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Ⅰ あいさつ

第29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

今般、平成 17 年度の東京都中学校英語教育研究会研究部による「研究発表会」が開催され

るあたり、一言ご挨拶申し上げます。

この研究発表会はこれまで既に 28 回開催されてきておりますが、毎回、その質の高い授業

実践と充実した研究成果とから、多くの関係者の方々から高い評価を頂いて参りました。今

回もまた、これまでの研究成果を生かした授業実践と、多忙な校務のなか、地道に行われて

きた実践的な視点からの研究成果とを発表させて頂きます。ご高覧の各位におかれましては、

是非とも忌憚のないご指導を賜りますようお願いする次第であります。

ところで、研究部はこれまで「語彙」に関わることに焦点をあて、鋭意その研究を進めて

参りました。特にこの 5 年間は、検定教科書に現れる語彙リストに基づく研究に焦点を当て、

今回がいよいよその総まとめとしての発表ということになります。

私たち英語教師は、日頃その授業実践の中で英語の語彙指導に関わってきております。す

なわち、語彙を聞かせ、発音させ、意味を確認させ、そして綴れるようにさせる等でありま

す。英語教師にとってそれらの指導事項は、ごくごく当たり前のこととして行われてきてお

ります。しかしながら、英語習得の初歩段階にある多くの中学生にとって、語彙に関わるこ

とはとても大きな障碍となっていることもまた事実であります。すなわち、母語である日本

語とは全く異なる音や文字を有する英語の語彙を習得することは、中学生にとってなかなか

の難事であるということであります。しかしながら私たち英語教師はこれまで、そのことに

必ずしも十二分な関心をもたないままに授業実践を行ってきたきらいがあるのではないでし

ょうか。

今回の研究部による「語彙リスト」に基づく研究は、まさしくこのような盲点に着目し、

そこに実践的な視点から研究の日を当てたということが言えようかと思います。「研究部推奨

発表語いリスト（written）635 語」に含まれている各語彙と、その選定基準となっている基

本的な考え方に是非とも着目して頂き、本研究成果を指導実践の場において有効活用して頂

ければこれにすぐる喜びはありません。

最後となりますが、本研究に携わりました研究部員の地道な努力はもとより、関係各位の

様々な形でのご指導に対し、心からなる謝意を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）

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）



- 8 -

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)

2005（平成17）年度 「語いと英語教育（29）」

語い指導(5)

研究授業者：渓内 明(大田区立東調布中学校)

指 導 講 師：卯城 祐司先生(筑波大学)
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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 4 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、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った。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、表計算ソフトに教科書の語いを入力し、それらの語いを品詞やカテゴリー別などに

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。既習語いの意図的なリサイ

クルが必要であることがわかった。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。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。

平成 16 年度はアメリカの小学生が初めて使う first dictionaries、日本で出版されている児童用

辞書、青山学院語彙リスト(AGL)と検定教科書の語いの比較を行い、約 200 語の暫定版「都中

英研研究部推奨発表語いリスト」を作成した。このリストに掲載されている語いは重要度が高

いので、「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」ところまで指導する価値のある語である。

また夏の「語い指導ワークショップ」を 8 月中に 3 回開催した。今年も約 80 人の参加者と共

に語い指導について研修した。3 年間で約 250 人の先生方と一緒に研修できたことはたいへん

意義がある。
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Ⅳ 今年度の研究

語い指導(5)「都中英研研究部推奨発表語いリスト（written）」

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いよいよ最終年度５年目を迎えた。

今年度は昨年度に引き続き、日本の中学生にとって書くレベルまで到達して欲しい語を厳選し、

「研究部推奨発表語いリスト (written)６３５語」を完成した。このリストを作るのに使った資

料は次の５つである。

①アメリカの小学生が初めて使う first dictionaries ５冊（うち１冊は一部除外）2,000 語レベル

②日本で出版されている児童用辞書２冊 2,000 語レベル

③青山学院語いリスト

④７社の検定教科書

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

度同様に夏休みには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２１日 狛江第一中にて

・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 江東区立第二南砂中にて

・研究部推奨発表語い(written)策定作業①

・夏の語い指導ワークショップ計画

・研究発表会の持ち方

６月１４日 狛江第一中にて

・元研究部員三浦邦彦先生（東大附属中）のバーミンガム大学学位論文を聞く

・夏休み語い指導ワークショップ詳細決定

・公開授業者決定

７月 ８日 第二南砂中にて

・研究部推奨発表語い(written)策定作業②

・夏休み語い指導ワークショップ準備

・公開授業助言者決定

８月 ２日 狛江第一中にて

夏休み語い指導ワークショップ第１日

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（北原・石井）

午後：語い指導実践ワークショップ（鶴田・矢木）

８月 ３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２日

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（岡崎・北原）
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午後：語い指導実践ワークショップ（岡崎・北原）

８月２２日 第二南砂中にて

夏休み語い指導ワークショップ第３日

午前：エクセルを使った語いリストのソート練習（石井・岸）

午後：語い指導実践ワークショップ（関口・渓内）

９月１２日 狛江第一中にて

・研究部推奨発表語い(written)策定作業③

・夏休み語い指導ワークショップ総括と反省

１０月１３日 第二南砂中にて

・研究部推奨発表語い(written)完成

・公開授業指導案検討①

・研究冊子原稿分担

１１月２９日 狛江第一中にて

・公開授業指導案検討②

・研究冊子原稿検討①

・研究発表者決定

・Ｈ１８年度教科書語彙リスト作成①

１２月２２日 狛江第一中にて

・研究冊子原稿検討②

・公開授業指導案検討③

・Ｈ１８年度教科書語彙リスト作成②

１月２４日 狛江第一中にて

・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

・研究冊子原稿完成読み合わせ

・Ｈ１８年度教科書語彙リスト作成③
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２ 「都中英研研究部推奨発表語いリスト（written）６３５語」

1.はじめに（昨年度研究冊子より抜粋、一部加筆）

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１（聞いて意味がわかる。リスニングに使用する。）

②受容語い２（綴りを見て意味がわかる。リーディングに使用する。）

③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。）

④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。）

⑤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。固有

名詞や専門用語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。中学生レベルでは

①に達しなくてもよい語い。

2.語いの選定過程

語いの選定は次の順序で行った。文中の省略記号が表すものは次の通りである。

ＦＤ・・・・アメリカの小学生が初めて使う first dictionaries ５冊

ＫＤ・・・・日本で出版されている児童用辞書２冊

ＡＧＬ・・・青山学院語いリスト（青山学院初中高等部で使われている語いリスト）

(1)昨年度選定した１９５語。

ＡＧＬは最高レベルの頻度７、教科書数は最高レベルの７と６、ＦＤは最高レベルの５

と４、ＫＤは２～０。

(2)「ＡＧＬを最高レベル７、６に固定して、ＦＤ・ＫＤと教科書数を変動」 ５９語

ＡＧＬは小学校レベルの語いが含まれているので優先した。

抽出順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ＡＧＬ 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

教科書 5 4 3 3 3 2 2 2 5 4 3 3 3 2 2

ＦＤＫＤ 3 3 6 5 4 5 4 4 3 3 6 5 4 5 4

追加語数 0 1 16 2 2 5 1 2 0 3 8 7 5 5 2
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(3)「ＡＧＬとＦＤ・ＫＤを優先して教科書数を変動」 １１１語

抽出順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ＡＧＬ 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

教科書 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 1 5 4 3 2 1

ＦＤＫＤ 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5

追加語数 20 14 5 5 12 11 5 7 6 14 0 0 3 6 3 0

(4) (1)-(3)までに入っていない語

①旧学習指導要領「別表２」の語で漏れている語 ４語 farm, lend, swim, think

②「教科書数６以上」で漏れている語 ８３語

animal, any, April, bag, baseball, began, borrow, bought, cake, card, care, catch, chair, cloudy,

cook, dance, die, e-mail, English, even, exciting, face, farm, favorite, festival, fine, finger, follow,

foot, forest, hello, hi, hold, homework, if, interesting, introduce, January, July, junior, March,

market, message, met, mouth, movie, Mrs., noon, November, own, pardon, popular, practice,

problem, river, second, seen, shopping, slowly, smile, snow, soccer, spoken, straight, street, sunny,

told, team, tennis, their, thought, told, traditional, video, volunteer, weather, white, win, wind,

would, written, wrote, yours

③「ＦＤ・ＫＤ６」で漏れている語 ３０４語

accident, across, address, after, afternoon, again, alphabet, animal, another, ant, apple, arm, around,

astronaut, aunt, autumn, bag, ball, balloon, banana, band, bank, baseball, basketball, beach, bear,

before, between, bicycle, birthday, both, bottle, branch, bread, breakfast, bridge, bright, brush, bus,

busy, button, cake, call, camera, camp, candy, cap, car, card, careful, carpenter, carrot, carry,

castle, catch, chair, chicken, child, chocolate, circle, clean, climb, clothes, could, coat, coin, cold,

computer, cool, cow, cup, dance, date, day, delicious, dentist, desk, dessert, dictionary, dinner,

dinosaur, dish, doll, door, dream, drum, duck, dust, each, eagle, earth, egg, elephant, empty,

excuse, face, farm, favorite, finger, firework, flag, foot, forest, fox, fruit, fun, funny, garage, gate,

giraffe, glad, glove, goose, gym, hamburger, hat, hobby, hold, hole, holiday, horse, hospital,

hungry, hurry, ice cream, insect, jacket, join, juice, jump, kangaroo, key, kick, kind, kiss, kitchen,

lake, land, last, leaf, learn, left, library, like, lion, listen, lot, loud, lunch, mail, map, marry, meal,

mean, meat, medicine, mine, mistake, month, morning, mouth, movie, museum, nature, neck, nest,

never, new, noon, nose, nurse, nut, ocean, o'clock, often, onion, orange, orange juice, oven, page,

paint, parade, parent, park, pen, pencil, penguin, pet, piano, pig, pocket, potato, practice, present,

problem, pumpkin, push, rabbit, race, rainbow, read, restaurant, rice, ride, right, river, robot, rock,

roof, rose, round, run, sad, safe, sail, salt, same, sandwich, season, second, sell, sew, shake, share,

sheep, shirt, shoe, shut, silver, ski, sky, slow, smile, smoke, snake, snow, soft, sorry, sound, soup,
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spoon, sport, spring, square, stamp, stomach, stone, storm, straight, street, string, summer,

supermarket, sweater, sweet, tail, tall, taste, team, thank, thick, thirsty, ticket, tie, tiger, tired,

together, tomato, tooth, toy, tree, truck, true, tube, umbrella, uncle, understand, up, usually,

vegetable, violin, wake, want, weak, weather, week, well, wet, whale, whistle, wild, win, wind,

wing, winter, wish, wonderful, year, yesterday, zero, zipper, zoo

＊①～③で重複している語がある。

3.研究部推奨発表語いリスト(written)６３５語の内訳

(1)アルファベット順

a, able, about, act, after, afternoon, again, age, ago, air, all, alone, along, already, also, always, am,
among, an, and, angry, animal, another, answer, any, anyone, anything, April, are, arm, around,
arrive, as, ask, at, August, aunt, away ３８語

baby, back, bad, bag, ball, baseball, basketball, bath, be, beautiful, because, become, bed, before,
begin, believe, best, better, between, big, bike, bird, birthday, black, blue, boat, body, book, borrow,
both, box, boy, bread, break, breakfast, bring, brother, brown, build, burn, bus, busy, but, buy, by

４５語

cake, call, can, car, card, care, carry, cat, catch, center, chair, change, child, choose, church, city,
class, clean, close, clothes, cloudy, club, cold, color, come, cook, cool, corner, could, country,
cover, cross, cry, cup, cut ３５語

dance, dark, daughter, day, dead, dear, December, deep, desk, did, die, different, difficult, dinner, do,
doctor, does, dog, door, down, draw, dream, dress, drink, drive, drop, dry, during ２８語

each, ear, early, earth, east, easy, eat, egg, eight, either, e-mail, end, English, enjoy, enough, enter,
evening, ever, every, everyone, everything, exciting, explain, eye ２４語

face, fall, family, famous, far, fast, father, favorite, February, feel, festival, few, field, fight, fill, find,
fine, finish, fire, first, fish, five, floor, fly, fond, food, foot, for, forget, four, free, Friday, friend,
from, front, full, fun, future ３８語

game, garden, get, girl, give, glad, glass, go, gold, good, grandfather, grandmother, grass, great,
green, ground, group, grow, guess １９語

hair, half, hand, happy, hard, has, have, he, head, hear, heart, heavy, hello, help, her, here, hers, hi,
high, hill, him, his, hit, hold, home, homework, hope, hot, hotel, hour, house, how, hurt, husband

３４語

I, ice, idea, if, important, in, inside, interested, interesting, into, invite, is, island, it, its １５語

January, Japan, Japanese, jeans, job, July, June, junior, just ９語

keep, kill, kind, king, know ５語

lake, land, language, large, last, late, later, lead, learn, leave, left, leg, lend, lesson, let, let's, letter,
life, light, like, line, listen, little, live, long, look, lose, lot, love, low, lunch ３１語

make, man, many, March, may, May, maybe, me, meet, milk, mind, mine, minute, Monday, money,
month, moon, more, morning, most, mother, mountain, mouth, move, movie, Mr., Mr. Ms., much,
music, must, my ３２語

name, near, need, never, new, news, newspaper, next, nice, night, nine, no, north, not, nothing,
November, now, number １８語

October, of, off, office, often, old, on, once, one, only, open, or, other, our, ours, out, over １７語

paper, parent, park, part, party, pass, past, pay, people, person, pick, picture, piece, place, plan, plant,
plastic, play, please, point, police, poor, popular, practice, present, president, pretty, price, promise,
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pull, put ３１語

question, quiet ２語

radio, rain, raise, reach, read, ready, real, really, reason, red, remember, return, rice, rich, ride, right,
rise, river, road, room, rule, run ２２語

sad, same, Saturday, save, say, school, science, sea, second, see, send, September, set, seven, shall,
shape, she, ship, shop, shopping, short, should, shout, show, sick, side, sign, since, sing, sister, sit,
six, sleep, small, smell, smile, snow, so, soccer, some, someone, something, sometimes, somewhere,
son, song, soon, sorry, south, space, speak, special, spend, sport, spring, stand, star, start, station,
stay, step, still, stop, store, story, street, strong, student, study, such, summer, sun, Sunday, sunny,
sure, surprise, swim ７７語

table, take, talk, tall, tea, teach, teacher, team, tear, telephone, tell, ten, tennis, test, than, thank, that,
the, their, theirs, them, then, there, these, they, thing, think, third, this, those, three, through, throw,
Thursday, time, to, today, together, tomorrow, too, top, touch, town, train, travel, tree, trip, trouble,
try, Tuesday, turn, two ５２語

uncle, under, uniform, up, us, use, useful, usually ８語

very, visit, voice ３語

wait, walk, wall, want, war, warm, was, wash, watch, water, way, we, wear, Wednesday, week, well,
were, what, when, where, which, white, who, whose, why, wide, wife, will, win, window, winter,
with, without, woman, wood, word, work, world, worry, would, write, wrong ４２語

yard, year, yellow, yes, yesterday, yet, you, young, your, yours １０語

総計 ６３５語

(2)品詞別 カテゴリー別 発表語い(written)

動詞 （１５１語）

act, am, answer, are, arrive, ask,
be, become, begin, believe, borrow, break, bring, build, burn, buy
call, carry, catch, change, choose, clean, close, come, cook, cover, cross, cry, cut
dance, die, draw, dream, drink, drive, drop
eat, end, enjoy, enter, explain,
fall, feel, fight, fill, find, finish, fly, forget
get, give, glad, go, grow, guess
has, have, hear, help, hit, hold, hope, hurt
invite, is
keep, kill, know
land, last, lead, learn, leave, lend, let, like, listen, live, look, lose, love
make, meet, mind, move
need,
pass, pay, pick, plan, plant, play, please, practice, promise, pull, put
rain, raise, reach, read, remember, return, ride, rise, rule, run
save, say, see, send, set, shop, shout, show, sing, sit, smell, smile, snow, spend, stand,
start, stay, stop, surprise, swim
take, talk, teach, tell, thank, think, throw, touch, travel, try, turn
use
visit
wait, walk, want, was, wash, watch, wear, win, work, worry, write
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名詞 （２８５語）

＜スポーツ＞ ball, baseball, basketball, dance, game, point, rule, soccer, sport, team, tennis
＜乗 り 物＞ bike, boat, bus, car, plane, ride, ship, train
＜衣 類＞ clothes, dress, jeans, uniform
＜ 家 ＞ bath, bed, chair, clock, club, door, floor, garden, home, house, room, table, wall,

window, yard
＜学 校＞ book, class, desk, English, homework, lesson, music, school, science
＜ 時 ＞ afternoon, April, August, birthday, day, December, evening, fall, February, Friday,

future, hour, January, July, June, March, May, minute, Monday, month, morning, night,
November, October, Saturday, September, spring, summer, Sunday, Thursday, time,
today, tomorrow, Tuesday, Wednesday, week, winter, year, yesterday

＜自 然＞ air, earth, fire, grass, ground, hill, island, lake, land, moon, mountain, rain, river,
sea, snow, space, star, sun, tree, water

＜身 体＞ arm, body, ear, eye, face, foot, hair, hand, head, heart, leg
＜ 人 ＞ aunt, baby, boy, brother, child, daughter, doctor, family, father, friend, girl, woman,

grandfather, grandmother, husband, king, man, mother, Mr. Mrs. Ms. name, parent,
people, person, police, president, sister, son, student, teacher, uncle, wife

＜世 界＞ country, Japan, Japanese, world
＜生 物＞ animal, bird, cat, dog, fish, flower, gold, plant
＜抽 象＞ care, dream, fact, fight, fun, hope, idea, life, love, mind, plan, reason, shape, smile,

step, touch, will
＜ 町 ＞ church, city, corner, hotel, office, park, road, shop, station, stop, store, street, town,

way
＜電 化＞ light, line, radio
＜飲 食＞ bread, breakfast, cake, can, cup, dinner, drink, egg, food, ice, lunch, milk, rice, tea,

telephone
＜ その他 ＞ act, age, answer, bag, box, break, burn, card, center, change, cold, color, cut, drop,

east, e-mail, end, festival, field, front, group, half, job, kind, language, lead, left, letter,
lot, money, movie, news, newspaper, north, number, paper, part, party, picture, piece,
place, plastic, practice, present, price, promise, question, reality, return, shopping,
show, side, sign, sleep, smell, song, south, stay, story, surprise, tear, test, thing, top,
trip, trouble, turn, voice, war, west, wood, word, yellow

人称代名詞 （２１語）

he, her, hers, him, his, I, me, mine, my, our, ours, she, their, them, theirs, they, us, we, you, your,
yours

不定代名詞 （２５語）

all, anyone, anything, both, each, everyone, everything, it, its, more, much, nothing, one, other,
someone, something, that, there, these, this, those, what, which, who, whose

疑問詞 （８語）

how, what, when, where, which, who, whose, why

数詞 （１３語）
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eight, first, five, four, nine, one, second, seven, six, ten, third, three, two

接続詞 （１０語）

and, because, both, but, either, if, or, since, so, than

前置詞 （３３語）

about, after, along, among, around, as, at, before, between, by, down, during, for, from, front, in,
inside, into, like, near, of, off, on, over, past, since, such, than, through, to, under, up, with, without,

副詞 （７４語）

again, ago, all, alone, already, also, always, around, as, away, back, best, better, between, down, early,
either, enough, ever, far, fast, few, hard, here, home, how, inside, just, last, later, left, long, maybe,
more, most, much, near, never, next, no, not, now, off, often, on, once, only, out, over, please, really,
second, so, sometime, sometimes, somewhere, soon, still,sure, then, there, today, tomorrow, too, up,
usually, very, well, when, where, whose, why, yes, yesterday, yet

形容詞 （１１９語）

able, all, alone, angry, another, any, back, bad, beautiful, best, better, big, black, blue, both, brown,
busy, clean, close, cloudy, cold, cool, dark, dead, dear, deep, different, difficult, dry, each, early,
easy, enough, every, exciting, famous, far, fast, favorite, few, fine, first, five, fond, four, free, full,
glad, good, great, green, happy, hard, heavy, high, hot, important, interested, interesting, Japanese,
junior, kind, large, last, late, left, little, long, lot, low, many, more, most, new, next, nice, no, old,
other, past, plastic, poor, popular, pretty, quiet, ready, real, red, rich, right, sad, same, second, short,
sick, small, some, sorry, special, strong, such, sunny, tall, that, these, third, those, three, two, useful,
warm, which, white, whole, whose, wide, wrong, yellow, young

助動詞 （８語）

can, could, may, must, shall, should, will, would

4.発表語いリスト(written)を使ってできること

本研究部では発表語いとして日本の中学生につづりまで書けるようにさせたい語、研究

部推奨発表語いリスト(written)６３５語（以下、「発表語い語(written)」）を選定した。

生徒の語い学習の負担を軽減し本当に必要な語いだけを定着させるために選んだこの語い

リストの有効な利用をお薦めしたい。例えば小テスト・定期テストなどでは、「発表語い

(written)」以外の語のつづりを書かせるような問題は出さない。必要な語いの学習とテス

トに絞り、定着度をつかみたい。そして本当に必要な語いの定着へと生徒を導きたい。

高校入試でも各都道府県で使われている教科書に共通して現れる語が重要語となり、つ

づりまで求められるだろう。以下、この語いリストを使ってできることを紹介する。

(1)教材作り

①フラッシュカードを作る時に、例えば赤丸で語を囲んでそれが重要語であることを生

徒に示すことができる。

②ペアワークなど生徒用のワークシートを作る場合に、なるべく発表語い (written)から

先に選んで載せるようにする。
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(2)平素の語い指導

発表語い (written)を使いこなすためには、単に語の意味だけを与えるのではなくコロケ

ーションなどを同時に指導する。

(3)小テスト、スペリングコンテストなど

つづりを書かせるなら、「発表語い(written)」だけを出題する。生徒にはあらかじめそ

のように伝えておく。これまでのように「テスト範囲は Lesson 4-6」などという指定の仕

方ではなく、「テスト範囲は Lesson 4-6 の発表語い(written)のみ」とする。

(4)チェックリスト作り

研究部 Excel 版語いリストからチェックリストを作る。ただし来年度は教科書が改訂に

なるので、現行の教科書には載っていないが新しい教科書に載っている語はリストに加え

る必要がある。

(5)「発表語い(written)」は３年間で６回以上生徒がふれて定着できるようにする。

教師用チェックリスト例

語 学年 課 § チ ェ ッ ク 欄

important ２ ５ １
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３ 語い指導の実践例

1 ２つの実践例

板橋区立高島第三中学校 矢木 美記子

(1)不規則動詞定着のための活動

時期は３年生の１学期授業のウオームアップで行う。不規則動詞を定着させるための活動。

毎回言える単語が増え、時間制限があるためリズムで音として覚えることができる。

・色厚紙などにコピーし、常に生徒にファイルさせておく。

・ウオームアップの際にペアを組み、時間を区切って活動する。

手順 ①ペアで自分の活用表を交換する。

②原型と意味のみを見て、現在・過去・過去分詞形を素早く言っていく。

③ペアは言えた単語の横にチェックをしていく。（チェック欄に記入することで毎回言

えた単語と言えなかった単語が分かる）

④ペアを交代して、繰り返す。

不規則動詞活用表 class( ) name( ）

原形 意味 現在形 過去形 過去分詞形 現在分詞形 チェック欄

A-B-C形

be ～である is/ am/ are was/ were been being

become ～になる become(s) became become becoming

begin 始まる begin(s) began begun beginning

→必修語・重要語を入れる。（研究部語彙リストよりピックアップ）

(2)紙上でのコミュニケーション活動

習った文法を使って質問文を作り、クラスの仲間に質問をする。言うのではなく、書

いて次々と紙を回していく活動。

手順 ①プリントを配り、Question の部分に質問文を書かせる。

②教師の合図で座ったまま紙を回す。（うまく全員に紙が回るよう指示）

③ Answer の所に、答えを書き自分の名前を書いたらまた次の人へ回す。

Yes/ No だけでなく、できる限りプラス１文を付ける用にすると良い。また音楽を流し、曲で

終了させると生徒も集中して取り組む。人が書いてくれたものなので、返ってきた紙を生徒

はしっかりと読み盛り上がる。

Have you ever ～?
例 現在完了形の経験を使って、クラスのみんなに質問をしてみよう。

例 Have you ever been to Hokkaido? No,( ) Name( )
Question!!

例 ・Yes, I've been there twice. ・No, but I want to go there.
Answers!! Your name

→欄をもっと多く付け、１０人以上に回るようにする。



- 20 -

2 入門期における語い指導例

中央区立日本橋中学校 鶴田 峰子

(1) 対 象：中学１年生１学期

(2) 指導目標：・Production level へとつなげる活動を通して語いの定着を図る。

・自己紹介をテーマに、１年１学期の入門期より、動詞の導入と同時に関連

語句を導入し、対話の内容を深めスピーチへと発展させる。

(3) 指導方法：

① 指導例 1： 外来語を既知情報として活用する

・カテゴリー別に、生徒が知っている外来語をワークシートに記入させる。

・どのような語があるか班毎に確認し、班の代表がクラスへ紹介する。

・教師は代表的な語の英語の発音を紹介する。

（ワークシート １）

外来語の知識 年 組 番 氏名 合計（ ）語 15 分間

No. 食物・飲み物 No. 色 No. スポーツ No. 日用品 No. 動物 No. その他

１ 26 51 76 101 126

25 50 75 100 125 150

② 指導例２：自己紹介(1)－－名前、住所を紹介する。

ア 名前紹介： My name is Tom Brown. / Yang Mailing / Kato Ken

イ 出身地紹介: I am from Chuo-ku / Koto-ku / the USA / Australia / China / France /

（ワークシート ２）

Let's Enjoy English No.1 １ 英語であいさつをしよう！

(1) 名前の紹介 (My name is ~ .)

Task 1: クラスの仲間５人とあいさつをし名前を紹介し、友達の名前を書きなさい。

A: Hi! My name is . B : Hi! My name is .

(2) 住んでいるところの紹介 (I am from ~ .)

Task 2: クラスの仲間に名前と住所を紹介しあいさつをした友達の名前と住所を書く。

A: Hi! My name is . A: I'm from .

B: Hi! My name is . B: I'm from .

名前 出身地 名前 出身地

③ 指導例３：自己紹介(2)－－ 好きなことについての紹介 ( I like ~ . )

like / don't like で使えそうな語を、４月に外来語で生徒が書いた語を意識しながらピ

クチャー・カードを使い、カテゴリー別に導入する。指導方法は、実物、模型、ピクチ

ャ ー・カード等をみせ、英語の音、アクセントを意識しながら発音指導をする。ＡＬＴと

の TT が出来るなら１年の４月、５月に意図的に英語の音を良く聞かせ発音指導をする。
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（ワークシート ３）

Let's Enjoy English (2) 自分の好きなことを紹介しよう！

好きな気持ちを表す言葉 like（好きです） , love（大好きです）

I like tennis . （私は テニスが好きです。）

Task 3: 飲み物、色、スポーツの各項目の中で、好きなものに○をつけよう！

飲み物 ： milk, juice, green tea, coffee, coke,

色 ： white, pink, orange, green, red, black, yellow, blue

スポーツ： baseball, soccer, basketball, tennis, table tennis

Task 4: 友達の好きなことについて、情報を集めよう！

友達の好きなことを聞きとり、同じ項目について自分の好きなことを選び答えよう！

A: Hello! My name is . I'm from . I like .

B: Hello! My name is . I'm from . I like .

氏名 好きなこと・もの 氏名 好きなこと・もの

1 白 2

④ 自己紹介(3) 持っているものについての紹介 I have ~

ア 持ち物：

・文房具：a book, a desk, a chair, a pen, a pencil,

・スポーツ用品： a racket, a bat, a glove, a ball

・日用品：a cup, a CD, a radio, a TV, a MD, a CD player

・衣 類：a cap, a hat, pants, jeans, shoes, T-shirt

イ 家 族： father, mother, brother, sister, ground father, ground mother, aunt, uncle

ウ ペット： a dog , a cat, a hamster, a rabbit

⑤ 自己紹介(4) play を使った表現

ア . スポーツ：baseball, soccer, basketball, volleyball etc.

イ . 楽 器： piano, guitar, drums, horn

ウ . ゲーム： TV game, card game, computer game

インタビューの内容を名前(name)、好きなこと(like)、持ち物(have)、スポーツや楽器

の演奏など(play)、動詞を導入するたびに関連語句を導入して内容を発展させ、１学期の

終わりには、自己紹介のスピーチが完成するように練習を積み重ねていく。

（ワークシート４）：

Let's Enjoy English (No.３ )

Task 5 :・友達について持ち物やスポーツ、楽器演奏などの情報を集めよう！

・相手の話の内容を良く聞き、話題を決めること。

A: Hello! My name is . I'm from . I like .

I have . I play ( with my ).

B: Hello! My name is . I'm from . I like .

I have . I play （ at school ） .
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3 ７年生の語い指導

品川区立日野中学校 岡﨑伸一

(1)はじめに

「受容語いは発表語いのおよそ１．５倍から２倍と考えられる」（『英語語彙指導マニュア

ル』大修館P.90）を参考にし、１学期には、受容語い量を増やし、スパイラルな活動によっ

て、語い習得を促したいと考えている。

以下には、言語習得順序を基本とした複数の語い習得への活動の概要を述べる。

・言語習得順序 聞く → 話す → 読む → 書く

(2)語い指導

①音声を聴くことが第一である。聴覚の他に視覚によって補助し、聴覚情報と視覚情報か

ら input する。

視覚 絵 音声 聴覚 受容語い(receptive)の前段階として

②聴くだけに留まらずに、口でも繰り返し、口と耳でリハーサルして確認していく。

繰り返し(repetition) ２→１→０の原則 視覚 →耳＆口

③視覚情報をたよりに聴覚情報からinputしていたものに、文字情報も入れ、そして文字情

報のみにして識字を促す。

カルタ 絵のみ(聴覚)→絵＆文字（聴覚＆視覚(文字情報)）→文字のみ(文字情報)

④上述3の代わりの活動としてやることが多い。内容は教科書準拠の単語を導入として活用

している。授業内では、２回行う。教師が英語を言い、最初の３文字のアルファベット

を言い、また英語を言う（英語ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）。次は日本語を言い、最初の３文字を言い、ま

た日本語を言う（日本語ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）の２種類行う。ビンゴ後は、１分か３０秒を与えて日

本語訳を書いてチェックし意味確認を軽く行う。

ビンゴ 文字情報のみ （写す(書く)作業）＆意味確認

tiger

トラ

⑤口頭練習(スラスラ単語)をする。文字情報(ワークシート)が中心でペア練習をする。ジ

ャンケン勝者が日本語を言い、敗者がその日本語を英語にする。30～45秒でペアを交代

する。

  

    

    tiger  
 

 
t ig e r  

   B tiger dog horse 
I cat cow pig 
N bird lion duck 

  B tiger dog 
I cat cow 
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* 1 0

⑥教科書内容の Oral introduction または interaction を行う。

口頭導入（教科書内容） 視 覚 ＆ 聴覚

⑦教科書内容の導入したものを Flash cards によって文字情報(視覚)で発音(聴覚)練習を行

う。音読前の単語レベルでの発音練習ができるかどうかを確認する。復習時は意味確認も

する。

tiger → トラ または、その逆

発音 → 意味確認

⑧教科書内容を読解（文字情報）することで、英単語とその意味を文脈とともに構築させ

る。内容理解には QA を基本とし、display questions をする。

⑨英単語スキル（書く練習）を活用し、英単語書き練習をする。まずは練習するものを教師

の後について繰り返して確認する。（１）見本をみながら、覚えるまで机上に指で書く「指

書き」をする。このことにより、えんぴつで書くよりも「覚える」ことにのみ集中できる。

（２）指で覚えたものを「なぞり書き」で丁寧になぞる。（３）見本通りに写して書く「写

し書き」をする。この３ステップで英単語を書く練習をする。尚、生徒が全員で人差し指

で空中に書くことで、教師が確認をする「空書き」をしてつめる。この指導法は向山型国

語の漢字指導を英単語指導に応用したものである。

⑩単語テストは英単語スキルのものをそのまま１０問を出題する。覚えさせることで達成

感 をもたせるのが最大のねらいである。練習段階と考えるため評定には関係なし。

⑪まとめテストをさらに３段階増やす。テストによる波及効果を期待して、テスト形式（英

単語を書く）で行う。

２５問テスト → ５０問テスト → １００問テスト

   

  

（１）指書き 

  ↓ 

（２）なぞり書き 

  ↓ 

（３）写し書き 

  ↓ 

（空書き） 

の３ステップ 
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７月の１学期終了時には、⑤までの指導を行っている。それ以外は２学期以降となる。

８月３日のワークショップでは1、2、5の活動を体験して頂いた。そし

て、最新のスマートボードを活用してのFLASHのサイトでの小文字指導や

英会話練習の interaction も行った。

少しでも受容語いが増えるように右の写真のように廊下の毎日掲示す

る取り組みもしている。試行錯誤しながらではあるが、日々指導改善を

していくよう心がけている。

参考資料

・“ひとくち英単語”日めくりカード集３年生用（明治図書：瀧沢広人編 大野正保 著）

・“ひとくち英語”日めくりカード集４年生用（明治図書：瀧沢広人編 江田美穂 著）

・FLASH 小文字練習サイト 大野正保 作成

参照：http://www.geocities.jp/msjose2002/index.html
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4 フラッシュ・カードを使った新出語い指導（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

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

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

ずに語彙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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5 私の語い指導ワークショップ

葛飾区立常盤中学校 関口 智

(1)なぜ語い指導が必要か？

①教科書の語彙数（９００語）の縛り

・現行教科書会社７社中、６社以上で共通して使用されている語いが約４８０である。

５社共通語いの中にも shop のような重要語もあり発表語いとして５００語は必要と

思われる。５００語を身に付けるためには１０００語～１５００語に出会う必要があ

る。そのことからも現行の教科書の９００語は少なすぎる。

②教科書の薄さの光と陰

・日本の英語の教科書はヨーロッパの外国語の教科書の 3/1 ～ 6/1 の分量である。教科

書が薄いと学習者には楽そうに見えるが、重要語でも繰り返し出現することが少なく

なり、記憶に定着しにくくなる。

以上の理由で、教科書以外にも新たに生徒に語いを提示し、計画的に繰り返して、定着さ

せていくための語い指導が必要になる。

(2)生徒はどう語いを習得していくか？

①難しい言葉は覚えにくい？

・日本で幼稚園の年長だった息子は、その年の９月イギリスで小学校の２年生になった。

ある時彼はこう言った。「みんながうるさいと先生は"Children, could you listen, please?"

て言うんだよ。」日本で一切英語を教えなかった彼から、Could you を使ったひとかた

まりの文が出てきたことに驚いた。どうやら子供たちはこちらが難しいと思っている

ことでも場面と結びついて何回も出てくると覚えてしまうものらしい。

②覚えるためのコツは？

・記憶はすでに知っているものと結びつけると定着する。知っているものはすでに定着

しているのだから、当然といえば当然である。"collect"を教えるときも生徒のすでに知

っている"collection"や"collector"と結びつけてやるとストーンと落ちるようである。ま

た、短期記憶を長期記憶に変えるためには繰り返すことが必要になる。６回出会うこ

とで定着すると言われている。

(3)語彙の分類→ネットワークを広げよう

①同意(義)語･･･America → the USA

②反意語･･･glad → sad

③上位語･･･animal, plant,

④同意語･･･dog, bird, fish, flower

⑤下位語･･･Chihuahua, sparrow, salmon, rose
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以下に語いのネットワークを広げるための活動を紹介する。

例１）３ words game

思いついた単語に３つのヒントを付けなさい｡大きなところから、小さなところへと絞

っていくようなヒントがよいヒントです。楽しく夢のあるヒントを考えてごらん。

例）banana ヒント① fruit ② long ③ yellow

answer hint ① hint ② hint ③

１

２

３

例２）クイズ式ビンゴ

・教師は書いてある単語を読み上げる代わりにがヒントを与える。生徒はそれに答え

ていくことでビンゴを進めていく。そのヒントは同意語、反意語、下位語、定義、コ

ロケーション等を用いる。例えば"dog"と生徒に言わせるのに"Chihuahua"is a ･･･"とヒ

ントを出したり、"star"では"At night you can see in the sky." のようにヒントを出す。

このビンゴにより、生徒は日本語を介さず英語で語感を養うことができるようになる。

また、教師は最初は苦労するが、言い換える能力が飛躍的に向上し、オーラル・イン

トロダクションなどにも役に立つ。

例３）ＣＤリピータを用いた教科書の本文の復習

・既習の教科書の本文の途中でＣＤリピータを止めて、生徒に答えさせる。慣れれば

生徒に言わせたい語の直前で止められるようになる。生徒は流れを追って、適切な

言葉を探すようになる。場所によっては、他の語で言い換えさせたりしながら、語

いのネットワークを広げさせていくとよい。、

(4)音と綴りを結びつける（フォニックス）

①英語の音を体に馴染ませる

・ＡＢＣ順にリンゴ、クマ、牝牛など２６のピクチャーカード（自作でよい）を用いて、

文字を介さずに英語の音を身につけさせる。

②音と綴りを結びつける

・一通り音が出せるようになってから初めて、文字と音を一致させる。体系的に教える

ためには副教材を用いるとよい。

③"マジック e"の歌

・make, like, tube, Pete, note のように語尾に"マジック e"が来ると、前にある母音は名前

読みになり、"マジック e"そのものは音を持たない。よって次のような歌を作り、こ

とあるごとに教室で歌っている。

♪ "マジック e"！♪名前読み！♪音はなし！♪

【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

『英語教育２月号(2002)【特集】語彙力増強法』大修館書店
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6 新出語句の導入と定着

大田区立東調布中学校 渓内 明

(1)本文における新出語句の導入の方法

教科書本文の oral introduction において、新出語句を導入する場合、語句によって、つぎのよ

うな導入方法が考えられる。

① oral introduction の中で英語を使って提示する語句

絵や実物を示す 実演する 既習の語句との対比を通し、英語で導入する

② oral introduction の中で提示しながら、日本語で意味を補足する語句。

上記(1)の中で、英語の説明だけでは意味が理解しずらいもの

③ oral introduction の後に、開本し、本文の explanation において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、新出語句に準じる扱いが必要である。

(2)新出語句の導入方法

(a)教科書本文の導入を行う場合、新出語句の扱いを上記の①②③に基づいて考える。

例

Aya: Do you have school on Thanksgiving Day in America?

Mike; No. It's a national holiday. But we have many things to do at school before that day.

Aya: For example?

Mike: We have "food drives."

Aya: What's that?

Mike: Every child must bring a can of food to class before Thanksgiving Day.

That food becomes a present for poor people.

Aya: That's a great idea. We can simple things to help other people.

目標文 Do you have anything to do tomorrow? 下線＝新出語句

学校図書 TOTAL English Book 2 Lesson 7C

(b)各新出語句の導入方法

① Oral introduction で提示する語句

holiday food drives child a can of present poor ※ before ※ bring

② Oral introduction で提示して日本語で補足する語句

national holiday simple ※ other

③ explanation で日本語で意味を確認する語句

things anything

※印の語＝既習の語で、新出語句に準じる扱いが必要と考えられるもの

(3)新出語句の定着

①教科書本文の説明が終わり、音読が一通り終わった後、新出語句の定着の確認を行う。

その際、教科書本文に準じる空所補充形式の教材を使用する。その際、どのような語句を

空所にして、教材として提示するかを考える必要がある。
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②空所とする語句を考える場合、いくつかの方法が考えられる。

(ア)内容語を空所とするか。機能語を空所とするか。

(イ)どのような品詞を空所にするか。

(ウ)選択肢を設けるか。設けないか。

(エ)スペリングをある程度示すか。スペリングを示さないか。

例 Aya: Do you have school on Thansgiving Day in America?

Mike: No. It's a national ( ). But we have many things to do before that day.

Aya: For example?

Mike: We have "food drives."

Aya: What's that?

Mike: Every ( ) must bring a ( ) of food to class before Thanksgiving

Day. That food becomes a ( ) for poor people. 以下略

can child holiday present

例 2 Aya: Do you have school on Thansgiving Day in America?

Mike: No. It's a national (h ). But we have many things to do before that day.

Aya: For example?

Mike: We have "food drives."

Aya: What's that?

Mike: Every (ch ) must bring a (c ) of food to class before Thanksgiving

Day. That food becomes a (p ) for poor people. 以下略

例 3 Aya: Do you have school on Thansgiving Day in America?

Mike: No. It's a national (休日 ). But we have many things to do before that day.

Aya: For example?

Mike: We have "food drives."

Aya: What's that?

Mike: Every (子供 ) must bring a (缶 ) of food to class before Thanksgivi

Day. That food becomes a (贈り物 ) for poor people. 以下略

③留意点

(ア)本文のストーリーや文脈を前提として、語句の定着を確認する。

(イ)機能語が空所になると、前後からは類推しずらくなる。

(語法の定着を確認する教材と混在させない)

(ウ)生徒の学習状況に応じて、スペリング、選択肢、日本語等を示す。

(エ)生徒の学習状況に応じて、本文にはない文や語句を提示する。(発展的な学習)
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４ 夏のﾜｰｸ・ｼｮｯﾌﾟ参加者の声

８月２日(火) 狛江市立狛江第一中 Workshop アンケート

午前「エクセルを使った語いリストのソート練習」

・夏休みの宿題として１年２年に単語100問をだしています。本日の練習を受けていたら

内容(100 語の単語)はもっと変わっていたでしょう。作業効率は言うまでもなく重要度、

分類などがあっという間です。

・教材などを作るためにエクセルを使ったことはなく、今回のワークショップは大変勉強

になりました。リストの特に教科書会社７社中何社が使用しているかを一目で確認でき

る点やフォニックスでも単語を選択できる点が素晴らしいと思いました。

午後「語い指導ワークショップ」

矢木教諭によるワークショップ

・クラス全員にシートをまわしていく活動がとても楽しかったです。自分で作ったオリジ

ナルの英文 (Question)にクラスメイトが何か返事 (Yes,No だけであっても )を書いてくれる

っていうことは嬉しいことですよね。

・相手に問いかけてみるという楽しみを生徒に気づかせることのできる教材です。Writing
であるのにまるで Speaking も兼ねたような効果があるように思います。

・動詞の変化形を教える方法を学ぶことができた。 (音楽での時間制限がとてもメリハリが

あってよかった。) Have you ever ～？ではどんどん回すことで Writing のスピードア

ップに大変効果的だろうと思った。

鶴田教諭によるワークショップ

・入門期にいかに多くの語いに触れさせるかというアイデアをとても丁寧に示していただ

き参考になりました。外来語チェックは英語の導入として興味をひくことができるし、

ワークシートを重ねていくと自己紹介のスピーチも比較的取り組みやすいと思います。

入門期の語い、文の指導の基本を改めて確認することができました。丁寧なステップを

踏むことにより、生徒は安心して英語の学習に取り組めると思いました。

・指導上のゴールに向けて最初の授業から生徒たちに少しずつ着実に英語力をつけさせて

いくことがいかにできるのかわかった。授業中生徒たちに実際に Active に英語を使わせ

ること、スピーディーに展開することが大切であり、やはりそのための教師側の準備の

重要性を再確認しました。

・フラッシュカードの作り方、使い方や単語をいかにたくさん入れていくかなど参考にな

りました。教具についても知るとができよかったです。数をこなすためにはパソコンの

使用も必要だと感じたのでそちらの知識も身につけていきたいと思います。

８月３日(火) 品川区立日野中 Workshop アンケート

午前「エクセルを使った語いリストのソート練習」

・どの学年で出てきた単語か、どのくらいの教科書で使われているのか、瞬時に検索する

ことができ、そのまま少しいじれば単語テストにも応用することも可能だということで、

とても便利だと感じました。

午後「語い指導ワークショップ」

岡崎教諭によるワークショップ

・短い時間の中で音と意味を確認しながら指導する方法はすばらしいと思いました。スラ

スラ英単語やペアワークはアレンジして使えそうです。たとえ Spell を正しく書けるま

でに至らなくても、将来その単語を読むことができたり、聞いて意味がわかる力にはつ

ながると思いました。

・必要な語いを入門期に多く入れ、さらに音声だけで対話練習をなさっているということ

で、文法を教えないと気が済まない固い頭をどうにかしなければと思いました。

・リズムを大切にされている授業だと思いました。英語を多く Input し、Output するこ

との大切さを再認識しました。機会がありましたら、表現力(書く力)をつける先生の授

業を拝見したいです。

北原教諭によるワークショップ

・フラッシュカードは自分でも授業で使っているのですが、あれだけたくさん回数できて

いないので、工夫して今後の授業に役立てたいと思います。また Vocabulary building
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の③カテゴリー別単語書きは生徒の語いを広げるのにとてもよいアイディアだと思うの

で、参考になりました。

・English Express のような補助プリントを拝見して、このような丁寧なワークシートを

作ってみたいと思いました。生徒の力をあげる「鍛える」ワークシート＋リズム感を意

識した授業を展開したいです。Collocation も意識して語い指導したいと思います。

・フォニックスを使ってアルファベットの導入をし、２ヶ月間それを繰り返す方法に感動

しました。明るく笑いのある授業の中でポイントを押さえ、わかりやすい授業でした。

８月２２日(月) 江東区立第二南砂中 Workshop アンケート

午前「エクセルを使った語いリストのソート練習」

・単語テストやスペリングコンテスト、ビンゴに使えそうな演習で、新たな発見があって

良かったです。使いようによってはいろいろできそうで、時間を作って使っていきたい

です。

午後：「語い指導ワークショップ」

関口教諭によるワークショップ

・関口先生の語い紹介のネタの多さ、すごいなあと思いました。きっと日頃から、いろん

な情報収集していらっしゃるんだろうなと思いました。新しい単語「少なくとも６回は

意識して繰り返す」ということも参考にしたいと思いました。

・Oral Approach の仕方、Name Card の作り方、He, She の刷り込み方など、たくさんのヒン

トをいただきました。Warming up や 3 words game や Bingo など興味を持って取り組める

Activity も参考になりました。BINGO をヒントであてさせる方法は使おうと思います。

・無理せず、自然に子どもたちの語いを増やす工夫が様々にされていて、大変参考になり

ました。教科書からいかに発展させていくか、授業者の工夫次第で膨らむことを感じま

した。渓内教諭によるワークショップ

・オーラルアプローチ、とても上手だと思いました。集中して先生の話を聞いて、そして

何回かリピートをするので、参加しているという意識を持って授業を受けることができ

ました。そして穴埋めワークシートも活用させていただこうと思いました。

・Oral Introduction の基本を確かめることができました。私も単語は文の中で、意味を持っ

た形で教えたいと考えています。ありがとうございました。

・説明しながら単語カードを黒板に貼りだして、目で覚えさせるのは良いと思いました。

新出単語を他の言葉を使って説明されているところが、とてもわかりやすく、スムーズ

に入ってきました。(holiday → no school etc.)
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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 18 年 1 月

１０日現在、延べ８００名の方がデータをダウンロードしています。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

今年度は長年の夢であった「日本の中学生に必要な発表語い(written)」を策定することがで

きた。これはいくつかの信頼できるデータをクロス集計して得られたものである。今後、教科

書語いが変動してもあまり影響を受けない語いリストである。ぜひ各校で活用していただきた

い。

今後の課題としては次の４点があげられる。

①上記リストを使って語い指導がどう変わるか（何ができるか）

②語い指導とその成果を数値で明らかにする

③来年度から使われる教科書語いの研究

④「日本人中学生に必要な発表語い(spoken)」の策定

来年度の課題としてまず①に取り組みたい。同時に②にも取り組まなければならないと考え

ている。また③についてはすでに着手している。具体的には東京都で使われる教科書に現れる

語いの frequency 調査である。４月の新年度に間に合うように、「頻度６」「頻度５」を重要語

として示せるように準備中である。新教科書のフラッシュカードを作る時に参考にしていただ

きたい。（詳しくは３月下旬、研究部のＨＰをご覧ください）
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Ⅶ 編集後記

今年度は１９９７年から研究部長を務めた備里川正人校長から私へと部長の交代がありまし

た。この８年間は英語教育界はもとより、日本の教育界、ひいては社会構造まで含めた大きな

変革期でした。この大変な時代に研究部をリードした備里川前部長に改めて敬意を表すと同時

に自分が負わなければならない責任の重さに身が引き締まる思いです。

今年度は「語い指導 (5)」というタイトルで、これまでの研究の総まとめの年でした。言葉

を変えると、これまで４年間の研究はすべて今年度の研究のためであったと言えるでしょう。

現行学習指導要領でいわゆる必修語が５００数十語から機能語１００語のみに減り、残りの８

００語程度を学校現場で選択できるようになりました。しかし、本当に生徒がつづりまで覚え

るべき語はどれなのか、悩みは尽きませんでした。今年度の我々の研究成果が日本中の学校で

役立つことを祈っています。

諸般の事情から学校を出ることが難しくなっている昨今、一時は３０名を超えた部員も２０

名を切る状況になりました。部員は毎月の部会に校務を終えてから研究会場へ駆けつけて、夜

の７時８時まで研究を続けました。理論を文献等で勉強し、同時に授業で実践してきたのです。

本研究部で最も誇れることの一つとして、部員の授業を見る確かな目があげられます。例年

のことではありますが、今年度の公開授業者である渓内教諭の指導案作成段階でも厳しい指摘

や意見が飛び交いました。生徒の英語力向上のために妥協のない討議が何度も続いたのです。

その成果を本日参会の皆様にご覧頂けることは部員一同の喜びです。ぜひ忌憚のないご意見を

賜りたいと思います。

またこの伝統ある研究部をさらに発展させるために、新たに部員を募集したいと思います。

一緒に研究活動をしつつ日々の授業力を向上させたいとお考えの先生方の参集をお待ちしてい

ます。お近くの部員に声をかけてください。

最後になりましたが、これまでご指導いただいた都中英研会長、ＯＢの先生方、助言者・講

師の先生方に心より感謝申し上げます。

平成１８年２月２３日 研究部長 北原延晃（狛江第一中学校）



- 36 -

今年度の研究に携わった研究部員（東京都中学校英語教育研究会研究部）

備里川 正人（足立区立第六中学校 研究部担当副会長）

北原 延晃（狛江市立狛江第一中学校） 石井 亨（江東区立第二南砂中学校）

鶴田 峰子（中央区立日本橋中学校） 関口 智（葛飾区立常盤中学校）

二宮 正男（新宿区立西戸山中学校） 原田 博子（江東区立深川第一中学校）

福井 洋子（稲城市立第三中学校） 坂田 恵子（北区立飛鳥中学校）

渓内 明（大田区立東調布中学校） 丸山 篤広（大田区立羽田中学校）

岸 由季（町田市立山崎中学校） 岡崎 伸一（品川区立日野中学校）

矢木美記子（板橋区立高島第三中学校） 花田佐和子（杉並区立和田中学校）

野口 弘子（元部員） 鬼山由美子（元部員）
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