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Ⅰ あいさつ 

 
第３０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  備 里 川  正 人 

 

 本年度の研究部による研究発表会は、語いの研究を始めてから、３０回という大きな節目の

年を迎えました。ちなみに第１回は、１９７６年（昭和５１年）です。長い研究部の歴史を知

り、また実際に部に籍を置いた一人として、その研究の歴史を振り返りますと、ただただ先輩

の先生方の努力と情熱に敬服するとともに、その意志を脈々と受け継いだ多くの部員の努力と

情熱にも敬服いたします。  

 語いの研究は、続ければ続ける程、研究に携わった部員の皆さんは奥深いテ－マであること

を知っています。  

 研究部は、平成１３年度から５年連続して「語い指導」のあり方を中心に研究し、本年度は

特に「検定教科書にあらわれる重要動詞のコロケ－ション調査」を、中間発表という形で報告

しています。またコロケ－ションといっても、生徒の表現活動に最も重要と思われる「動詞と

目的語」を調査しました。  

 なお研究部の活動が高い評価を受けているのは、研究が単なる象牙の塔にこもるような研究

のための研究ではなく、たえず学校現場で役に立つ英語の先生のための指導法の研究であり、

「語い指導」のあり方の研究であるからです。 

 例えば、今研究部が研究している内容を部のホームページで紹介したり、夏季休業中に３回

開催されたワ－クショップで「語い指導」の研究発表会をしたり、今年度は１１月に全英連東

京大会がありましたが、その分科会で発表をしたり、たえず情報発信を心がけていることが、

良い例です。また情報発信することによって、多くの方からの意見や情報をいただくこともあ

り研究部の研究が、密度のより一層濃い研究に進化しています。  

 もちろん毎月の定例部会では、部員はお互いの日々の授業実践を通して研究の内容を検証し、

そして文献などで確かな理論を身につけようと努力していることも多くの人は知っています。 

 また毎年公開される研究授業については、原則として研究部員による授業を中心に公開して

いますが、時には研究部員以外の人にもお願いしています。いずれの授業者も研究部の研究内

容を十分に理解し、賛同する人たちが授業公開をしています。それだけそれぞれの公開授業は

多くの参観者へ確かなメッセ－ジを伝えています。  

 いずれにしても研究部の３０年という長い歴史は、多くの人の努力と情熱に支えられたもの

です。部員の皆さんの苦労はこれからも続くとは思いますが、また新しい研究の歴史をかさね

ていただければと思います。  
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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ー 

            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ー  

            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  (Part2)－  

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

         B. CLT（Communicative Language Teaching）と CF (Communicative Function) 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）  
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 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（東京電気大学）  

 

 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（筑波大学）  

 

 2006 (平成 18) 年度 「語いと英語教育（30）」 

語い指導  (6) 

                  研究授業者：田口 徹（府中市立府中第二中学校）  

                  指導講師：長 勝彦（武蔵野大学）  
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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 年度に中学校検定教科書 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。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。 

平成 17 年度は「都中英研研究部推奨発表語いリスト(written)635 語」を選定した。前年度の

暫定版約 200 語に加え、AGL(青山学院語いリスト)、FD(アメリカの児童用辞書)、KD(日本の

児童用辞書)と検定教科書の頻度を元に選定作業を行い、計 635 語の都中英研研究部推奨発表語

いリスト(written)を作成した。この 635 語は生徒が聞いてわかり、読んで意味がわかり、発音

でき、つづりまで書けるようにさせたい語いである。 
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Ⅳ 今年度の研究 

語い指導 (6)「検定教科書にあらわれる重要動詞のコロケーション調査（中間報告）」 

１ 研究の概要 

 今年度は、昨年度に発表した「都中英研研究部推奨発表語いリスト(written)635 語」を利用

した学習活動と言語活動を進めていこうという合意のもとにスタートした。また、その成果を

現場の先生方に還元すべく、夏の語い指導ワークショップを昨年同様３日間行った。昨年度ま

で２年間行ってきたエクセルを使った語彙リストのソート練習をすでに定着したものとしては

ずし、その分、語い指導ワークショップにかける時間を多くした。今年も約 90 人の参加者とと

もに語い指導について研修した。4年間で延べ約 340人の先生方と一緒に研修したことになる。 

 さて、多くの教科書において高頻度で使われている語いのコロケーションはどうなっている

のだろうか。画一的なものなのだろうか、それとも教科書ごとに多様性に富んでいるのだろう

か。この疑問を解決するため、現行教科書に高頻度で使われている基本動詞のコロケーション

を、高機能でありながらフリーソフトである AntConc を用いて調査した。 

 それでは研究活動の流れを月ごとに見ていくことにする。 

 

 ４月２５日 狛江第一中にて 

・研究組織作り（次のような新組織に改編） 

 ①語い指導ワークショップ部会（企画・立案・運営） 

 ②研究大会部会（企画・立案・運営、講師との連絡、研究冊子、会場など） 

 ③情報・ＨＰ管理部会（ＨＰの管理と運営） 

・研究内容の検討 

・研究部員の学校名（異動者）、指導学年、使用教科書、指導の形態などの調査 

  ５月１９日 狛江第一中にて 

・研究内容決定 

・夏の語い指導ワークショップ計画 

・研究発表会公開授業者検討 

・第 56 回全英連東京大会概要説明 

・Ｈ１８年度新教科書対応語いリストの訂正 

  ６月２７日 第二南砂中にて 

・重要動詞のコロケーション調査作業① 

・研究発表会公開授業者検討 

・夏の語い指導ワークショップ役割分担 

・第 56 回全英連東京大会 研究部関係受付・記録係確定 

  ７月１０日 第二南砂中にて 

・重要動詞のコロケーション調査② 

・研究発表会公開授業者決定 

・夏の語い指導ワークショップ担当確定 

  ８月 ２日 品川区立小中一貫校日野学園にて 

夏休み語い指導ワークショップ第１日 

語い指導実践ワークショップ（岡崎・北原） 
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  ８月 ３日 狛江第一中にて 

夏休み語い指導ワークショップ第２日 

語い指導実践ワークショップ（石井・関口・鶴田） 

  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 

語い指導実践ワークショップ（渓内・原田・花田） 

  ９月１９日 狛江第一中にて 

・重要動詞のコロケーション調査③（AntConc というコーパスツールを使って作業 

      開始） 

・夏の語い指導ワークショップ総括と反省 

・研究発表会公開授業助言者検討 

・Ｈ18 年度新教科書対応語いリストの再アップロード完了 

・研究部新組織の仕事内容再確認 

 １０月１６日 狛江第一中にて 

・重要動詞のコロケーション調査④ 

・研究発表会公開授業助言者決定 

・研究発表会案内、当日仕事確認 

 １１月 ７日 第二南砂中にて 

・重要動詞のコロケーション調査⑤ 

・研究冊子原稿検討 

・研究発表会当日仕事確認 

・研究発表会案内文書配布分担 

・第 56 回全英連東京大会における研究冊子販売担当確認 

 １２月 ５日 狛江第一中にて 

・重要動詞のコロケーション調査⑥ 

・研究冊子原稿読み合わせ① 

・研究発表会当日仕事決定 

・研究発表会案内文書配布分担決定 

  １月１９日 第二南砂中にて 

・研究発表会仕事分担最終確認 

・研究冊子原稿読み合わせ② 
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２ 検定教科書に現れる重要動詞のコロケーション調査(中間報告) 

 1.研究の流れ 

  平成１８年度より使用されている６社の教科書会社から電子データをいただいた。これ 

は教科書本文の入力作業を省略するのに非常に役立った。ここであらためてお礼を申し   

上げたい。  

   (1)６社の電子データの中から次のものを残して後は削除した。 

①本文 

②本課と本課の間にある Let's Talk のような本課に準じるページの文 

③まとめや練習の中の文 

   (2)調査する重要動詞を選定した。 

   選定基準は次の３つの条件をすべて満たしていることである。 

   ①平成１４年度版教科書７社すべてに出現する語 

   ②青山学院語彙リスト（AGL）でレベルが７の語 

   ③平成１７年度選定中英研研究部推奨発表語い(written)６３５語 

   具体的には以下の語になる。 

    ask  become  begin  bring  come  cry  cut  do  drink  eat  enjoy  find  get  give  go  

have  hear  help  hope  know  leave  live  look  love  make  meet  need  open  play  

rain  remember  say  see  send  show  sit  speak  start  stay  stop  study  take  talk  

teach  tell  think  try  turn  use  visit  wait  walk  want  work  worry  write 

  (3)コーパスソフト AntConc を使って教科書ごとにコロケーションを調べ、ヒットした語句 

   をエクセルに入力していった。 

 2.「検定教科書にあらわれる重要動詞のコロケーション調査(中間報告)」 

  (1)はじめに 

    本年度調査したのは４社の教科書に現れる一部の重要動詞(ask, become, begin, bring,  

   come, cry, cut, do)のコロケーションである。 

  (2)表の見方 

   ①教科書  

    今年度は時間の関係で４社の教科書を調査した。教科書名は略号で表している。 

    Sunshine(SS), New Crown(NC), Columbus(CO), New Horizon(NH) 

      ②動詞  

    今年度はアルファベット順で ask から do までを調査した。 

   ③コロケーション 

    動詞の次に来る語句をカテゴリーごとに記した。 

    「ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは？」はその動詞が文末に使われていることを表す。 

        「引用符」はその動詞の次に"  "(double quotation marks)が来ることを表す。 

    「人」は人名や人称代名詞を指す。 

    phrasal verbs やそれに準じる語句の場合は個々の単語を書いた。 

   ④次に続く語句 

    可能な限りそのままの語句を収録するようにした。 
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⑤同じものがリストで複数回出現するのは、それが教科書でも複数回出現することを表 

    している。 

   (3)今後の作業 

    来年度は６社全部と重要動詞全部を調査し、さらにコロケーションの頻度を分析する。 

   (4)授業へのフィードバック 

    新語の導入のときなどにその語の意味だけを教えるのではなくて、コロケーションも 

    指導し、どういう使われ方が多いのかを生徒がつかめるようにする。特に複数の教科 

    書で複数回出現するものはセットフレーズのようにまとめて覚えるように指導した 

    い。 

 

 ４社の教科書に表れた動詞のコロケーション調査 version 0.1 

①教科書 ②動詞 ③ｺﾛｹｰｼｮﾝ ④次に続く語句 

SS ask about about 

SS ask again again 

CO ask for for directions 

SS ask in English in English 

SS ask 引用符 "what are you ?" 

SS ask 引用符 "Can you stay ?" 

NC ask 疑問詞 who's calling ? 

SS ask 疑問詞 why you want to  

CO ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

CO ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NC ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NC ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS ask ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NC ask 人 me 

NH ask 人 a man 

NH ask 人 each of the ministers 

SS ask 人 you 

SS ask 人 him 

SS ask 人 you 

SS ask 人 me 

SS ask 人 me 

SS ask 人 me 

SS ask 人 me 

SS ask 人 me 
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SS ask 人 John 

SS ask 人 Taro 

SS ask 人 him 

NC ask 人＋about me about 

NC ask 人＋about our friends about 

NH ask 人＋about him about it 

NC ask 人＋to 不定詞 him to call me 

SS ask 人＋to 不定詞 you to help 

SS ask 人＋to 不定詞 Kyoko to help 

SS ask 人＋to 不定詞 me to collect 

SS ask 人＋to 不定詞 you to do 

SS ask 人＋to 不定詞 me to look for 

SS ask 人＋to 不定詞 her to bring it 

SS ask 人＋to 不定詞 you to help 

SS ask 人＋to 不定詞 you to carry 

SS ask 人＋to 不定詞 three people to say 

SS ask 人＋to 不定詞 Bob tojoin us 

SS ask 人＋to 不定詞 her to collect  

SS ask 人＋to 不定詞 Joy to stay 

SS ask 人＋to 不定詞 people to give donations 

SS ask 人＋to 不定詞 Mr. Kimura to take them 

NC ask 人＋物 you a question 

NC ask 人＋物 you a few questions 

SS ask 物 questions 

SS ask 物 a question 

SS ask 物 questions 

SS ask 物 such a question 

SS ask 物 the bird to stay 

SS ask 物 the bird again 

CO become 形容詞 aware of  

NC become 形容詞 sick 

NC become 形容詞 bigger 

NH become 形容詞 better 

NH become 形容詞 clean and beautiful 

SS become 形容詞 more popular 

SS become 形容詞 very popular 

SS become 形容詞 clean 

SS become 形容詞 extinct 
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SS become 形容詞 popular 

CO become 名詞 a better place 

NC become 名詞 a beautiful gull 

NC become 名詞 number one 

NC become 名詞 refugees 

NH become 名詞 a minister 

NH become 名詞 a city 

NH become 名詞 his best friend 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 a gold medalist 

SS become 名詞 a gold medalist 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 a teacher 

SS become 名詞 an old man 

SS become 名詞 a big hit 

SS become 名詞 a singer-songwriter 

SS become 名詞 a singer-songwriter 

SS become 名詞 the motif 

SS become 名詞 a big hit 

CO begin in in  

SS begin of of spring 

CO begin to 不定詞 to 

CO begin to 不定詞 to 

NH begin to 不定詞 to sing 

NH begin to 不定詞 to write 

SS begin to 不定詞 to ask 

SS begin to 不定詞 to build 

SS begin to 不定詞 to do  

NC begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS begin 名詞 a campaign 
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SS begin 名詞 her work 

SS begin 名詞 her work 

NH bring ? ? 

CO bring back back 

CO bring back back  

CO bring back back salmon back to 

SS bring back back 

CO bring home home 

SS bring to to the party 

SS bring to to the party 

CO bring to  to 

SS bring with with her 

NC bring 人 these refugees food 

SS bring 人 Mack back home 

SS bring 人 Mack back home 

SS bring 人 Mack to America 

SS bring 人 yourself 

SS bring 物 another seed 

SS bring 物 anything 

SS bring 物 it 

SS bring 物 it  

SS bring 物 it back 

SS bring 物 it to her 

SS bring 物 salmon back 

SS bring 物 your coat 

NC come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NC come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS come ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

CO come after after 

CO come along along 

CO come along along 
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CO come and 動詞 and watch 

NH come back back 

NH come back back 

NH come back back 

CO come back back 

CO come back back 

SS come back back 

SS come back back 

SS come back back 

SS come back back 

SS come back back 

SS come back back 

SS come back back 

NC come and   and 

NC come back back 

NC come down down 

NC come from from 

NC come home home 

NC come out out 

NC come to to Japan 

NC come to to my desk 

NC come to to my page 

NC come to to school 

NH come from from 

NH come from from 

NH come from from 

NH come from from 

CO come from from 

CO come from from 

SS come from from 

SS come from from 

SS come from from 

SS come from from Canada 

SS come from from Sydney 

SS come here here 

SS come home home 

CO come of of 

CO come of of 
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NH come on on 

SS come on on 

NH come out out 

CO come soon soon 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋名詞 to 

CO come to＋動詞 to apologize 

SS come to＋名詞 to Japan 

SS come to＋名詞 to Japan 

SS come to＋名詞 to Jim's party 

NH come to＋動詞 to meet 

SS come to＋名詞 to my house 

SS come to＋名詞 to my house 

SS come to＋名詞 to my house 

SS come to＋名詞 to my house 

SS come to＋名詞 to New York 

SS come to＋名詞 to our potluck party 

SS come to＋名詞 to our potluck party 

SS come to＋動詞 to see 

SS come to＋名詞 to the Australian continet 

NH come to＋名詞 to the village 

SS come to＋名詞 to this place 

CO come up up 

SS come up up 

SS come with with me 

SS come with with us 

SS come TRUE TRUE 

SS come TRUE TRUE 

SS come TRUE TRUE 

SS come TRUE TRUE 

SS come TRUE TRUE 
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SS come TRUE TRUE 

SS come TRUE TRUE 

CO cry ？ go unheard. 

NC cry 引用符 “  ” cried Humpty 

NC cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NC cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

CO cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS cry ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH cut ？ ? 

CO cut ？ ? 

NC cut along along the rings 

NC cut down down the forest 

NC cut 物 the rings 

SS cut 物 the cake 

SS do for for you  

SS do for for your dream 

CO do one's best my best 

CO do one's best my best 

CO do one's best my best 

SS do one's best my best 

SS do one's best my best 

SS do one's best my best 

SS do one's best our best 

SS do one's best their best 

SS do 
one's  

homework 
his homework 

SS do 
one's  

homework 
his homework 

SS do 
one's 

homework 
their homework 

SS do 
one's 

homework 
your homework 

SS do one's your homework 
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homework 

SS do 代名詞 anything 

CO do 代名詞 anything to help 

CO do 代名詞 it 

CO do 代名詞 it 

SS do 代名詞 it 

SS do 代名詞 it 

SS do 代名詞 it 

SS do 代名詞 it 

SS do 代名詞 it 

CO do 代名詞 nothing 

CO do 代名詞 nothing about 

SS do 代名詞 something 

CO do 代名詞 something together 

NH do 代名詞 that 

SS do 代名詞 that 

SS do 代名詞 that 

SS do 代名詞 that 

NC do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

NH do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

CO do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 
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SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do ﾋﾟﾘｵﾄﾞまたは? 0 

SS do 副詞句 at that time 

NC do 副詞句 during the winter vacation 

SS do 副詞句 during spring vacation 

SS do 副詞句 first to get to the web site 

SS do 副詞句 for the video project 

SS do 副詞句 in the end 

SS do 副詞句 in your free time 

SS do 副詞句 last night 

SS do 副詞句 last Sunday 

SS do 副詞句 last Sunday 

SS do 副詞句 next Sunday 

SS do 副詞句 next Sunday 

SS do 副詞句 next Sunday 

SS do 副詞句 next Sunday 

SS do 副詞句 next Sunday 

SS do 副詞句 this afternoon 

SS do 副詞句 this afternoon 

SS do 副詞句 this evening 

SS do 副詞句 this evening 

SS do 副詞節 if we use fuel cell cars 

SS do 副詞節 if you go to  

SS do 副詞節 if you have enough time 

SS do 副詞節 when his father came home 

CO do 物 a great job 

CO do 物 a great job 

CO do 物 a great job 

CO do 物 a terrible job 

SS do 物 an environmental studies 

SS do 物 any volunteer projects 

SS do 物 many things 

CO do 物 the right thing 

CO do 物 the things 

NH do 物 two things 
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NC do 副詞 too 

SS do 副詞 next 

SS do 副詞 now 

SS do 副詞 then 

SS do 副詞 then 

SS do 副詞 then 

SS do 副詞 there 

SS do 副詞 there 

SS do 副詞 there 

SS do 副詞 there 

SS do 副詞 tomorrow 

SS do 副詞 tonight 

CO do 副詞 very well 

SS do 副詞 well 
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３ 語い指導の実践例 (1) 

８年生でのビンゴ指導 

品川区立小中一貫校日野学園 岡﨑伸一 

１．はじめに 

 BINGO を授業で取り入れている学校はとても多いと思う。しかし、活用法がワンパターンに

なりやすいために３年間継続して活用していない場合もあるようだ。そこで、私自身が行って

いるビンゴの４つの活用法について、実際のビンゴ活動を行った。 

２．BOINGO 活動 

 （１）ビンゴ活動に入る前 

  基本的には授業内でビンゴ欄を埋めさせることはしていない。ビンゴ欄の２４語を埋める

のは、宿題としている。だが、その宿題をしてこない場合がある。また、新出の語いである

ことも多い。そのために、これらのことからビンゴ活動に入る前にリピート活動を入れてい

る。同じ語句のビンゴは４回分（４ページ分）あるため、前半２回は各語いを２回ずつリピ

ートさせ、後半の２回は１回ずつのリピート活動をする。このリピート活動は、宿題をして

こなかった生徒のための時間調整ともなる。また、新出の場合には、文字と音との一致を確

認させる必要性があると考えるためである。 

 （２）英単語バージョン 

  最もスタンダードな型である。手順としては、英語を言い、最初の３文字のスペルを言い、

再度英語を言う。例えば、“dream, d,r,e,dream”のように次々と言っていく。この際に、分

る生徒には、聴き取りと同時に日本語訳をつぶやかせるようにしている。 

 （３）日本語訳バージョン 

  こちらもとても一般的である。日本語訳を与え、生徒は英語をチェックする型である。例

えば、「夢、d,r,e,夢」のように行っていく。この際には、分かる生徒には、聴き取りと同時

に英語をつぶやかせるようにしている。私はここでも最初の３文字のスペルを言うようにし

ている。日本語訳だけでは、チェックできない生徒もいるためである。 

 （４）英文バージョン 

  こちらも一般的である。英文を口頭で与え、生徒はその文からビンゴで使われている語句

をピックアップし、チェックする型である。例えば、“She has a big dream. Dream. She has 

a big DREAM.”のように言っていく。最初の英文は natural speed で言い、２回目は dream

を強調して言うようにしている。苦手な生徒のために、英文の次には、英単語を言い、２回

目はその語を強調し、聴き取りしやすくなるように意識している。 

 （５）英文読み取りバージョン 

  （４）の口頭で与えた２５の英文をプリントにして与える。生徒は英文を読み取り、そこ

からビンゴで使われている語句をピックアップし、チェックする型である。このバージョン

が終わった際には、この英文のリピート練習を１回、ペアでの音読、または個人読み１回を

入れている。そのことで音としての確認作業を入れている。 

せっかく（４）の口頭で input したものを一度だけで終わらせるのでは、とても勿体なく

感じた。そのために、文字からの input があっても良いだろうと考えた。 

  初めは№４９，５０のように、一文一文のつながりがなく独立したものであった。そこで

また感じたことは、せっかく英文で与えているのならば、つながりのある英文の方が良いの
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ではないか、ということであった。そして、№５７，５８のようなハンドアウトにした。作

成するに当たっての注意したのは次の３点である。①できるだけ教科書本文をそのまま使わ

ないようにした。その後、教科書本文の口頭導入の際に、新鮮味がなくなるのを防ぐためで

ある。②ビンゴ以外の語は既習のもので英文構成する。③Native にチェックをしてもらう。 

  英文読み取りバージョンでの利点は、教科書本文内容の口頭導入の難易度を少しでも下げ

ることができる点とハンドアウトのために英文の復習が可能である点の２つだと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（６）ビンゴ後の活動 

ビンゴ後は、１分～３０秒を与え、単語の下に日本語訳を書いて意味確認を簡単に行う。 

３．おわりに 

 ８月２日のワークショップでは以上の活動を行った。たかがビンゴ、されどビンゴである。

試行錯誤はあるが、ビンゴを有効活用する指導改善がまた楽しいものである。 

参考資料 ・英語多読 BINGO５０（青野 保 著：明治図書） 

・Let’s Enjoy “BINGO”三省堂版２年生用（浜島書店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.49＜Lesson５＞  

B: She has a big dream. 
I: I respect my father. 
N: She likes flowers. 

G: Which do you want, water or coke? 
O: My father is a doctor. 

No.50＜Lesson５＞  

B: What do you want to become in the future? 
I: My mother takes care of her father. 
N: He was sick yesterday. 
G: We need many service dogs in Japan. 
O: I want to become a teacher. 

 

No.57＜Lesson６＞  

B: This is a photo of my brother. 
I: He comes from Hokkaido. 
N: He can speak Hindi very well. 
G: He enjoys studying Hindi. 
O: So he teaches me Hindi. 

No.58＜Lesson６＞  

B: The word ‘shampoo’ is from Hindi. 
I: Hindi is the major language in India. 
N: Many people in India speak English. 
G: I think they like reading English books. 
O: Please show me these books. 
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語い指導の実践例 (2) 

狛江市立狛江第一中学校 北原延晃 

 今年度のワークショップでは昨年度好評だったフラッシュカードの使い方の他に語い・文法

の復習のためのプリントである English Express を紹介した。フラッシュカードについては昨年

度の冊子「語いと英語教育(29)」を参照していただきたい。  

 

１語い・文法の復習プリント「English Express」  

 教科書本文の内容がわからないのは新語や新出文型よりむしろ既習語いや既習文法の理解が

不十分なためによることが多い。また、語い習得論によれば「語いは繰り返し 6 回ふれると定

着する」という。（「語いと英語教育(28)」参照）そこで授業で既習語いと既習文法の復習・リ

サイクルのために使っている English Express というプリントを紹介した。ここでは今年度の語

い指導ワークショップで実際に参加者に解いていただいた問題の一部を掲載する。  

＊2 年生 Lesson 1(H.14 版 Total English)の３枚のプリントから抜粋（番号が飛んでいるのはそ

のためである）  
 

③  cleaned 
   このように語尾のedを[ｄ]と発音する規則動詞をできるだけたくさん書きなさい。 

                                                                            
⑦  walked 
   このように語尾のedを[ｔ]と発音する規則動詞をできるだけたくさん書きなさい。 

                                                                            
⑧  collected 
   このように語尾のedを[ｉｄ]と発音する規則動詞をできるだけたくさん書きなさい 

                                                                            
⑨  150 
   アルファベットで書きなさい。 

                                                                            
②  go（  ）詞「    」  ←→           
   go -          -              過去形・過去分詞形を書く（p.106参照） 

 

⑤  with（    ）詞「～        」 

  他に知っている前置詞（辞書を引いて前と書いてある語）をできるだけたくさん 

  書きなさい。 

                                                                            

⑨  short（     ）詞「       」     ←→            
  他に知っている形容詞（辞書を引いて形と書いてある語）をできるだけたくさん 

  書きなさい。 

                                                                            

⑩  I see. 「          」 

   同じ内容で他の言い方を書きなさい。                                    難 

⑤  Japanese（    ）詞「        」 

   名詞形を書きなさい。              
 

 昨年１１月の全英連東京大会で研究部員の花田佐和子先生（杉並区立和田中学校）が同様の

プリントを追試した実践を発表されたが、花田先生の感想は次のようであった。  
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①語いと文法のリサイクルになる  

②本文導入が楽になった  

③できる生徒にも対応している、  

また、生徒の評判も次のように大変好評だったようである。  

①とても力がつくと思った。結構忘れていたので。  

②自分の力で全部やりとげたら力がすごくつくと思った。  

③やっていておもしろかったし、みんなでやるからすごくいいと思う。大切なとこも分かりや

すい。  

④すごく勉強になった。わかんないことがよくわかった。同じ単語がよく出てくるので覚えや

すい。  

⑤調べていくと分からないことが分かることや知っていたけどもう一度復習ができることがと

ても良いと思いました。  

⑥これをやれば教科書の本文をより分かるようになると思います。  

⑦辞書をたくさん使ったので力がつく気がした。  

⑧「難」の問題がおもしろかった。  

⑨他の人のを聞いて「そうか！」と思える。  

 

２連語・熟語のインプット「６０秒クイズ」 

やり方 

(1) ペアを組んでプリントを交換する。 

(2) 片方が英語の部分をノートなどで隠して日本語訳を見ながら英語を言う。ぱっと言えない 

  場合は Let me skip it.と言ってパスすることができる。 

(3) 相手はパートナーの言う英語が正しければ Yes. / O.K. / Uh-huh などと言いながらボックス  

    に tick を入れる。正しくなければ No. と言う。 

(4) ９０秒／６０秒経ったら交替する。 

(5) 教師は How many ticks do you have? Under 10? 11-15? 16-20? More than 21? / Who has more  

ticks than last time? / Who has the most ticks among the 4 trials?などと聞き、生徒は手を挙げ  

る。 

 

６０秒クイズ「連語・熟語編」① 

at home 
stop -ing 
go to bed 
look forward to - 
look like - 
It takes - 
hurry up 
every day 
at full speed 
look for - 
be fond of - 
a cup of - 
How about -? 
belong to - 

□□□  家で（に） 

□□□    ～するのをやめる 

□□□    寝る 

□□□    ～を楽しみにする。（ toの後は名詞） 

□□□    ～に似ている、～のように見える 

□□□    ～時間かかる 

□□□    急ぐ 

□□□    毎日 

□□□    全速力で 

□□□    ～をさがす 

□□□    ～が好きである =like 
□□□    カップ一杯の～ 

□□□    ～はいかがですか 

□□□    ～に所属している 
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must not - 
be going to - 
be able to - 
It ～  (for A) to.. 
call on - 
Shall I -? 
have to - 
a lot of - 
because of - 
a pair of - 
from A till B 

all day long 
all of the - 
try to - 
any other+単数名詞 

go out of - 
finish -ing 
go for a walk 
at once 
be in time for - 
come back 
I wonder - 

□□□    ～をしてはいけない =Don't - 
□□□    ～をする予定である。=will 
□□□    ～ができる  =can, could 
□□□ （Ａさんが） ....することは～だ 

□□□    ～を訪問する  =visit 
□□□    ～しましょうか  = Do/Would you like/want me to -? 
□□□    ～しなければならない  =must 
□□□    たくさんの～  =many, much, lots of,plenty of 
□□□    ～のせいで 

□□□    一組の～ 

□□□    AからBまで 

□□□    一日中  =from morning till night 
□□□    すべての～ 

□□□    ～しようとする、～しようと努力する 

□□□    他のどんな～ 

□□□    ～から外へ出る 

□□□    ～し終える 

□□□    散歩に行く 

□□□    すぐに 

□□□       ～に間に合う ←→be late for - 
□□□    帰って来る 

□□□    ～かしら 
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語い指導の実践例 (3) 

                                                  江東区立第二南砂中学校 石井 亨 

１ Q&A, Reporting, Writing notebook 

 (1)Vocabulary work：それぞれの動作を表す絵を使って、２年生の復習をする。 

    see - saw - seen,  eat - ate - eaten,  go went gone (been),  ride - rode - ridden   

    do - did -done,  play - played - played 

 (2)Presentation of the dialogue：２人は何について話しているかという質問をしてから、２人    

の会話を聞かせる。以下はその例。なお(1)で復習した単語を含んだ会話を全てこの時間で

行わなかった。数時間にわたって何度も現在完了形に触れる方が記憶に残りやすいと考え    

たため次時以降もこの(2)～(8)を指導し、同時に教科書を平行して指導した。最後に外国    

人講師との Speaking test を設定した指導計画を立てた。 

    ①been to  

    A：Have you ever been to  America  ?     B：No, I haven't.  But I have been to Australia. 

    A：How many times have you been there ?   B：Twice. 

    A：When did you go ?                   B：3 years ago. 

    A：How was that ?                      B：It was exciting. 

    ②seen 

    A：Have you ever seen a famous person ?   B：Yes, I have. 

    A：Who did you see ?                   B：Jun'ichiro Koizumi 

    A：Really ?                           B：Yes. 

 (3)Concept checking：経験について話をしていることを確認する。 

 (4)Checking the dialogue：板書で確認する。ただし Reading ではなく、Speaking 活動が 

     ねらいなので、単語を板書せず下線だけにする。 

    ①been to  

    A：Have you ever been to  America  ?   B：No, I haven't.  But I have been to Australia. 

    A：How many times have you been there ?  B：Twice. 

    ＊No, I haven't.の答えの時に、会話を続けるために But を使うことを確認する。 

 (5)Drill：(4)①の会話を練習する。 

 (6)Pair work 

    (2)①の Model を再度聞かせ、When ? How was that ?などもなるべく使うように指導した。 

    Pair work。会話中に机間指導。 

 (7)Reporting & Listening quiz 

    Reporting の言い方を確認する。(Eg.) C has been to Hokkaido once. 

    あるペアに相手の情報をそれぞれ Reporting させる。 

    ＊この Reporting によって３人称を使った言い方になじませる。 

    Listening quiz：Reporting した内容について他の生徒に英語で質問する。 

     (Eg.)Has C been to Hokkaido ? 

    ＊この Listening quiz により、他の生徒は Reporting をよく聞くようになり、また現在完了      

形の質問とその答え方にも慣れていく。 
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 (8)Writing notebook 

    ①今日の授業でどんな文が書けるかを確認する。 

    ・自分が尋ねた疑問文。(Eg.) Have you ever been to  America  ?  

   ・相手が答えた文から。(Eg.) C has been to Hokkaido twice. 

   ・自分が答えた文から。(Eg.) "Yes,I have." →  I have been to America once. 

    ・他の生徒の Reporting から。(Eg.) D has been to Kyoto once. 

    ・自作文。(Eg.) My father has been to Australia many times. 

    ②Writing notebook に書くように指示し、机間指導。 

    ＊生徒に指導した Writing notebook についてのハンドアウト。 

 

                   Writing notebook  (ライティング・ノート) 

  ねらい：英語を書くことによって、英語の力をつける。 

  方法 

  １，Writing notebookを用意する。＊英語用４線ノートがよい。 

  ２，１行に１つ通し番号を書く。 

      ノートの例 

       １， 

       ２， 

      ： 

  ３，１行に１文書いたら、次の行に進み、通し番号を書き、新しい１文を

書く 

   ＊最後の通し番号で、自分が何文を書いたかがすぐにわかるようにする。 

    ＊１冊ノートが終わったら、次のノートの通し番号も続ける。 

  ４，どんな文を書くと英語の力がつくか。 

     原則：自分が発音できて、意味のわかる文。 

    ・その日の授業で学習した文。 

   ・授業で使ったﾌﾟﾘﾝﾄに出ていた文。 

    ・辞書で調べた単語(の意味)を使った例文。 

    ・教科書の文。 

    ・ワークに出ていた文。 

     ＊もちろん、家庭学習として、どんどん進めてよい。 

  ５，ルール 

    ・１つの通し番号には１文。 

   ・同じ文は２度と書かない。 

    ・Yes, I do.などのような、英語の力がつきそうもない文は書かない。 

  評価 

   ・書くことの意欲に入れる。 
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２ Bingo 

 (1)私の自作の紹介 

   ①どんな語を：復習として。Input として、使うこともある。 

   ②いつ：・ほとんど毎回の授業で行う。 

           ・該当 Unit が終わって、少し経ってから復習として行う。 

           ・テスト前や長期休業の直前には既習 Unit を再度行う。 

   ③一度に１回(片面) 

 (2)方法は 

   ①準備(復習用の場合) 

     (ｱ)語の選択 

        ・教科書の新出語を中心に Unit 全体から選択。題材語や重要度の低い語は選ばない。 

        ・熟語も入れる。 

        ・同じシートに新出語を２回以上入れることもある。 

        ・その Unit では既習語であっても、生徒が忘れている語は選択する。 

        ・１列に６語以上。ただし N 列は５語以上。計２９語以上が多い。 

     (ｲ)語の配置 

語頭が似ている語は違う位置に。(例) street   stay 

     (ｳ)意味をつけて 

        Slow learner は意味をわかって書いているのか？ という疑問がきっかけ。 

        そこで単語とその意味のマッチングのために意味をつけてみた。 

        生徒には英語だけを書くように指導。 

     (ｴ)オモテ・ウラ印刷で。オモテとウラが同じシートの場合と違うシートの場合がある。 

  ②授業では 

     (ｱ)書いていない生徒に対して 

        ・待たない。 

        ・次の Bingo を書かせる。シートを持っていない生徒には与えて書かせる。 

     (ｲ)読み上げは 

        ・中学３年では日本語  →  英語(×2   ただし簡単そうな語は 1 回) 

          時々、即興で、その語を含む文やフレーズで言う。 

        ・中学１年では日本語  →  英語(×2) →  つづり(語頭の３文字の場合も) → 英語 

     (ｳ)賞(２つの賞がある)  ＊シールは校内予算(消耗品)で購入する。 

        The 1st Bingo 賞＝クラスで一番速くタテ、ヨコ、ナナメのうち１列揃った場合。 

２人以上の場合もある。Bingo 終了後にシールを渡している。 

        The highest Bingo 賞＝クラスで一番多く列を揃えた場合。25 マスでの最高は 12 本。 

２人以上の場合もある。Bingo 終了後にシールを渡している。 

        ＊長期休業前などにシールの枚数を数えさせて、誰が The 1st (The highest) Bingo 

          Champion かを知るのもおもしろい。 

     (ｴ)次の Bingo を書かせる。少しでも書かせておくと、(後で)全部書こうとする。 

       ・授業では、Bingo 賞の確認やシールを与えている時に書かせる。  
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語い指導の実践例 (4) 

葛飾区立常盤中学校 関口 智 

１ なぜ語い指導は必要か？ 

  (1)教科書神話 

 教科書を終了させると、その教科で必要なことが一通り学習できたように思われる。確かに

数学の場合には教科書が違っても、数字が違うだけで全ての学習事項を教えることができる。

英語の場合も、どの教科書でも同じように一通りのことが理解でき、また表現できるようにな

るのであろうか。答えは否である。なぜならば、教科書ごとに題材が異なり、題材が異なれば

習う単語が異なってくるからである。私たち研究部で必要と考えた単語が、全教科書６種類の

うち、いったい何社の教科書に登場するか調べてみた。カッコ内はその単語が使われている教

科書会社の数である。 

 

 leg(３), foot(４), bath(３), daughter(２), matter(１), medium(１), money

(３),  

museum(２), o'clock(１), poor(３), rich(１), pretty(３), season(１), shoe(

２),  

shirt(２), such(３), tea(３), teeth(１), tooth(１), tell(１),  today(３), tog

ether(３), train(３), tree(２), trip(１), travel(２), true(１), wash(３) 

 以上の単語は教科書によっては教えないまま終わってしまうのである。 

  (2)何を教えるか？ 

 「新しい英語指導のカタチ」太田 洋・日臺滋之著（2006 明治図書）の中で、教えるべき語

いは「教師としての経験と勘」「教科書の語い」だけでなく、「学習者にとって必要な語い」「教

科書を補う語い」と述べている。都中英研研究部では昨年度の研究で、日本の中学生に必要な

発表語いとして「都中英研研究部推奨発表語い」635 語を発表した。選定する際の資料として、

検定教科書６種類、アメリカの初級辞書５種類、日本の初級辞書２種類、及び青山学院大学語

いリストを使わせて頂いた。これはまさに「学習者にとって必要な語い」であり、「教科書を補

う語い」である。詳細は「語いと英語教育(29)」を参照されたい。 

 

２ 語い指導は教師が英語を話すことから 

   (1)Name 

 コミュニケーションは相手を認識することから始まるので、生徒の名前を覚えることからス

タートしたい。自分は生徒を first name で呼んでいる。また、生徒の方でも英語文化圏では first 

name で呼び合うことを知っている。ネームカードを作り、いつも机上に置かせ、コミュニケー

ション活動の際には胸につけているので、生徒も first name で呼び合うことに抵抗がない。 

   (2)Classroom English 

 Classroom English は教科書にも出ているが、「語いと英語教育(16)」からは、Put your desks 

together.  Make pairs.  Who is single?  Go back to your own seats.  など、コミュニケーション活

動に必要な表現を入手できる。研究部のＨＰ(http://www.eigo.org/kenkyu)から閲覧することがで

きるし、登録することでダウンロードが可能になり、データとして持ち歩くこともできる。  
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  (3)JTE と ALT の違い 

  自分が教えている生徒の語彙力及び文法力を知っているのは私たち JTE であるので、生徒が

わかるようにコントロールしながら英語を話すことができる。また、英語と日本語の違いを理

解し、何を学習者に教えるべきか、また何が障害になっているかを知っている。あまり中学生

を教えたことのない ALT は逆に難しいことばが多く、生徒にわからない英語となってしまう。

なぜならば、"A teacher is not adequately qualified to teach a foreign language merely because it is his 

mother tongue ."(UNESCO,1953)だからである。彼らには生徒の置かれている状況を理解させる

ことが大切である。そうすれば生徒にわかる英語となり、文化的なことでも数多くのことを彼

らから学ぶことができる。 

  (4)注意すべき強勢 

  ①  My father is a good cook. 

②  Emily is a basketball fan. 

  ③Mr. Brown is an English teacher       (イギリス人の先生) 

  ④Mr. Yamada is an English teacher.     （英語の先生） 

  ⑤That sleeping boy is my son.  

  ⑥  Tom is now in a sleeping car. 

 

３ 音と綴りを結びつける（フォニックス） 

    ①初めに「ことば」あり 

  ②「ことば」は「音」でできている 

  ③「音」は「文字」で表せる。英語の音を体に馴染ませる 

④音と綴りを結びつける 

    ⑤マジック"e"の歌（作詞・作曲 関口 智） 

       ♪マジック"e"♪名前読み♪音はなし♪ 

                         フォニックステスト                        

 Class(  ) No.(   ) Name(                                   ) 
 不十分なところには"?"が入ります。                                         

  a   b   c   d   e   f   g    h   i 

         

  j   k    l   m   n   o   p   q   r 

         

  s    t   u   v   w   x   y   z  

         

４ Poem Reproduction 

 黒板に貼ってある絵を手がかりにして New Crown English Series 1 の We Are Together の

reproduction を行った。授業では前時の復習として行った。１文につき、１つの絵をつけてみた。

絵を見て英語を話すということで、顔が上がり、イメージをそのまま英語にするので、スムー

ズに英語が出てきた。  
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語い指導の実践例 (5) 

入門期における語い指導 

中 央区立銀 座中学 校  鶴 田  峰子  

1. １年生１学期の取り組み 

  英語による表現力を高めるための基礎練習として、アルファベットや個々の語の発音、音

と文字との関連に重点をおき指導する。視覚的に確認しやすい名詞を実物や写真、模型など

を使って導入し、 is, am, are, like, have, play 等の動詞と共に、生徒の自己紹介と関連づけて

反復使用する場面を作る。語や文型の定着を図りながら２学期のスピーチ指導へとつなげる。

（指導の詳細については「語いと英語教育(29)」  pp20-21 参照）  

 

２ .２学期以降の指導  

 (1) スピーチ指導 （９月） 

   １学期に学習した内容をまとめてスピーチ原稿を作成し、発表練習を行う。スピーチ原稿

作成のモデルを示し、既習の文で簡単に原稿が出来ることを確認させる。 

Speech 原稿作成用  worksheet 1 

①  Hello.   

②My  name  is           . 

③I am a     職業          . 

④I am from   地名        .   
⑤I like  食べ物、色、スポーツ、動物 . 

⑥I have  ⑤と関連したこと    . 

⑦I play  ⑤、⑥と関連したこと  with 人 . 

①  Hello.   

②My name is Mineko. 
③I am a junior High School student. 
④I am from Chiba.  
⑤I like animals. 
⑥I have a dog. 
⑦I play with my dog on Sundays. 

 

(2) 生徒の学校生活と関連づけた語い指導   （９月、10 月） 

     中学１年の２学期後半になると英文が少しずつ長くなり、英語に対して苦手意識を持つ

生徒も出てくる。そこで英語が毎日の生活に役立つのだというモティベーションを持たせ

ながら楽しく英語を学ばせるために、生徒の学校生活と密着した指導を行う。  

 

 指導例 １    Where の導入と語い指導   

   校舎案内を兼ねて、場所を表す名詞、前置詞、動詞を導入する。中央区では、毎年９月にオ

ーストラリアの姉妹都市サザランドからハイスクールの生徒が来て、授業や学校行事に参加

する。この行事を授業に取り入れ実際に目標言語を使用する場面を作る。教科書のLet's  

Talk 2でwhereの導入後に実際の場面で使う練習を行う。  

  活動例１ 校舎案内     言語材料： 疑問詞 Where、序数  

Worksheet 1                                                    
サザランドからお友達がやってきます。学校を案内しよう！ 

   サザランドのお友達が、学校で行きたい場所が分からないときには、積極的に教えてあげ

よう！ 

   場所を聞く言葉 Where ～？（どこにあるの？）  

   例 Ｑ：Where is the teacher's room?  ( 職員室はどこですか？) 
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     Ａ：It is on the second floor.  

  Task 1 下記の英文の空らんに下記の語句を参考にして行きたい場所を書いて対話文を

完成させなさい。 

           A：Excuse me.  Where is                    ? 
           B：It is on the      .  / next to      . / between      and      . 
           A：Thank you. 

Task 2  自分の行きたい場所を書く。 

Task 3  友達が行きたい場所の質問を聞きとり、その質問に答える。 

Task 4   友達が行きたい場所とどこにあるかを下の表に書く。  

自分   

   

 

（ヒント）  

名 詞： teachers' room, classroom, toilet, computer room, music room, library, 

（場所）science room, gym, entrance, playground, art room, left, right, the  floor  

  前置詞：on,  in,  between A and B,  next to ~,  in front of ~ 

  動 詞：go straight, turn right, turn left, go upstairs, go downstairs 
  序 数：first, second, third, fourth, fifth 

（配慮事項） 

  (1) 教室の名前や必要な語句は発音指導をしてから活動を行う。 

  (2) 校舎の見取り図を用意しておくと、会話がスムースにすすむ。 

（考 察） 

  会話の目的が明確なため生徒は熱心に練習に取り組んだ。教室名や場所案内の表現が

初出のものも多く発音練習にやや時間を要したが、事前の練習をしっかりしておくとクラ

ス全体の活動がスムーズにいく。  

 

 指導例 ２    前置詞の確認 

  Whereを使い場所を聞く校舎案内で、日本人が苦手とする前置詞の使い方に注目させる。

生徒がよく知っている学校の校舎案内で、位置関係を明確にすることにより、前置詞の理

解にも役立つ。教科書の本文の導入で理解を確認した後、まとめとして前置詞プリントを

使い前置詞の感覚を確認する。 

Worksheet ２   (前置詞１)      

     Class       No.      Name 

空欄に適切な語を下記より選び記入しなさい。 

  in, at, to, on 

1. My school is        Chuo ward.            2. I go       school everyday. 

3. I get up      6 o’clock     the morning.    4. The bird is      the tree. 

5. I catch the train     school.                6. Meet me     Denny’s for dinner 

7. The bus leaves      5 minutes.             8. My birthday is     Saturday.   

9. Don’t be late.  Please be      time. 
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  指導例 ３    日本文化を紹介する。 

(1) 指導目標：既習の文型を使いながら、必要な語句を調べて実際に外国からの来客に直

接すことにより、教科書で学んだことが通じることを知り、英語を使う楽しさ

を実感させ自信を持たせる。 

(2) 活動内容：  紹介したい内容に関する語句を調べ、日本の文化を紹介する。 

(3) 言語材料： This is ~. 

     I like / know / have / play / try / introduce ~ . 

                  Do you like / know / have / read / write ~ ?.   

(4) 使用語い：名 詞：食べ物、飲み物、楽器名、スポーツ名  

   動  詞：  eat, have, like, use, know, play, drink, read 

           形容詞：difficult，fun, easy, sweet, sour, bitter, salty, hot 
(5) 活動手順： 

     ① サザランドの生徒たちに、グループで日本の文化を紹介することを告げる。  

制限時間：各グループ５分 質疑応答２分 

    ②  グループに分かれて、各グループで紹介したいテーマを決める。  

   （例）日本の食べ物（納豆、みそ汁）、日本のお菓子とお茶、部活動、  

日本の遊び（けん玉、こま）、書道、日本の文字（ひらがな、カタカナ、漢字） 

③  紹介する内容・方法を決める。  ④ 必要な語句を調べ発表原稿を作成する。  

⑤  練習する。   ⑥  分担を決め発表する。 ⑦  質疑応答   

(6)  発表原稿例：けん玉紹介        

  Hello. We are members of Group   .  My name is       . (一人ずつ挨拶する。） 

  We are going to introduce Japanese toy.   

  Do you know this toy ?  It is a kendama, 

  Look.  We play it like this.（実演する）  It is difficult, but it is fun.  

  Please try it. ( けん玉のやり方を紹介し、実際にやってもらう。） 

  Do you like it?  Do you have any questions? 

 

 指導例 ４    カテゴリー別に、語やタイトルを書く  

  語いの増強を目的として、カテゴリー毎に語を書き出す活動をALTとのTeam teaching の

時に取り入れている。最初の文字のみ指定し、ペアまたはグループで話し合いながら、カテ

ゴリー別に単語をワークシートに記入する。一番早いチームが発表する方法や、グループ毎

に発表するなど、クラスの状況に合わせて確認する方法を選ぶ。  

Worksheet Categories   B 

Food banana     
Action beat     
Color black     
Country Bolivia     
Movie Batman     
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語い指導の実践例 (6) 

教科書の新出語句の導入と定着  

大田区立東調布中学校 渓内 明  

 

  本ワークショップでは、教科書本文の新出語句を、授業の中のどの段階で、どのように扱い、

定着につなげるかを考えた。  

 

(教科書本文の例) 

    Stevie Wonder is an African-American musician who is known to everyone.  But 

he is more than just a musician. 

    Stevie was born in 1950.  He soon lost his eyesight.  When he was a little boy,  

Stevie often enjoyed listening to music on the radio.  He used spoons to keep rhythm  

with the music.  He became good at playing the drums, the piano, and so on. 

    People who listened to his music were very amazed. 

                               TOTAL ENGLISH  Book 3 (学校図書) 

 ※下線部＝新出語句         61 Lesson 4  Stevie Wonder – The Power of Music 

      

1. 教科書の新出語句のあつかい  

 (1) 教科書本文の oral introduction の中での導入  

  picture card を黒板に示しながら、教師が本文のストーリーを平易な英語で説明する。その

時に、新出語句、本文を理解する上で重要な語句等を発音練習し、picture card の下に板書

してスペリングを示す。(板書は単語カードを貼ってもよい) 

 (2) explanation で単語を説明する  

  oral introduction では扱いきれない語句(抽象的な意味の語句など)は日本語で説明する。  

 (3) フラッシュカード  

    音読の準備として、フラッシュカードを使って単語の発音とスペリングを確認する。  

 (4) ハンドアウト  

本文の音読後に、英文を空所補充形式にしたハンドアウトを使い、語句の定着を確認する。 

  本文を導入した授業の最後に行う場合と、次の授業で前時の復習として行う場合がある。 

 

2. oral introduction の例  

 教科書本文の oral introduction は、新出語句の発音練習をし、スペリングを板書する。(また

は、単語カードを黒板に貼る) なるべく教師と生徒が interaction をしながら進めていく。  

    T: Look at this picture. (picture card を貼る) Do you know this man? 

    S1: Stevie Wonder? 

     T: Yes.  He’s Stevie Wonder.  Who is Stevie Wonder?  Is he a doctor? 

     S2: No, he isn’t.  He’s a singer. 

     T: Right.  He makes a lot of songs, and sing them.  He is a musician.  Now repeat.  

       Musician. 
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    Ss: Musician. (chorus の後に 1 列の生徒全員が個別に発音する)  

   T: Where is Stevie Wonder from? 

  S3: America. 

     T: Yes.  He’s from America. (picture card を貼る) He is African-American. 

       Repeat.  African-American. 

    Ss: African-American. 

     T: Is he famous? 

    S4: Yes, he is. 

     T: Yes.  He is famous.  He is known to everyone.  Repeat. 

    Ss: known 

     T: known to everyone. 

    Ss: known to everyone. 

   T: Stevie Wonder is an African-American musician who is known to everyone. 

    Ss: Stevie Wonder is an African-American musician who is known to everyone. 

        (以下、picture cards を示し、新出語句に留意して進めていく) 

 

3. フラッシュカードを使用する上での工夫  

 oral introduction と explanation を終え、音読に進む前に新出語句の発音とスペリングの再確認

をして、音読がスムーズに行えるようにする。フラッシュカードの発音練習は３回くり返す

ことを原則としている。  

  １回目：フラッシュカードのスペリングを見て、教師の発音をくり返す。(１～２回) 

       T: rhythm    

Ss: rhythm 

    ２回目：１回目の練習に加え、その前後の語句をまとめて発音練習をくり返す。  

             T: radio  

Ss: radio 

             T: on the radio    

Ss: on the radio 

  ３回目：スペリングだけを見て発音する。(教師は発音しない) 

 

4. 空所補充形式のハンドアウトの例  

(1) ハンドアウトを作成する上での留意点  

①  内容語を空所にする。(機能語は空所にしない) 

②  本文の流れ、前後関係から類推しやすい語を空所にする。  

   (機能語は、本文の内容や前後関係から類推することはむずかしい) 

③  スペリングを定着させたい語句を空所にする。  

 (2) ハンドアウトを作成する上での工夫  

    ①  空所に入る語句のスペリングを考えさせる。(→例１参照) 

   「研究部推奨語いリスト」であげられる語はスペリングの定着を目標とする。(例 1 参照) 

②  空所に入る語句を選択肢として示す。(スペリングをあらかじめ示す) (例 2 参照) 
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本文を導入した授業内で使用する場合や、生徒の学習状況に応じて、空所に入る語句

をあらかじめ選択肢として示しておく。  

③  空所に、単語のスペリングの一部を示しておく。(最初の１～2 文字) 

④  発展的な学習として、教科書本文の一部を変えたものを提示する。  

その時に既習の語句で、本文で使われていないものを空所にする。  

例１  

     Stevie Wonder is an African-American musician who is (        ) to 

everyone. 

But he is more than just a (          ).  Stevie was born in 1950.  He soon  

(        ) his eyesight.  When he was a little boy, Stevie often enjoyed 

(           ) to music on the radio.  He used spoons to keep (          ) with 

the music.  He became good at playing the drums the piano, and so on. 

    People who listened to his music were very (         ). 

例２  

Stevie Wonder is an (         ) musician.  But he is more than just a  

(         ).  Stevie was (         ) in Michigan in 1950.  He is 56 years old 

now. 

When he enjoyed listening to music, he kept (          ) with his spoons.  He 

became good at (         ) the drums, the piano, the harmonica, and so on. 

People around him were (           ) when they listened to his music. 

 

選択肢 born  famous  musician  playing  rhythm  surprised 
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語い指導の実践例 (7) 

江東区立深川第一中学校 原田 博子  

１ 今年度の語いワークショップでは、入門期に行える指導として、歌をつかった指導、フォ

ニックスを意識したビンゴゲーム、文の中で単語を繰返し使わせる活動を紹介し、後半では教

科書本文を利用した活動を紹介した。  

（１） 歌を使った語い指導  

 １年の１学期の段階では生徒の読める語が限られており、歌を使ってタスクをさせること

が難しいが、the Beatles の  “Hello, Goodbye”や Carpenters の“Sing”のようにその中で使われる

語いに繰返しが多く、使われる語が比較的やさしく、発音も明瞭であれば、歌を聴きながら

聞いた語をすぐ探して、その語をペアで競争して取り合うという活動を行うことができる。

その活動を通して、曲全体を語いに注意して聞いた後、実際に歌う練習に入る。  

 活動のしかた：歌詞の中から生徒に聞きとらせたい語を大きめの用紙に順不同に太い文字

で書き出す。単語が書き出された用紙をペアで共有し、ペアの二人は色違いのペンを持ち、

曲を聞きながら、用紙の上の語を自分の色ペンを使って○で囲む。曲が終わったときに、ど

ちらがたくさん語を聞き取れたかを○の数で比べる。  

（ワークシートの例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（２）入門期におけるビンゴゲームの一例  
 １年生入門期のビンゴゲームで、読まれたビンゴの語を聞いて、生徒には全ての綴りを浮

かべるのは無理であっても、せめて単語を探すきっかけになる最初の文字だけでも浮かぶよ

うになってもらいたいと思い、ビンゴの単語を読みながら生徒に最初の文字を言わせるよう

にしている。余裕があれば始めの２文字、３文字と言わせることも可能である。  
 例(最初の 1 文字)：   

Teacher: Are you ready?  Let’s enjoy Bingo.  

       Students: Yes, let’s. 

       Teacher: B: Sunday, Sunday  What’s the first letter?   

       Students: “S”. 

        Teacher: S-U-N “Sunday”  I : Thursday, Thursday  What’s the first letter? 

Let’s sing “Hello Goodbye” 
１．歌を聞きながら、ペアで聞えてきた語を取り合ってみましょう。（お互いが違う色のペ

ンを使い、聞こえた語に○をつけよう。）  

  say     no      stop     goodbye     yes     I     say 

   hello    go     low    why    don’t   why     hello 

   know    high    you     say     oh   say    I  ……… 

２．Let’s sing “Hello Goodbye” 
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       Students: “T”. 

       Teacher: T-H-U  “Thursday, Thursday.” 

  例(最初の２の字）：  

    Teacher: Are you ready?  Let’s enjoy Bingo!  

       Students: Yes, let’s. 

        Teacher: B: mother, mother  What’s the first two letters?  

        Students: “M-O”. 

       Teacher: “M-O-T.  “mother mother”. 

 

（３） 文型にのせてたくさん語を言わせよう。  

  I like …./ I don’t like….. I have…../ I don’t have の形式などを借りながら、ペアで相手と

競争しながら、時間内にたくさんの語を言いあう。活動を始める前に、その文型で使用できる

語を絵や実物を見せながら導入しておく。それから、教師が決めた時間内にお互いが１文つづ

交互に文を言う。時間が来た時に、消しゴムなど印としていたものをもっていた方が負けとな

る。入門期の初期は単語のみ言わせてもいい。その際、知っている単語なんでも言わせるより、

「動物に関する語」「果物」などとカテゴリーを伝えて、それに入る語を言わせるようにする。 

 

（４） 教書本文を使って行う語い指導  

  教科書の内容理解と、それに伴う音読練習が行われた後に、その授業時間内かあるいは

次回の授業で行い、どのくらい本文の英語が頭に残っているか確認する活動である。  

(例) 

Teacher: Close your textbooks, everyone.  Now I’m going to read p.30.  But I might make some 

       mistakes while reading.  At that time, hands up and correct my mistakes.  

   （ここから本文と違うことを混ぜながら読んでいく）英文を言う。  

 以上のように聞きながら内容を確認して、違いを見つける活動(listening)と間違いを含む本文

のワークシートを読んでそこを書いて直す(reading)活動も可能である。 listening と reading で、

間違いの部分を変えて両方の形式で行うこともできる。  
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語い指導の実践例 (8) 

                                                   杉並区立和田中学校 花田 佐和子

1 ワークショップの流れ  

会場内で各自が行っている発表活動について情報交換を行い、私が実際に行った発表活動を  

DVD やワークシートなどで紹介した。発表までの指導手順や途中で起こってきた問題を伝  

え、その際にどのような手だてを行ったかも提示した。  

 

2 物、街を紹介する活動例  

  1 3 hints game  

   いろいろな物（定規、ロケット、はさみ、時計、傘、着物、電話など）について３文  

   以上で説明させるトレーニング。  

 (1)全員で例題(はさみ)を解く。はさみからイメージする言葉をマッピングで書いてい

cut, paper, plastic and stainless, etc. 

 (2)それらの単語を使い、説明の文を考える。（よく使う定型表現を例として提示する）  

  It is a kind of ~.  / You use it when you want to ~.  / It is like ~.  / It looks 

like ~.  / You can find it in ~(at ~).  /  It is made of ~.  など  

 (3)最後にどの文をどの順番で話すか、ナンバリングを行う。  

 It is a kind of tools.   You use it when you cut paper. It is made of plastic and 

stainless. 

 (4)今度は生徒がリストから物を選び、同様に（1）〜(3）の手順で説明文を作る。  

 (5)自分の作った文章の発音練習を行う。（JET/ALT がアドバイスを行う）  

 (6) ALT に説明に行く。ALT が物を言い当てられたらサインをもらう。  

 (7)次の課題に取り組む。  

 (8)説明文の書かれたプリントは回収する。（シェアリングプリントにまとめる）  

 (9)シェアリングプリントを配布し、他の生徒が書いた説明文を読ませる。いいと思う表  

  現には下線を引かせる。  

  2 日本文化紹介  

 日本に関する物（お年玉、畳、百人一首、だるま、銭湯、納豆、おにぎり、天ぷらなど） 

 について、４文以上で説明させる。ALT との１対１の面接も予定しているため、８つの  

 項目について、自分なりの説明が瞬時にできるよう、準備をする必要がある。  

  (1)前時に行った 3 hints game シェアリングプリントを配布し、今日の課題を発表する。 

 (2)全員で例題（相撲）を解く。相撲からイメージする言葉をマッピングで書いてく。  

   以降は 2 1 (2)〜(9)の手順を行う。  

   (10)下線を引いたところを参考に、自分なりの説明を決め、練習、面接テストを行う予 

   定だったが、練習中に生徒から「すぐに言葉がでてこない」「単語が覚えられない」と 

   いう SOS の声が挙がってきた。そのため、以下のような手だてを行った。  

 (11)シェアリングプリントには難しい単語に意味の補足を入れた。また物を表す単語  

 （形、色、素材、特徴を表す語）を一覧にし、ペアで練習できるようなプリント（６０  

 秒クイズ）を作り配布した。授業の最初の１０分間を使い、単語の思いだし練習（６０  

 秒クイズ）、日本文化紹介の練習を行った。 



 - 42 - 

60 seconds word quiz(名詞＝人や物の名前) 

 1  present 

 2  money  

 3 custom 

 4  kind 

 □□□□□  

□□□□□  

□□□□□  

□□□□□  

1  プレゼント  

2  お金  

3  習慣  

4  種類  

・ペアになりプリントを交換する  

・生徒 A が日本語を見て英語を言

う  

・生徒 B は合っていれば□にチェ

ッ  

クを入れる  

・60 秒で終了し交代する  

   名詞以外のプリントも作成。単語は生徒の作った説明文から抜き出していった。  

  (12)ALT との１対１の面接テストを実施。１人２分間、正しい文１文につき１ポイント、 

   事前に練習していない新出内容（すし、こたつ、など）については得点を２倍とした。 

   生徒は入室後、ALT にあいさつをし、出席番号、名前を告げる。ALT の示す日本文化  

   カードに書かれた物について説明を行う。どうしてもわからないものについては "Let  

   me skip it. " と言えばパスできる。（得点は無し）  

  3 東京通になろう  

「夏休みに東京見物をしたい」という ALT に向けて、video レター風にお勧めスポットを紹  

介する活動。小道具（写真など）を用意させ、show and tell 形式にした。完全に暗記しな

くてもいいが、目線がビデオに向くように練習してこよう、と呼びかけた。日本文化紹介の活 

動のすぐ後に行ったので、企画書作りを宿題とし、授業で原稿作りとアドバイス（１時間）  

を行い、その後は各自の練習に任せた。教室の一角を使い、発表のブースを作り、ビデオ  

カメラを設置。一班ずつ集め、扇形にカメラを向けていく形で発表を行った。企画書、原稿  

は JET が評価を行い、その後、ALT に発表の評価をお願いした。  

東京通になろう！〜東京の名所を紹介〜 企画書  

 名所の名前：   選んだ理由：  

 豆知識：歴史的背景、データ(年間来場者数、入場料 etc)、アクセス方法 etc 

 

 小道具：  

発表で使いそうな英単語リスト  

日本語  英語  

お勧めポイントを箇条書きで  

★  

★    

 発表で工夫すること  

 

3 まとめ  

「この活動をさせたい！」と思い、スタートした発表活動だったが指導の途中で生徒の様々な

つまづきに気づき、その時々で対処してきた。本来ならば発表活動を行う際に「こういうこと

ができて欲しい」から「前もってこういう指導をしておこう」という計画的な指導があるべき

だった。当たり前のことであるが、語い指導、音読指導などの大切さを改めて実感した。  

 特に発表活動を支える語いのインプットや蓄積は不可欠だ。「都中英研研究部推奨発表語い

リスト」を使えば、品詞（カテゴリーなど）ごとに生徒がよく使う、生徒に使わせたい語いを

簡単に抽出することができる。発表活動の事前指導としてもぜひ活用して欲しい。  

 



 - 43 - 

４ 夏のワーク・ショップ参加者の声  
 

８月２日 品川区立小中一貫校日野学園  

岡崎教諭によるワークショップ  

・生徒に単語を練習記憶させるときに語いリストを活用したいと思いました。ビンゴのやり方

についていくつかの種類を知ることができてよかったです。  

・635 語の語いリストを意識的に有効活用していきたいと思えるようになりました。  

・限られた時間の中でどれだけ効果的に語いの指導などを入れていくかということを考えさせ

られました。タッチパネルの単語作りゲームにはとても興味があるので、いつか実際に行って

みたいです。また、ビンゴにおけるセンテンス作りなど、日々の岡崎先生の実践を見せて頂き

大変参考になりました。  

北原教諭によるワークショップ  

・いかに自分で学習し、言葉を学ぼうとする意欲を身につけるかの一番大切な部分を認識する

ことができた。いろいろなやる気をおこさせる試みデータをとることなどの基本を見直す必要

性を強く感じた。  

・おもしろかったし、9 月からの授業にすぐ使えそうでありがたかったです。また参加したい

と思いました。と同時に辞書についてのことやその他諸々勉強になり、また元気もいただきま

した。もっと時間が長いとよかった。  

・データや資料（テストの結果やアンケート）などは分析をしっかりする事が授業を効果的に

組み立てるために大切だとわかりました。「上のレベルの子ものばす」「自学につなげる」工夫

も参考になりました。  

・日→英、英→日にスイッチを切り替えることがない、One Channel で英語の授業の活動を入

れることの大切さに改めて気づきました。  

・実際にどういう効果をねらって辞書指導を行うのかが明確になった。特に 1 年→3 年になる

につれて「辞書を引かなくても読めるようになった」という感想が印象的で私もそのような生

徒の声が聞けるような指導をしたいと思うようになりました。  

 

８月３日 狛江市狛江第一中学校 

石井教諭によるワークショップ  

・Writing Notebook をつくる試みを取り入れたいと思いました。いつもプリントで会話練習後

のつけたしであったりといった形だったので一冊の形で作って生徒に配布したいと思います。

ＡＬＴの授業は会話中心に偏りがちなので定期的にライティングノートを書かせてみたいと思

います。  

・教科書教材を使っての実践報告だったので、イメージも湧きやすくまた、自分でも取り組み

やすい活動であると感じました。  

・Bingo 等で生徒に語い力をつける工夫をしていらっしゃること、非常に大事なことだと思っ

た。それを意識するかいなかで３年間の語い力が違ってくることを学んだ。“６回くりかえす”

９月から意識したい。  

・スピーキングの練習の際にはワークシートを使わないということが参考になりました。ワー

クシートを使うと確かにリーディングになってしまいますね。何も使わないでやることに不安
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を感じますが、思い切ってチャレンジしてみようと思います。  

・ペアワークで会話をした後、クラスに「紹介文」として he(she)～で表現し、ライティングノ

ートにつなげ Speaking Test で仕上げていくという手順がとてもいいと思いました。私もぜひ

writing notebook の通し番号で自分の文をたくさん書かせたいと思います。  

関口教諭によるワークショップ  

・一年生は一度しか教えたことがないので Phonics の導入が新鮮でした。ピクチャーカードの

使い方は私は棒立ちで見せがちなので気をつけたいと思いました。  

・フォニックス指導で「ア、ア、エイ」という音→名前の順で言わせるというのが新たな発見

でした。今まで”A says a,a,apple”でやらせていたので。スペルにつなげるには名前→音よりも音

→名前の発想の方が大切ですね。  

・フォニックスの指導をやろうやろうと思いつつ、なかなか時間がとれなくて十分できなかっ

たのですが、アクションをつけながら楽しくやってみようと気持ち新たに決心しました。  

・フォニックスは私も取りいれているので、話がよくわかりました。教科書読みから暗唱へ導

くための手順は絵を使うととてもわかりやすいことがはっきりしました。絵を描くのがとても

お上手でいらっしゃるのがうらやましかったです。  

・語い数が教科書では全く足りないことがわかり、驚いた。  

・語いについて、各教科書での使用状況をこの目で見て自分の思いこみとも差に驚きました。

また、高校で教えているときに単語を知らない生徒が多くなったのは学力が低くなったからだ

と思っていましたが、こういう理由だったのかと納得しました。語い指導の大切さを改めて感

じました。  

・１つの教科書では語いが不十分であることがよくわかりました。これを意識して授業をして

いきたいです。  

鶴田教諭によるワークショップ  

・ワークシートをそのまま使わせていただきたいと思います。袋の中からグッズが出てくるの

を見ていたらワクワクしました。一年生を教えるのにはあれくらい工夫が必要なのだと感心し

ました。  

・生徒が知っているカタカナ語を引き出すことで、たくさんの英語を知っているという自信に

つながる実践が印象的でした。小道具の多さ、単語を引き出す授業がすてきでした。  

・こちらも楽しくなるワークショップでした。子供たちに英語が必要だ、わかる（できる）、楽

しいと思わせる授業を実践させたいとパワーがわいてきました。生徒が使いたいと思う語いを

どんどん導入したいと思いました。  

・英語を教師がどんどん使って授業を進めることで雰囲気を高めて力も高まると思いました。

先生が教えるのを楽しんでいることが、生徒へ楽しさを伝える最大の要素だとつくづく思いま

した。きめこまかいワークシートも役に立ちました。  

・２年生の英語の苦手な生徒のためのプリントで、答えやヒントを同じプリントに載せておい

て、誰でもできるという作り方はとても参考になりました。  

 

８月 22 日 江東区立第二南砂中学校 

渓内教諭によるワークショップ  

・オーラルイントロダクションにおけるピクチャーカード、フラッシュカードの使い方が非常
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にスムーズでわかりやすく今後の授業の参考になりました。  

・大変勉強になりました。Oral Introduction でカードを使うのはいいですね。ぜひやってみたい

です。  

・ピクチャーカードを使いながらのオーラルイントロダクション、工夫をすればかなりの新種

単語を入れられるものなのだなぁ感じました。確かに、一文の中で覚えていくことで印象には

残ると思います。他の先生方のご意見も聞けてよかったです。  

今まであまり意図もなく虫食いプリントを作っていたのですが、いくつかのパターンを比べな

がら話を聞いていくうちにいろいろな考えが浮かび大変参考になりました。  

・新出語句の導入、練習についてはいつも考え悩んでしまうので、何がベストなのか…という

思いでいる。しかし、今日の渓内先生のアイデアを見せていただきヒントを得ることができた。

先生の方法で Oral introduction の中でスムーズに理解していけると思う。２学期に挑戦してい

きたい。  

原田教諭によるワークショップ  

・語い指導をたくさんのやり方で提示してくれて大変参考になった  

・とてもエネルギッシュ。Read and Look up を再びやってみようと思いました。  

・英語の歌、I like ～ . I don’t like～ .のゲーム、Read and Look up のプリント作り、まとめの活

動など興味深いものでした。  

・歌の聴き取りのペア競争、とてもおもしろいと思いました。穴埋めは難しい生徒にも抵抗な

くできそうだし、少し難しくなったらペアで協力してやってもよいかも。教科書の内容確認の

間違い探しも集中して聞かせるのにおもしろいアイデアだなぁと思いました。  

・歌の指導において単語探しゲームを行ったことがとても印象的でした。一つ一つの音に注意

してきくことや楽しみながら語いを増やしていける活動だと思いました。  

・新出語句の定着はどうしたらよいのか…様々なアイデアの中、なるほどと思える場がたくさ

んあった。Listening to a song の部と Read and Look up のシートがとても参考になった。工夫し

て自分の教材にも生かせたらと思う。  

花田教諭によるワークショップ  

・非常にいろんなやり方で発表活動を行われていて感心しました。日頃の語い力がモノを言う

だけに、私もちょっとずつでもやってみようと思いました。  

・様々なアクティビティーのアイデアをありがとうございました。今、１年生を教えているの

ですが、この子達が３年生になったときの達してほしい目標地点というものを設定しようと思

いました。  

・表現活動をかなり意欲的にやられており、日本文化紹介は自分もやってみようと思います  

・表現活動というと私にとっては準備など、どこまで生徒が行ってくれるかと不安になること

が多いのですが、段階を踏んだ指導を行うことによって生徒がいきいきと活動している姿を見

て、大切なことだなと思いました。  

・日本文化紹介につなげるまでの指導過程がよくわかり、参考になりました。語いの乏しさ、

また読めないという問題など共感することも多く、興味深かったです。授業の準備など、相当

な時間を費やされているのでは？参考にさせていただきたいと思います。  
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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、本研究で使われている「教科書語いデータ」および、これまで

の「語いと英語教育」誌をダウンロードできるようになっています。「教科書語いデータ」は、

多くの先生方が登録されています。「教科書語いデータ」を活用していただき、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。  

 

＜「教科書語いデータ」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  トップページ左側のリストから「教科書使用語いダウンロード」をクリックし、表示され

たページの「こちらから登録ページに進んでください」をクリックして、手順に沿って登

録をして下さい。登録については、全ての項目を記入していただく必要があります。また、

有効なメールアドレスが登録されないと、ダウンロードについての情報をお知らせできま

せん。ご注意下さい。登録はデータの権利保護上の措置で、この情報が他の目的で使われ

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下さい。平成 18 年 5 月に導入された新しいシステムでは、パスワード

のお知らせメールは、すぐに届くようになっています。登録後に案内のメールが届かない

場合は、登録内容の不備の可能性があります。特にメールアドレスの不備によって、パス

ワードが返送されるケースが多いのでご注意下さい。なお、ダウンロードに必要なユーザ

ー名(ID) はメールアドレスを使っているので、一度登録されたアドレスは受け付けません。

別のアドレス（不備の場合は正しいアドレス）で登録し直していただくか、直接メールで

お問い合わせ下さい。その他、パスワードの管理や扱いについては登録者にお送りする案

内メールの注意事項をよく読んでください。  

④  データは Microsoft Excel 形式（表計算ソフト約 1.6MB）です。  

 

なお、「語いと英語教育」誌についても、トップページ左の研究紀要「語いと英語教育」を選

んだ後はほぼ同様の方法で登録、ダウンロードできます。こちらはアクロバット形式になって

います。閲覧にはアクロバット（リーダー）が必要です。ホームページ上に、配布ページへの

リンクがあります。ご利用ください。  

＜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、データを使っての実践例や改善点、ご意見などぜひお知らせください。  

e-mail アドレス  goi@eigo.org 
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Ⅴ 今後の課題 

 ５年間かけて選定した「日本の中学生に必要な発表語い(written)６３５語」を元に各部員が

効果的な語い指導を実践中である。また一般の先生方にも広がるように夏休みに３回の語い指

導ワークショップを開催した。 

 そして今年度は選定した重要動詞のコロケーション調査に着手した。膨大な量のデータから

出現頻度の高いコロケーションを抽出してさらに効果的な指導を展開していきたい。 

 

 そこで今後の課題としては次の研究が挙げられる。 

①教科書のコロケーション調査の継続、リストの完成、分析 

②効果的な語い指導法の研究と普及 

③語い指導成果の検証 

④日本の中学生に必要な発表語い(spoken)の選定 

 来年度は最優先課題として①に取り組むことになる。同時に授業に生きる研究が本研究部の

基本姿勢なので②を今年度以上に進め、その検証としての③に取り組みたい。③のデータとし

ては都中英研調査部作成の「コミュニケーションテスト」を各部員の学校で実施し、語いの領

域のデータを蓄積しているところである。また全員が対象とはならないが英検も参考にしたい。 
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Ⅶ 編集後記 

 

 昨年度５年間にわたる大きな研究（発表語いリスト作り）を終えてほっとしたのも束の間、

また新たな研究が始まりました。今年度はコーパス言語学の理論と分析ツールを使って重要動

詞と次に続く語句のコロケーション調査を行いました。研究は連綿と続くと思わせるのは、た

とえば今回重要動詞を選定するために昨年度の研究結果を使用したことです。平成１３～１６

年度の基礎研究の上に平成１７年度の発表語いリストがあります。そしてそのまた上に今年度

の研究が存在するのです。本研究部の活動が今年で３０年という節目の年を迎えるにあたって、

過去の先輩諸氏の地道な研究と実践を振り返るとその膨大な量と高い質に圧倒されます。最近

「語い研究と実践では都中英研研究部が一番ですから・・・」というさまざまな問い合わせや

依頼が増えてきました。これも語いに焦点を当てつつ日々の授業から離れなかった３０年間の

歩みの賜と思います。 

 そんな記念の年に私たちは素晴らしいお二人に公開授業者と助言者をお願いしました。助言

者である長勝彦先生（武蔵野大学）は本研究部長として長く研究のリード役を務められました。

１９９６年度のご勇退まで終始公立中学校現場で研究と実践を積まれ、後進に多大な示唆を与

えてくださいました。また今では伝説となっている長先生の「雪の日の授業」を見て英語教育

に目覚めたのは今の私の世代です。 

 長先生の実践された指導法と指導理念、そして教育愛を私たち４０代、５０代の英語教師は

じかに受け継ぐ栄誉を与えられました。長先生はじめ優れた先生方の授業を競って参観に行っ

たりお互いの授業を見あったりしたものです。しかしそれはまた苦難の道の始まりでもありま

した。人から教えを請うことより、教わったことを次の世代に伝えていくことの難しさを私た

ちは痛感しています。その「雪の日の授業」を見て英語教育に目覚めた当時２０代の教師の一

人が本日の授業者である田口徹先生です。今の若い先生方に「あの雪の日の授業」を体験して

ほしい、衝撃を受けて英語教育にさらに邁進して欲しい、そんな気持ちで今回はお二人にお願

いした次第です。 

 この冊子をお読みになっている今、窓の外で小雪が舞っているとしたら、そして帰り道みな

さんが「よし、やるぞ！」という気持ちになっているとしたら、この公開授業を企画した者の

一人としてこんなに嬉しいことはありません。 

 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１９年２月２３日 研究部長 北原延晃（狛江市立狛江第一中学校） 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

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） 
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永松 朋美（江東区立第三砂町中学校）  石崎 真爾（足立区立六月中学校） 

野口 弘子（元部員）          鬼山由美子（元部員） 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《研究部のホームページ http: // www.eigo.org / kenkyu》  
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