な Speech についてまとめ、リポートする。（クラス全体） --Speaking

（ケ）Task 9: Speech についての質疑応答をする。（クラス全体） -- Listening, Speaking

(４ ) Speech 原稿作成のための関連語いリスト（スピーチ原稿作成の時に配布する。）

（ア）事実を表現するための語い

（名詞） temple, shrine, castle, five-storied pagoda, garden, statue, Buddha, pond,

festival, charm, souvenir, present, card game, mound, memory

（動詞）go / went, see / saw, looked at ~, hear / heard, listened to ~, speak / spoke,

tell / told eat / ate, pray / prayed, try / tried, meet / met, play / played,

buy / bought, know / knew, sing / sang, change / changed、make/ made,

(イ )感情や形状の表現のための語い

(形容詞）kind, old, different, famous, happy, beautiful, glad, exciting, sweet, delicious

interesting, important, difficult, great, tired, sleepy, impressive, unforgettable

（５）考察

教科書で扱う題材を生徒の日常生活と関連づけ、関連語句も同時に導入し反復練習

をすることにより、生徒が身近な語として捉え、定着を図ることが出来る。
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6 定着のための語い指導活動例

江東区立深川第一中学校 原田博子

(1)既習語の復習で行えるWord Quizを利用した活動

４人ほどのクループになり協力して、教師の出題するWord Quizに答える。活動の最後に、クイズ

で出題された語をワークシートに書かせて定着を図る。

《Word Quiz の例》

1. Can you name two kinds of vegetable?

2. Can you name three kinds of fruit?

3. What’s the opposite of rich/ tall/ fast?

4. Can you name three animals with four legs?

5. Can you say three words beginning with tr-?

6. Can you name two yellow things?

7. Can you say five things you can see in the classroom?

8. Can you name two yellow things?

9. Can you name three buildings you can see in town?

(2)これまで学習した collocationをまとめる活動

ペアなって、これまで学習した動詞とそれに結びつく語を動詞のカードと名詞のカードを組み合わ

せながらまとめていく。また、カードの組み合わせとは別に、他にどんな組み合わせがあるか考え

る。例えば、カードの組み合わせの take photosのほかに take a bus, take an examなど可能な組み合

わせを考える。

《動詞カードの一部》

leave for ask climb drink

meet draw take go

read brush eat watch

《名詞カードの一部》

school a question a mountain a cup of tea

my friends a picture photos skiing

a newspaper my teeth lunch a video
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7 語い指導アラカルト

葛飾区立常盤中学校 関口 智

（１）たかがビンゴ、されどビンゴ

・通常の Bingo のように、直接その語句を言うのではなく、ヒントを与えることに

よって、その語句を連想させ、語いを飛躍的に増やす。ヒントは同意語であった

り、反意語であったり、コロケーションから連想させたり、熟語から連想させた

りする。

・教師にとっても、このヒントを与える練習は中学生に英語を話すためのよい練習

になる。特に何かを説明するときに必要となる言い換えの幅が大きく広がり、さ

まざまなことを簡単な英語で言い換えることができるようになる。

（２）語いの分類→ネットワークを広げよう

・語いを提示する際に、以下の分類を意識しながら、必要に応じて他の語を提示する

と語いのネットワークが広がっていく。

①同意語･･･happy, football, America

②反意語･･･sad, buy, get

③上位語･･･animal, plant,

④同意語･･･dog, bird, fish, flower

⑤下位語･･･Chihuahua, sparrow, salmon, rose

（３）音のジェスチャー化

・ d, f, v, l, n, o, r, t, th 等の音を手を使ってジェスチャー化し、発音する際にきちんと

その音を出して、しかも印象深く覚え込ませる。

→ hot, really, terrible, Thank you.

例えば、hot は大きな口を開けて、指を３本口の中に入れながら発音する。

（４）単語から文へ

①まぎらわしい音

語尾の ng･･･during, nothing, strong, young, wrong, bring, sing, song,

語尾の nger･･･hunger, finger, singer, stronger, younger (singer だけが音が違う )

②英米の音に慣れよう

ジャニーズ事務所はアメリカから？

③アクセントは不動？

Japanese → Japanese people afternoon → afternoon tea

④日本語式発音を打破

「グモグモ」→ Good morning.

「グダグダ」→ Good afternoon.
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「グディグディ」→ Good evening.

「グナグナ」→ Good night.

「ゲラゲラ」→ Get up.

音のつながりにも注意

It is a ghost, too. / It is an elephant. / Nice to meet you./ What do you have in your hand?

Is that a belt or a tie? / I have some marbles.〔強勢のない弱形 (weak form)〕

⑤手拍子に合わせて

・下線部で等間隔のリズムで手拍子を打ち、手拍子にあわせて発音することで、

強勢から次の強勢へ等間隔で発音される英語のリズムを身につけさせる。

He wanted the world to know the facts.

Close your eyes and touch its buttons.

（５）連想はさまざま

・語いを増やす際には他の語と対にして覚えさせたり、他の語から連想させたりする

と効果的に覚えることができる。

① meet and meat（食べるものだから・・・）

② Tuesday and Thursday

③ walk and work（歩く）

④ between（歯と歯の間がよく磨ける歯ブラシは？）

⑤ l は「キラッ」 flame, frame, light, right

⑥ push and pull

⑦ happen は「ハプニング」から

⑧ たぶんは probably? maybe?

【参考文献】

望月正道・相澤一美・投野由紀夫 (2003)『英語語彙の指導マニュアル』大修館書店

松阪ヒロシ (1986)『英語音声学入門』研究社出版

8 中学１年 Unit 1 からの単語ﾃｽﾄと語い指導

江東区立第二南砂中学校 石井 亨

(1)単語テストについて

中学１年生の Unit 1 から実施。Spelling 指導は中学１，２年の前半までを Input と考え、

それまでは、新語の意味を認識できるかを問う単語テストにしようと考えた。

(2)単語テスト作成について

①どの語を選んで出題するかが重要。題材語 (＊ )は出題しない。

＊中学校の教科書では日本語の意味を添えてあるもの。その題材に必要な語句。

②都中英研・研究部・語彙リストの教科書使用頻度を参考にする。

③教科書では新語扱いではないが、復習のために出題することも大切と考えた。
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(3)テストの方法：教師が問題番号と、ある語の意味を２回言う。 (例 ) No.２「中学校」

生徒はそれに当たる語 (句 )の ( )に問題番号を記入する。

(例 ) ( 2 ) junior high school

①用紙を渡す。

テストの語を確認。家庭学習の教材としての利用もさせる。次の授業に持ってこさせ

る。

②時間があれば、ペアで練習

実際のテスト用紙

Words test Unit 1 (P.10 & P.11) Class No. Name

( ) and ( ) I ( ) call ( ) me ( ) from

( ) a ( ) junior high school ( ) student ( ) too

(4)記憶するための Time Span を考え、なるべく短期記憶から長期記憶に移るように 7 回以

上接する機会を確保する。

新語提示→教科書で新語確認 (1)→音読 (2)→教科書巻末単語リスト・チェック (3)→

家庭学習 (4)→ 単語テスト (次時 )(5)→単元終了後の Vocabulary review(6)→

単語復習 Worksheet(7)→自作 Bingo(8)→ Teacher talk や worksheet などで意識的に使う (9)

(5)Sense group、Collocation を関連させる。

１語より意味のまとまり (Sense group)、語のつながり (Collocation)の方が記憶に残りやすく、

語の使い方の学習にもなる。音読指導や語い指導などに織り交ぜていく。

(6)Linking

語の音変化を指導し、Sense group、Collocation などと共に Listening 指導に生かす。

(7)音と文字との関係 ＊中学２年生後半で、音を聞いてつづりを書けることを目標にする。

①新語導入の時には、音と意味をつなげることだけに集中させ、復習の段階 (発音でき

る段階 )で音と文字との関係について指導する。

②語幹から指導した方がわかりやすい場合には、そこから指導する。

(eg.) out → bout → about

③ Phonics のルールについては、単語のストックがある程度できてから、まとめる。
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４ 夏のワークショップの内容と参加者の声

2004.7.27. 会場：渋谷区立代々木中

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習

＊ダウンロードの方法やオートフィルターなど新しい発見が多くあって良かった。

＊とても便利で夢中になってしまいました。この夏の補充教室で単語の復習を

させるのですが、ぜひ活用したいです。

＊具体的な演習課題があると良かった。色々なﾚﾍﾞﾙの人がいるので。

(例 )１年１学期の夏休みの Spelling contest を行うので、単語を 50 個選びたい。

＊色々な形で、ﾜｰｸｼｰﾄに活用できそうで良かったです。

＊語いリストを作るのは１人でやるのはとても大変なことなので役に立ちます。使わせ

てもらいます。

＊語いが不足しているため、なかなかスムースに指導できない所があり困っていました。

今日のワークショップで実践できるところからやっていきたいです。

＊エクセルに入れておくと便利だと思ったがこういう形で全教科書のデータが使えるの

かと思った。Horizon は教師用 CD-ROM に入っているので、単語テスト前の練習用に

は使ったことがあるが、今後いろいろいじって使っていきたいと思った。

＊教科書会社で取り扱っている数が非常に役立ちます。エクセルのリストは Spelling

contest に使っていますが、日本語訳がついているとすぐに利用できるのですが。制作

ご苦労様です。

＊ホームページの登録はしていたのですが、なかなか活用できずにいたので、

今日やったことを２学期以降、使って行けたらと思います。

＊ダウンロードして３年生に使わせたいと思います。作成された労力に脱帽します。そ

して感謝。

＊昨年も参加させていただきましたが、今年度はさらに理解が深まり、とても良かった

です。さっそく家に帰ってから、使ってみたいと思います。

＊今回で２回目ですが、「これは使えそう」と実感しました。学校に戻って早速やって

みようと思いました。ありがとうございました。

＊すばらしいリストだと思います。自分なりにアレンジするなど活用して生徒に渡せる

ようにしたいです。

＊とてもわかりやすかったと思います。

＊作成された先生方、本当にお疲れさまでした。今後ぜひ活用させていただきます。

＊ Spelling contest で使う単語を選び出すのにすぐに使えると思います。ありがとうござ

いました。

＊以前から気になってはいたのですが、なかなか手を出せずにいたので、今回は良い機

会になりました。研究部の皆さんが苦労されて入力された貴重な資料を今後ぜひ活用

していきたいです。

＊今までその都度、教科書をめくって単語を数えていたのですが、語いリストを使えば

今まで自分がやっていたこと (動詞を抜き出す、 phonics で関連する語を抜き出す )をさ

らに広く確実にできるのでうれしく思います。以前語いリストのダウンロードうまく

いかなかったので、マニュアルに沿ってもう一度トライしてみようと思います。
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＊７社の教科書の語いﾘｽﾄの扱い方がわかって良かった。２学期に向けて自分でﾋﾞﾝｺﾞな

ど作りたいです。

＊とても良かったです。実は私も教科書が変わった時、似たような物を作ったのですが、

他社のは入ってないので、今回のはすごいなと思いました。

＊まず一言「感動しました」。今日こちらに足を運んで本当に良かったと思いました。

まだまだこのﾘｽﾄのことを知らない先生方が多いようですが、ぜひ自分でも地域でも

広めさせていただきたいと思いました。家に帰ってさっそく登録、ダウンロードし、

活用させていただこうと思います。

＊大変参考になりました。「語い」はいつもどこまで身につけさせたらいいのか考えて

いたのですが、今日の演習で、大きなヒントを得ることができました。

＊このような語いリストを作ってくださった先生方の努力に感動しました。使い方の工

夫も色々と教えていただけたので、自分の学校でもぜひ広めていきたいと思います。

また自分自身も今後の授業に活かしていきたいです。

＊教科書会社７社の全ての単語が色々な観点で分類されている語いリストは大変役に立

つ物だと感じました。どのような形で役立てていけるのか、これから研修する必要が

あると感じています。

＊毎日多忙なためにこのようなソートができるとたいへん便利で大助かりです。単語の

意味が入っていたらさらにありがたく思いました。３年間の語いが品詞別にソートで

きたりし、とてもうれしいです。

＊ﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできるのが、とてもうれしいです。自分で 6 ～ 7 社の教科書記載をｿｰ

ﾄしたりして、使わせて頂きます。

＊東京都だけではもったいない資料でした。

2004.7.27. 会場：渋谷区立代々木中

午後：語い指導ワークショップ

①石井 亨教諭によるワークショップ

＊楽しい授業の工夫の連続で自然と会話がつながっていくのが実際にやっていて楽しか

ったです。イラストもたっぷりとわかりやすくスピーチまでの流れがスムーズだと思

いました。

＊江東区の組織的な取り組みもうらやましいが、 JET による段階的な購入の手助けが充

分なされる必要を感じた。

＊ Picture card や Card を使用した授業とか生徒の目線で楽しく参考になりました。

＊１つの Dialogue に基づき、自分自身について話をさせるためにスモールステップの

Procedure ができているなぁと思います。あの指導を３時間にどのようにふくらませる

のかを知りたいです。多読指導もぜひやってみたいです。

＊ Dialogue building の方法が参考になった。

＊少しずつステップアップしていくので、気がつくとけっこう長い文をしゃべっている

のですね。Missing word や Puzzle は特に良かったです。

＊実践的な２学期の授業ですぐに応用できるものがたくさんありました。

＊満腹ランチの後だったので睡魔との戦いになるかと心配しましたが、動きもあって楽
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しい時間で眠くなる瞬間がありませんでした。週に４時間もあるというのは大変うら

やましいです。ワークブックの宿題をみんながきちんとできるというのは、すごいな

ぁと感心しました。

＊ペアワークを主体とした活動は普段から (特に ALT との授業で )よく行っていますが、

意識して語い指導を行うことで、授業の密度が全く違うことがわかりました。今後の

授業の中で自分自身がもっと意識していきたいと思っています。

＊とても楽しいワークショップでした。学校に戻ったらさっそく絵を準備し、２学期か

らの授業で活用させていただきたく思います。

＊２学期の授業ですぐ使えそうな指導で良かった。会話の量を増やすのに１文１文ずつ、

語いから文へと丁寧に指導していたのでわかりやすかった。

＊とても高度な内容だなと思いました。３時間かけて行ったということで納得しました。

ふだん週３の授業でどのような指導をしているかも知りたかったです。

＊すぐ使えるアイディアがたくさんあって参考になりました。

＊ Puzzle Maker は使える！ と思いました。

＊ Dialogue building に参加でき、一番後ろの席からでも声を出すことに必死になっていま

した。一工夫することで生徒の知識を刺激し、学習を進められることがわかりました。

多読やワークの活用についてもプリントをいただき、勉強になりました。

＊ Puzzle Maker や多読の資料などもいただいたので、ゆっくり読みたいと思った。

ワークやノートの指導などはもしかしたら生徒に無理をさせていたのかと思った。書

くことの指導がおろそかになっている気がしたので、夏休みにゆっくり考えたい。

＊授業にすぐ使えるアイディアが盛り沢山でした。H w y w ? の書き方参

考になりました。Word search はあんなに簡単に作れる方法があったとは。さっそく使

わせていただきます。

＊多読に他の会社が使えないか？と考えていましたので、良いヒントになりました。

＊語いリストの使用テクを教えていただきたくて参加したのに、授業の指導法に関して

もこんなに多くの示唆を (また情報を )いただけるとは思いもよらなかったので、大感

激です。多読のプリントも私もちょうど教科書を集める所までは進んでいるので、興

味を持って読ませていただきました。

＊自分もこのような授業を受けたかったと思いました。座っているだけではなかったの

で楽しかったです。

＊ All English で進められ、生徒の活動がとても多い授業で、ぜひ試してみたいと思いま

した。ペアワークもまったりしがちな時もありますが、動き回ったりカードをチェン

ジするなど、動きをつけると楽しく活動できそうで、いいなと思いました。

＊１つ１つのパートを丁寧に指導していらっしゃることがわかりました。その上での会

話練習だと力がつくと思います。絵による口頭練習は定着がスムーズだと思います。

＊ Picture card を有効に使われていてとても参考になりました。カードを交換して会話を

していくという方法も新しい発見でした。Word search は私も好きで、選択の授業で使

っていますが、アドレスを教えていただき、ありがとうございました。

＊教材を最大限に利用して効果的に生徒に Input しようとよく考えられていて、発話し

ているのがすばらしいと思いました。Eliciting など２学期からやってみたいと思いま
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す。多読の指導法はプリントだけでなく細かく教えていただけたらうれしいと思いま

した。

2004.7.27. 会場：渋谷区立代々木中

午後：語い指導ワークショップ

②北原教諭によるワークショップ

＊語いだけで１時間終わってしまうくらい盛り沢山ですが、生徒にはよく入ると思いま

す。２学期からやってみたいと思います。

＊改めて Flash card の使い方の効果的な方法を教えていただきありがとうございました。

＊語いを指導するのは面白みがなかなか出せず苦労していましたが、大きなヒントをい

ただきました。特に語いを増やす方法、やってみようと思いました。

＊「語い」というと堅苦しいイメージがありましたが、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞに楽しく指導できる

のだなと思いました。せっかく作る Flash card は工夫して何度も使って行きたいなと

思います。

＊単語ﾃｽﾄの話など参考にさせていただきました。

＊語い指導、色々な手法を教えていただきありがとうございました。少しはやっている

つもりでもまだまだ不十分であることを身にしみて感じました。

＊いつもながらアイデイアにあふれたハっとさせる細かな指導に驚かされます。カード

を手作りしようと思います。

＊ New words の導入を変えたかったので、たくさんヒントをいただきました。語い不足

を解消できるようなに自分でも色々と考えていきたいと思います。

＊ Flash card のスムーズな応用法、たいへんためになりました。本校も少人数です。毎

週７つの指導案をこなしていくなかで打ち合わせをする時間もありません。少人数を

うまくこなしていくアイデイアがあったら、Workshop で取り上げてください。

＊語い指導についてはあまりバリエーションがなワードサーチや語源くらいは話してい

たが、もっと色々やりたいと思った。

＊何が余計で何が足りないのか、授業改善のヒントがたくさん見えました。辞書指導の

ことが全くわかっていないので、熊谷に行けたらなぁと思います。

＊早く学校に帰って Flash card が作りたくなりました。

＊単語を書かせる指導は語いが増やせてとても良いと思いました。辞書指導のこともい

つか伺えたらと思います。いかに飽きさせずに単語を定着させるかの方法をたくさん

知ることができて良かったです。

＊ Flash card の新たな使用方法を知ることができた。赤ペンで重要語に○をすることや

ジェスチャーをさせえるのは、効果的だと思った。

＊ Flash card でこのような利用をしたことがなかったので、マンネリ化した授業でぜひ

やってみたいと思います。とても楽しく活気づくと思いました。ただ時間がどれくら

いとれるか毎時間は厳しいかなと思いますが。

＊ Flash card を使った語い指導もやり方１つでとても内容の濃いものになることを実感

しました。

＊何度聞いても引き込まれる話術に感動しました。次回の北研他の研修会も楽しみにし
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ております。

＊毎回の自分の授業で足りないもの、見落としていた大切なことがたくだんあると改め

て痛感しました。

＊基礎基本の大切さについて最近よく考えるようになりました。ここをなくしては生徒

の英語力を高められないと思います。この３月まで私自身の基礎基本指導が高められ

るよう色々な研修会に足を運びたいと思いました。

＊ Good idea だなぁと思いました。語いの１分間書く作業はとてもいいなと思いました。

＊北研の復習であったが、何度聞いても発見があるし忘れていることもあるので、参考

になりました。

＊ Flash card の使い方が非常に勉強になりました。実際の指導内容に思わず引き込まれ

ました。３のアンケート結果も参考に、今後の授業に活かしたいです。少人数、習熟

度別クラスのお考えをもっと聞きたかったです。

＊語いリストと結びつけて使うことが改めてわかりました。

＊語い指導の奥の深さ、その多様さに驚かされました。自分としては辞書指導の部分の

弱さを痛感しました。"Do you have any trouble with your elbow ? "攻撃も勉強になりました。

2004.8.23. 会場：文京区立第十中

午後：語い指導ワークショップ

岡崎教諭による語い指導文献研究

＊興味深い内容をご紹介いただき、原書を読みたくなりました。

＊久さしぶりに原書の香り。Story だけは好きなので、読んでいますが。

＊ふだんこのような学習ができないので、資料もいただけたいへん学習になりました。

＊ Collocation の重要性を再度考えさせられた。活用の幅を広げるためにもこれからの授

業で活かしていきたいと思った。

＊役に立つ本を紹介してくれてありがたい。ぜひ購入して授業に役立てたい。

＊わかりやすい資料と少々実践が聞けて良かった。

＊これからの文献研究の参考になりました。本を購入したので、少しずつ読んでみよう

と思っています。

＊なかなか文献研究することがないので、良い刺激になりました。

＊英語を読むことを時間を見つけて心がけたいと思います。

＊もっと詳しく私自身も語いの勉強をしていきたいと思いました。

＊短時間にも関わらず、たくさんの資料を用意されて感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。

語い指導ワークショップ

①渓内教諭によるワークショップ

＊先生自身が熱心にお勉強されているのが伝わりました。

＊やっぱり英語を聞かせていくのは大切だなぁと感じました。

＊流れがとてもわかりやすく「この部分はすぐに授業で自分の指導改善ができそうだ」

と勇気づけられる内容でした。
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＊黒板の使い方が参考になりました。

＊生徒に英語でわからせることをやってみたいと思います。

＊ Oral introduction や New words の導入がスムーズにできる方法がわかってよかったです。

＊指導過程や方法がきちんと整理されていて、とてもわかりやすかったです。私の場合、

混乱することが多いので、これからは渓内先生のようにきちんと整理してから授業に

臨みたいと思います。

＊絵と新出語の示し方が参考になった。

＊ Reproduction の方法が良かった。

＊新出単語の導入や Reproduction などとても参考になりました。

＊授業の組み立てがうまくいくか心配ですが、早速やってみようと思います。

＊ Oral introduction をしながら、新出語をわかりやすく説明する方法が参考になった。

＊絵の使い方、新発見。ありがとうございました。

＊単語をわけることを２学期にぜひ始めたいと思います。教材研究の What & How にず

っと頭を抱えていたので光が見えた思いです。

②鶴田教諭によるワークショップ

＊先生の Speedy な英語に触れさせていただき、良かったです。

＊こんなテンポでいけたらいいな、と思いました。

＊ NC の教科書を使っているので、この方法を３年生になったら使わせていただきたい

と思いました。

＊反復利用で定着させたいです。

＊トランプによる説明ゲームが良かったが、語の定着がどう図られたか、どう分析する

のか難しい。

＊盛り沢山の内容だった。

＊とても楽しく授業を進められていらっしゃるので、少しずつでも真似をしていきたい

と思います。

＊ Speech を書かせる一連の流れがよくわかりました。トランプはおもしろい！

＊京都へ行ったら、トランプをぜひ買います。

＊カードが良かったです。

＊テンポがあり、教材、教具もご準備いただき、ありがとうございました。ちょうど６

月に修学旅行に行ってきました。活動の内容が興味深かったです。

＊すごい勢いのある展開でした。

＊トランプを使ったゲームのアイディアがユニークで参考になりました。

③北原教諭によるワークショップ

＊短時間ではありましたが、たいへん参考になりました。

＊ Oral introduction を嫌う生徒が多かったことから、最近は短時間しかしてないのですが、

北原先生の O.I はとても楽しかったです。

＊目からウロコ。北研にも参加してみたい。

＊ Oral introduction はそろそろやめようかと思いましたが、とても楽しい講義でした。



- 35 -

＊ホントに目からウロコです。でも３年生に今から方向転換は無理なので、次のサイク

ルに挑戦してみたいですね。

2004.8.24. 会場：品川区立日野中

午後：語い指導ワークショップ

①原田教諭によるワークショップ

＊ Activity の数々参考になりました。

＊生徒が入りやすいクイズで、また友達が協力しやすいもので良かったです。やってみ

たいと思いました。

＊具体的なゲームを教えていただきました。自分の授業にあった単語を使ってやれば効

果的にできるのでは、と思いました。

＊カードに単語を書いておけば色々な使い方ができるのですね。とても参考になりまし

た。

＊ｸﾞﾙｰﾌﾟでの競争、動詞ｶｰﾄﾞと名詞ｶｰﾄﾞのﾏｯﾁﾝｸﾞ、カルタゲーム、とれも楽しくできま

した。少し作るのが面倒ですが、私もやってみようと思います。とても効果的だと感

じました。

＊クイズ形式の単語による単語の説明が参考になった。

＊既習語をテスト前にﾏｯﾁﾝｸﾞさせたり、書かせたりするのは良いと思います。

＊３種の活動例とも自分の授業の参考になりました。また生徒の立場で活動に参加する

とｹﾞｰﾑの時の生徒の気持ちを体験する貴重な機会になります。

②関口教諭によるワークショップ

＊発展型 Bingo は (特に生徒が definitoin を言う方法は )難しかったかと思います。しかし

習熟度別少人数指導が始まっており、北原先生の言ったﾃｽﾄ範囲の語の Bingo を発展ｸ

ﾗｽで試してみるなどもおもしろい かと思いました。他の系統だった指導法も良い

ヒントになりました。

＊ Bingo は私の担当している生徒には高度だとは思いましたが、やり方によってはでき

ると思うので、やってみたいと思います。

＊２つ目の Bingo は実際生徒たちがやれるまで時間がかかるかも ?!と思いましたが、

Bingo をやる際にその単語を言うのではなく、それを説明する文を言って、生徒に発

音させるのは良いと思いました。

＊ Bingo を一工夫して、活用すれば生徒に関心を持たせることができると実感した。

＊ Bingo を英語だけでやるというのは新鮮でした。私は日本語を言ってチェックさせて

いました。発音をジェスチャーで表現するというのにも驚きました。先生の身振りは

生徒にも印象に残ると思います。なかなか真似できませんが。

＊定義を生徒に言わせる Bingo は少しハイレベルだと思いました。

＊品川区の研修会での先生のお話を受けて、この４月から Bingo をしています。少人数、

習熟度別のクラスなのですが、場面を見つけて Word を Guess させる方法、挑戦して

みたいと思います。

＊最初の Bingo ２つは本校の生徒には少々無理かなと思いますが、ジェスチャーなど参
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考になりました。

＊発音のジェスチャーは試してみようと思いました。

＊時間を延長して、もう少し聞いていたいと思いました。貴重なヒントをいくつかいた

だいたように思います。また機会があればご指導いただければと思います。

③石井教諭によるワークショップ

＊時間が足りなくなったのが惜しまれました。日々の実践に基づく貴重な話はとても有

意義になるものばかりでした。ぜひ自分の授業でも取り入れたく思います。

＊ふだんの授業スタイルが見れて良かったです。自分の授業スタイルの改善、再確認が

できて良かったです。

＊音読指導は最も力を入れたいといつも思っているものの、パターン化してしまうこと

が心配でした。pause を入れたり、工夫してやっていこうと思いました。

＊具体的な授業の進め方を聞くことができました。自分の授業で取り入れていきたいと

思います。

＊２学期からすぐ使えること、今まで整理できないまま使っていたことがはっきり見え

てきました。記憶のための時間のことも意識してやってみます。

＊語い指導が記憶に関係している文献がおもしろいと思った。セクションごとの単語テ

スト、問題番号をふっていくやり方は生徒の負担も少なく (特に１年生には )いいと思

った。

＊ Flash card の使い方は勉強になりました。先に発音させて後で見せるというやり方も

あるのかと思いました。番号を書かせる単語テストもなるほどと感心しました。いき

なりは書けない生徒には良いと思います。

＊ Oral introduction 及び Reading drill、教科書の Word list が参考になった。

＊ Word list にチェックを入れることは考えていなかったので参考になりました。Word test

のやり方もおもしろいと感じました。

＊授業に役立つ指導技術がたくさんありました。
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５ 研究部のホームページについて

研究部のホームページでは、語いデータをダウンロードできるようになっています。平成 17 年 1 月

１０日現在、延べ１４３６７名の方がデータにアクセスしています。多くの方にデータを活用して頂

き、実践を共有し、高めていくこともこの研究のねらいの一つでもあります。さらに多くの方にデー

タを活用して頂きたく、ダウンロードの方法をお知らせします。

＜研究部「語いデータ」ダウンロードの方法＞

① 研究部のホームページにアクセスして下さい。

研究部ホームページ URL → http://www.eigo.org/kenkyu

② トップページから「教科書使用語いの分析データと研究への参加方法は、こちらです」をクリック

し、手順に沿って登録をして下さい。登録内容は、・「学校又は所属」・「お名前」・「e-mail アドレス」で

す。これはデータの権利保護上の措置で、他の目的で使われることはありません。

③ 登録が行われると、研究部ホームページ管理者よりダウンロードページのアドレスとパスワードが

登録されたメールアドレスに送られてきます。このパスワードを使ってダウンロードページに進んで

頂き、データをダウンロードして下さい。パスワードのお知らせメールは、管理者が１つ１つ確認し

ながら手動で送っていますので、返送に時間がかかる場合があります。できるだけ迅速に対応したい

と思っておりますが、予めご了承下さい。なお、２～３日を経過しても返信がない場合は、登録がで

きていない可能性もありますので、お手数ですがもう一度上記の手順で登録をし直して下さい。

＜データの形式＞

□Microsoft Excel形式（表計算ソフト）約 1.1MB

(Microsoft Excel 2000で作成してあります。Lotus 123でも読み込めます)

□テキストデータ（カンマ区切りのデータです）約 300KB

Excel以外の表計算ソフトやワープロソフトで読み込むことができます。書式も自由に設定できます。

以上の２種類はデータそのものは同じですので使いやすい方をお選び下さい。

＜お願い＞

ここでご案内している語いのデータは、中英研研究部がすべて文書により、教科書出版社からの許諾を得

ているものです。その許諾は「研究目的」に限られています。その点を十分に理解して頂き、パスワードの

管理については、利用者の責任でお願い致します。

また、このデータを使っての実践例や、改善点、ご意見等ございましたらぜひお知らせ下さい。

e-mailアドレス goi@eigo.org
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Ⅴ 今後の課題

昨年度の課題として、（ア）語いリストの改善、（イ）コンコーダンスの作成、（ウ）語

いリストを利用した指導の開発と実践、（エ）昨年度実施した「語い指導についての調査

票」を参考に、語い指導の方法について再検討する、（オ）Student Talk との比較、（カ）

他のコーパスとの比較、（キ）語いについての文献研究、（ク）語いリスト活用の推進、（ケ）

単語テストの是否、綴りをどの語まで要求するか等に関する研究、の９項目を取り上げ

た。

その中で本年度は、（ア）語いリストの改善では、リストの一部修正を行った。昨年度

同様に、（ウ）の語いリストを利用した指導の開発では、指導法の実践報告・意見交換を

行い、語い指導のアイディアをワークショップで紹介した。夏のワークショップでは、

（キ）語いについての文献研究や（ク）語いリスト活用の推進も行った。計３日間のワ

ークショップに多数の参加があり、研究部のホームページから語いリストのダウンロー

ドをし、各自に必要なリスト作成を体験してもらった。

来年度の課題としては、アメリカの初級辞書には見られるが、教科書語いではあまり

使われていないもの（生活用語など）を調べる必要がある。教科書の題材内容によって

は、語いの種類が決まってしまうこともある。そのため、海外では必須語いであっても、

教科書には含まれていないものがある可能性がある。

今後もよりよい授業実践を目指し、継続して研究をすすめていきたい。



- 39 -

Ⅵ 参考文献

The Oxford Picture Dictionary (Teachers' Book) J.Adelson-Goldstein 1998 O.U.P.

The Longman Picture Dictionary American (British) English J. Ashworth 1997 Longman

Assessing Vocabulary John Read 2000 C.U.P.

Implementing The Lexical Approach … Putting Theory into Practice …

Michael Lewis 1997 Language Teaching Publications

Vocabulary M. McCarthy 1996 O.U.P.

English Vocabulary in Use … Elementary M.McCarthy 1999 C.U.P.

Vocabulary Morgan & Rinvolucri 1995 O.U.P.

Teaching & Learning Vocabulary Nation 1990 Heinle & Heinle

Learning Vocabulary in another language Nation 2001 C.U.P.

Vocabulary in Language Teaching Norbert Schmitt 2000 C.U.P

Test Your Vocabulary 1 Peter Watcyn-Jones 2002 Penguin English Guide

Working with Words Ruth Gains & Stuart Redman 1995 C.U.P.

Word Frequencies in Written and Spoken English Geoffrey Leech 2001 Longman

英語語彙習得論 投野 由紀夫 1997 河源社

NHK 100 語でｽﾀｰﾄ英会話 ｺｰﾊﾟｽ練習帳 投野 由紀夫 2004 日本放送出版協会

英語語彙の指導ﾏﾆｭｱﾙ 望月 正道・相沢 一美・投野 由紀夫 2003 大修館書店

英語力はどのように伸びていくかー中学生の英語習得過程を追う

太田 洋・金谷 憲・小菅 敦子・日臺 滋之 2003 大修館書店

英語のﾒﾝﾀﾙ･ﾚｷｼｺﾝ 門田 修平 編著 2003 松柏社

英語の語彙指導 あの手この手 毛利公也 2004 渓水社

Macmillan First Dictionary Judith S. Levey 1990 Macmillan

Kingfisher First Dictionary editors 1995 Kingfisher

The American Heritage First Dictionary editors 2003 Houghton Mifflin

The McGraw- Hill Children's Thesaurus McGraw- Hill 2003 McGraw- Hill Children's Publishing

Scholastic First Dictionary Judith S. Levey 1998 Scholastic Reference

ｱﾙｸ 2000 語絵じてん 久埜百合 2000 ｱﾙｸ

英和じてん絵本 ｱﾝ･ﾍﾘﾝｸﾞ 1999 戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室

COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE (1 ～ 3) 2001 光村図書出版 (株 )

NEW CROWN ENGLISH SERIES (1 ～ 3) 2001 (株 )三省堂

NEW HORISON English Course (1 ～ 3) 2001 東京書籍 (株 )

ONE WORLD English Course New Edition (1 ～ 3) 2001 教育出版 (株 )

SUNSHINE ENGLISH COURSE (1 ～ 3) 2001 開隆堂出版 (株 )

TOTAL active.comm ENGLISH FOR ACTIVE LEARNERS (1 ～ 3) 2001 秀文館 (株 )

TOTAL ENGLISH ENGLISH COURSE (1 ～ 3) 2001 学校図書 (株 )



- 40 -

Ⅶ 編集後記

毎年のことであるが、本年度も都中英研研究部の発表をできることを、ホッとするとともに幸せを

感じている。

研究部の“語いの研究”は、それこそ長い長い歴史を経ている。そこには先輩の先生方が築いてく

れた財産の上に、さらには部員の試行錯誤を繰り返しながら、現在のような“語いの研究”の流れと

なっている。

１年間の研究の成果をまとめた冊子を手にとってみると、部員の心の絆が見えてくる。それぞれの

部員が自分の学校での授業を終えたあと、いつも息せき切って研究会場校へ急ぎ足で駆けつける。私

たちには決まった研究会場があるわけではない。大袈裟に言えば、その時その時、都合のつく会場校

をお借りしている流浪の民のようなものである。

それでも心が豊かなのは、大変だが確かな研究を続けられてる幸福感と、研究だけでなく個人的な

悩みもぶつけられる仲間がいるからだと思う。

私たちの研究は、研究のための研究であったり、ましてや象牙の塔のようなものとは無縁である。

常に学校の授業に役立つものでなくてはいけないと考えている。そこで昨年度よりサマーワークショ

ップを企画して、私たちの研究をお披露目するだけでなく、少しでも多くの方に活用していただけれ

ばと願っている。もちろん部員同士の授業も、お互い意見交換して検証しあっている。そして私たち

の研究が自己満足に陥らないためにも、これまで同様多くの方からご指導をいただいている。この研

究姿勢はこれからも貫きたい。

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太郎良博会長を

はじめ、多くの方々のご協力とご指導を頂いたことに対して、あらためて心からお礼を申し上げます。

ありがとうございました。これからも多くの人に支えられながら、学校現場で役立つ研究をさらに進

めていきたい。

2005年 ２月 10日 備里川 正人(研究部長)
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