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Ⅰ あいさつ 

研 究 部 へ の 高 ま る 期 待 

             
                      東京都中学校英語教育研究会 

                       会 長  井田 宗宏  
東京都中学校英語教育研究会の歴史をひもといてみますと、研究部は昭和４９年度に調査研

究部から分離して発足したことが記録に残っています。初代の部長は、森永誠先生で、それか

ら実に１２年間にわたり研究部に関わり、その役職を全うされています。  
私が初めて研究部の発表会に参加したのは、昭和５３年度、江東区立深川第二中学校、野中

清先生の授業でした。表現に力点を置いた授業展開で、当時としては高いレベルのモデル授業

となりました。指導講師の若林俊輔先生が、辛口のお話をされたことを未だに記憶しています。

その年は「外来語と英語教育（２）」の発表があった年でもあります。それから実に３０年以上

の長い歴史を重ねています。しかも終始一貫して“語い”にこだわり続け、妥協を許さない熱

心な研究に一種の執念のようなものを感じています。  
 近では、平成１７年度に選定した「日本の中学生に必要な発表語い 635 語」をもとに、「重

要動詞のコロケーション調査」を実施しました。そしてその調査結果として生まれた「重要動

詞におけるコロケーションリスト」を活用して新たな研究を展開しています。ワークシートや

テスト等を作成し、部員が授業の中で活用し検証しています。また、そこで得られた成果と課

題を部会で検討を重ね、夏季休業中に３回実施される“語い指導ワークショップ”で、事例と

して発表しています。  
また研究部のホームページには、有益な情報がたくさん掲載されています。「教科書使用語い

データのダウンロード」、「研究紀要『語いと英語教育』」、「研究会やワークショップのお知らせ」

や「Flash Card 表示ソフト Word Flash のダウンロード」などは、その一例です。  
さて、私が研究部の諸事業に参加していつも感じることは、生徒の実態に即し、授業を中心

に据え、絶えず探求心を持ち、地道に研究を進めていることです。研究のための研究ではなく、

教師自らが授業力を付けるために何が必要かを模索し続けていることです。毎月開催される定

例会の内容が、都中英研の運営を根底から支えています。またスピィデーな対応は組織全体を

牽引する大きな力となっています。  
さらに、客観的な視点から研究を推進するために、研究部内だけにこだわらず、部外の英語

科教師に絶えず問いかけています。研究を推進する中で、近年特に、若手研究部員のめざまし

い成長を感じ取ることができます。一人一人が自己の実践に基づき、自信を持って発表する姿

こそが、都中英研の活動の原点と言うべきかも知れません。研究部の研究は、１年を通して立

ち止まることはありません。中でも年度末に開催される研究発表と公開授業は、１年間を締め

くくる事業として、都中英研の歴史と伝統の礎になっています。  
 後になりましたが、北原延晃研究部長を中心に、部員の先生方のこれまでのご努力に対し

て、心からの敬意と感謝の念をお伝えし、ご挨拶といたします。ありがとうございました。今

後の更なるご活躍を期待しております。  
 
 



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）  
 
 



 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）  
 
 
 



 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）  
 

 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）  
 
 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）  
 
 2007 (平成 19) 年度 「語いと英語教育（31）」 

語い指導  (7) 
                  研究授業者：岸 由季（町田市立山崎中学校）  
                  指導講師：猪俣 俊哉（北海道室蘭市立陣屋小学校）  
 

2008 (平成 20) 年度 「語いと英語教育（32）」 

語い指導  (8) 
                  研究授業者：谷口 弘美（東村山市立第二中学校）  
           パネラー：田口 徹（府中市立府中第二中学校）  
               ：本多  敏幸（千代田区立九段中等教育学校）  
           モデレーター相沢 秀和（昭島市瑞雲中学校）  
 
 2009 (平成 21) 年度 「語いと英語教育(33)」 

語い指導  (9) 
                  研究授業者：岡崎 伸一（品川区立小中一貫校日野学園）  
                  指導講師：西垣 知佳子（千葉大学）  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし  

 

 研究部では、平成 13 年度より「語い指導」のあり方について研究を進めてきた。  
◆平成 13 年度  
・平成 10 年度版中学校検定教科書(7 社)で使用されている語いのリストを作成した。  
◆平成 14、15 年度  
・語いリストの修正、新しい分類項目の追加検討を行った。  

学習指導要領(平成 10 年版)では、必修語が機能語のみの 100 語となり、内容語は教科書会社

による選定となった。全ての教科書および複数の教科書で共通する語い、生徒が言語活動で

使いたい語い等、中学生が学習する語いを知ることから研究を始めた。  
・表計算ソフトに各教科書の語いを入力し、品詞やカテゴリー等に分けた。そのデータを研究

部のホームページにて公開した。  
・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を

調べ、７社に共通する語い、カテゴリー別の考察をまとめた。  
◆平成 15 年度  
・語いリストの分類項目(カテゴリー)を増やした。  

アメリカの児童用 first dictionaries 5 種と日本の児童用辞書 2 種の語いをリストに加え、検

定教科書の語いとを比較できるようにした。  
・研究部内で「語いサイズテスト」を実施した。その結果、正答率が高かったのは教科書やワ

ークシートで既習の語い、何度も出会う語い、カタカナ語として知られる語いであった。既

習語いの意図的なリサイクルが必要であることもわかった。  
・「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。普段あまり行わない語い指導

として、似ている綴りの語から特定の語を探す練習があげられた。(例 :from fron frow flom
の中から from と同じ綴りを探す) 

・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  
・アメリカの小学生が初めて使う first dictionaries、日本の児童用辞書、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。この約 200 語は、文字を見て発音できる、意味がわかる他に、概念を

想起した時に音も頭に浮かぶ、音を文字化できる段階まで指導したい語である。  
◆平成 17 年度  
・「都中英研研究部推奨発表語いリスト(written)635 語」を選定した。  

先述の暫定版リストの約 200 語に加え、AGL、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もとに選定作業を行い、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、綴りを書ける段階まで指導したい語いである。  
 
 
 
 



◆平成 18 年度  
・「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の研

究を進めた。  
・平成 18 年度版の教科書(6 社)で高い頻度で使われている語いのコロケーションについて、画

一的なものか、教科書ごとに多様性があるか等の疑問を解決するため、教科書使われている

基本動詞のコロケーションを、フリーソフト AntConc を使って分析した。そのうち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)のコロケーション調

査の結果について中間報告を行った。  
◆平成 19 年度  
・前年度に続き、検定教科書に表れる重要動詞のコロケーション調査を行い、リストを完成さ

せた。  
・各重要動詞のコロケーションより、頻度の高い上位５つをリストアップし、一般のコーパス

によるコロケーションとの比較分析を行った。  
・ 語い指導に関する学習活動、言語活動を提案し、その実践例を「語い指導ワークショップ」

で発表した。  
◆平成２０年度  
・昨年度に完成した「重要動詞におけるコロケーションリスト」を活用した実践授業を行った。

ワークシートやテストなどを参考に作成し、授業で活用した。その結果と課題について検討

を重ね、授業実践の改善を図った。  
・ その実践例や 新のコロケーション指導及び、語い指導に関する学習活動、言語活動を「夏

の語い指導ワークショップ」で発表した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ 今年度の研究 

  研究テーマ：語い指導(9)  

「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」 

 
１．研究の概要 

今年度は picture describing の活動を通して、教師がこれまでに指導した動詞のコロケ

ーション表現を、どれだけアウトプットできたかを調査した。具体的には、2007 年度に研

究部で作成した「検定教科書にあらわれる重要動詞のコロケーションリスト」を元に、

picture describing の活動を通して、表現力を高めるための指導を行った。今年も研究部

主催の第８回「夏休みの語い指導ワークショップ」を実施し、３日間で延べ約 200 名の先

生方に参加いただき、研究内容を紹介した。 

今年度の研究活動の内容について次のようにまとめ、その紹介とする。 

 

４月 20 日 港区立赤坂中学校にて  
   ・新年度の組織作り 

・学校名（異動者）、所属・指導学年、指導形態、使用教科書等の確認 

・研究部担当副会長：阿字宏泰校長（板橋区立西台中学校） 

           部長：北原    副部長：石井、鶴田、関口 

・担当部会確認  

・語い指導ワークショップ部会（企画、立案、運営） 

        チーフ：石井  部員：原田、金子、中川、岡崎、渓内 

         ・研究大会部会（企画、立案、運営、講師・会場校との連絡、研究冊子） 

          チーフ：鶴田  部員：福島、江濱、大貫、横山、二宮、川崎、福井 

         ・ＨＰ・庶務部会（ＨＰの管理と運営、部会記録や出張依頼担当） 

          チーフ：関口  部員：佐々木、上尾、永松、太田  

・今年度の研究方針、内容の確認 

・“picture describing”の活動を通して、既習の動詞のコロケーション

表現を再生できるように指導し、生徒がアウトプットした英文のデータ

を集める。 

・年に何回か部員全員の学校で共通の絵を使い、picture describingの指

導結果についてデータを取る。 

・研究活動の確認 

       ・毎月１回、研究部会を実施する。   

・夏休み期間中に語い指導ワークショップを実施し、研究部の研究内容お

よび研究部員の実践について紹介する。 

・研究発表会について確認 

・第59回全英連東京大会—-10月18日（日）の発表者、受付、記録の確認 

                   （発表者） （受付）    （記録） 

・Reading 指導 ・・・ 鶴田   石井      横山 

・Listening 指導 ・・・ 関口     二宮      江濱 

・Speaking 指導 ・・・ 渓内   太田・佐々木  上尾  
・語い指導    ・・・ 福島   大貫・福井      永松 

・辞書指導    ・・・ 北原   金子            中川 

・大会運営関係者 ・・・ 関口、原田、岡崎 

・平成22年度 関ブロ東京大会について確認 



  ５月20日  港区立赤坂中学校にて 

・今年度の研究方針・内容決定 

・研究テーマ確認：「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」 

・夏の語い指導ワークショップ計画：日程・会場校の確認 

・研究部研究発表会について: 公開授業者の確認 

・全英連東京大会の役割分担確認 

・平成22年度 関ブロ東京大会の確認 

 

６月16日  港区立赤坂中学校にて 

・研究テーマ：「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」 

・picture describingの実践について討議 

・夏のワークショップについて確認  

・研究部研究発表会について確認 

・公開授業者決定 

・全英連東京大会第２日 10月18日（日）のバックアップ体制について 

・平成22年度 関ブロ東京大会の確認 

 

７月７日 港区立赤坂中学校にて 

・picture describingの実践報告および意見交換 

・授業実践について共通するものや課題などについて討議。 

・コロケーション分析の方向性について検討  

・夏のワークショップの 終打ち合わせ  

・研究部研究発表会（２月23日）について 

  公開授業者：岡崎伸一（品川区立小中一貫校日野学園） 

・平成22年度関ブロ東京大会について検討 

   テーマ：「語い指導と辞書指導のあり方」 

 

７月27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日目 

       発表者：福島「動詞の語い指導の実践」 

           大貫「中学１、２年生の語い指導」 

           北原「１年生が身につけた重要動詞のコロケ－ション調査結果」 

 

８月６日 板橋区立高島第三中学校にて 

・夏休み語い指導ワークショップ 第２日目 

       発表者：関口「中学１年生 基本語いの導入・活用・指導」 

           上尾「中学３年生の語い指導」 

           鶴田「Picture Describingによる語い指導」 

 

８月18日  中央区立銀座中学校にて 

・夏休み語い指導ワークショップ 第３日目 

       発表者：佐々木「中２ビンゴブックを活用したCollocation指導」 

石井 「１年動詞 Collocation指導と２年未来表現でのchat」 

渓内 「オーラル・イントロダクションでの語いの扱い」 

 

９月29日 港区立赤坂中学校にて 

     ・picture describingの実践報告・討議 

     ・夏の語い指導ワークショップの総括と反省  

     ・研究発表会講師検討 



     ・全英連大会における役割分担確認 

   

10月22日 港区立赤坂中学校にて 

     ・picture describing 実践報告・討議 

・研究冊子原稿体裁確認 

・研究冊子原稿分担 

・研究授業の授業略案検討 

・研究発表会案内、当日の仕事確認 

 

11月16日 港区立赤坂中学校にて 

     ・研究冊子原稿検討 

     ・平成21年度関ブロ埼玉大会報告：上尾、江濱、岡崎 11月13日(金)所沢市 

     ・英語学芸大会（事業部主催）手伝い確認：福島、大貫、太田 

・研究授業の授業案検討(1)  

・研究発表会当日の役割分担確認 

 

 12月４日 港区立赤坂中学校にて        

     ・研究授業の授業案検討(2) 

     ・研究冊子原稿 終検討 

     ・研究発表会案内状検討、配布担当者確認 

           

 １月25日 港区立赤坂中学校にて 

・研究授業の授業案検討(3) 

     ・研究冊子『語いと英語教育』(33) 

「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」冊子校正 

     ・研究発表会会場の下見、打ち合わせ報告 

・研究発表会当日の進行について確認 

・研究発表会当日の役割分担 終確認 

       

 ２月23日 品川区立小中一貫校日野学園にて 

     ・研究授業 

・研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査 

1. 研究の流れ 

 〈平成２０年度〉 

(1) 平成１９年度に作成した「重要動詞のコロケーション調査」の結果を授業での実践やテス

ト、教材プリントの参考にし、取り入れた。  
(2) 月１回の部会で、コロケーション指導について部員がそれぞれの実践報告をした。「語い

と英語教育（３２）」参照  
 例 ・リストを参考に目的語から動詞を選ばせるワークシート。  
   ・動詞と目的語をマッチングさせる活動。  
   ・目的語をかえるワークシート。  
(3) 実践報告を行う中で、生徒にとって、記憶に残りやすい提示方法や指導方法はどのような

ものか、改善案を検討した。改善意見として、以下のようなものが挙げられた。  
・教科書本文と同じ文では、暗記のテストになってしまう。リストを参考に、本文とは

異なるコロケーションを扱ったほうが良い。  
・日本語と英語の一対一対応のような単語テストは意味があるのか。  
・テストで出題するのであれば、授業実践が反映されるべきである。  
・辞書指導との関連性。  

 
〈平成２１年度〉 

(1) 昨年度までのコロケーション指導によって、生徒にどのくらい語いや表現がインプットさ

れたのか、どのような力がついたのかということについての検証が課題となった。そこで、

研究テーマを「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」とし、Picture 
Describing という活動を通して、生徒がこれまでに習った動詞＋αの表現を再生できるよう

に指導し、実際にアウトプットされたデータを調査することとした。  
(2)  月１回の部会で、部員による Picture Describing の実践報告を行った。（ Picture 

Describing を使った指導例とコロケーション調査 p.16 ～p.   参照）  
   ・既習の絵を使用しての Picture Describing  (3) (5) (6) (7)   
   ・初見の絵を使用しての Picture Describing  (1) (2) (4)   
(3) 実践報告を行う中で、考えていくべき事柄を話し合い、改善案を検討した。  
    
 2. 生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査  

 部員それぞれの Picture Describing を使った指導例とその活動を通して生徒がアウトプッ

トした表現を持ち寄り、重要動詞コロケーションがどの程度表出したか調査した。以下に指導

実践の方法、効果等をまとめる。  
(1) 実践の準備について  
  ・絵を説明する時に、必ずと言ってよいほど使用する動詞がある。  

( wear, have, sit, talk, stand, walk, see, look, look ＋形容詞、等)  
研究部選定重要動詞一覧をできればコロケーションも合わせて示しておくとよい。  

・「描写の仕方」を事前に指導する。（Picture Describing を使った指導例とコロケーショ

ン調査(2)石井実践資料参照）  



(2) 実践の効果と考慮すべき点  
 ①・既習の絵を使った Picture Describing でも学習してから時間が経過しているものは、身

に付いた表現のアウトプットと考えられるが、学習直後の場合、短期記憶にあるだけで、

身に付いた表現でない可能性がある。  
・既習レッスンを Picture Describing させる場合、生徒に絵を描かせることは、生徒自身

が話したい部分だけをデフォルメできるので良い。  
・教科書本文と違う文であっても当然構わない。むしろ自分が身に付けた表現をアウトプ

ットできていると考えられる。  
  

②・初見の絵を使用する場合、生徒の想像力を働かせることができる。  
・未習ページのピクチャーカードを使う場合、そのページの内容理解のための readiness
になる。  

 
 ③・使用する絵は、人物が多く、動きがあり、風景がある絵を選ぶと生徒がアウトプットし

やすいと考えられるが、適切な絵を見つけるのが難しい。  
・教師の correction については、生徒同士の peer correction も考慮しなくてはならない。  
・学習指導要領に「文と文のつながりを注意して文を書く」とあるので、単に１文だけを

書かせる活動で終わらせないような工夫が必要である。  
・speaking 活動の場合、 impromptu か prepared かで、負担が変わってくる。段階的な

指導が必要であると考えられる。  
  ・writing 活動では辞書の使用もよいが、どのように指導を取り入れるか。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



３ picture describing を使った指導例とコロケーション調査(1) 

 

港区立赤坂中学校 北 原 延 晃 

１ 調査目的 

 授業でインプットした動詞とそのコロケーションがどれだけ生徒からアウトプットされるよ

うになったかを調査する。 

 

２ 調査方法 

 ２年生２学期中間テスト問題の解答を分析した。 

言語や文化の知識と理解（重要動詞のコロケーション） 

８例にならって次の動詞につながる言葉を書きなさい。（２語以上でもよい） 

                              （２点×２＝４） 

1. stay (Lesson 1-3)  → 例  stay for five days 
2. get (USE IT 1) → 例  get up 

 

３ 調査結果 

 解答の異なりを表示した。複数の生徒が同じ解答をしたものには( )内に人数を入れてある。

（学年在籍数３２名） 

1. stay : for one/two/four/five/six days(7), for one hour/one hour and a half(2), in 
Japan/Kyoto(2),    

here(2), at home/my aunt's home(2), with me(2), home, away, to learn about 
China,  
since two years ago, at the station, in the farm house, late today 

2. get : it(8), away(4), down(3), happy(2), up at seven(2), home, angry, back, money,  
something to drink, get a mukkuri at Midori Hall  

 

４ 結果分析 

 教科書本文で使われたものが多い。次に連休の日記、夏休みの絵日記で使った表現が目立つ。 

1. stay :  
for one/two/four/six days(6), for one hour/one hour and a half(2),  
       ２年 Lesson 1-3 で生徒は stay for five days という表現を教科書で学んでいる。その 

    ため、for...days という答えが一番多かったものと思われる。また例が for...days な 

    のも影響している。 

       教科書本文で使われていたが生徒にとっては難しいと思われた one hour and a half 
    が表出されたのは中学２年の１０月であることを考えると驚きである。  

in Japan/Kyoto(2), here(2), at home/my aunt's home(2), home, in the farm house, at the station, 

    場所を表す前置詞句のコロケーションである。教科書ではいずれも登場しない。 

    home, at home はペアワーク・シートで学習したことがあるくらいである。他の表 

    現は授業では出会っていない。  



 
 

with me(2), away, to learn about China, since two years ago, late today 
これらはどうやって身につけたのか、全く不明である。今後、聞き取り調査をしたい。 

2. get :  
it(8), away(4), down(3), happy(2), up at seven(2), home, angry, back, money,  

本校では New Crown を使用しているが get は１年生では登場しない。２年生でも get 
up として Lesson 1 の後ろに表れる他、get land and food が Lesson 3 で登場するだ

けである。get it がダントツに多いが Teacher Talk からインプットされたものと推測

できる。get down は未習だが、get up からの連想で出てきたものかもしれない。 

get＋形容詞はまだ未習なので get happy/angry が出たのは意外である。辞書指導で

get をひかせたときに覚えたのかもしれない。get away, get back も phrasal verbs と

して辞書で遭遇した可能性がある。 

get a mukkuri at Midori Hall, something to drink 
１年 Lesson 4 で mukkuri や Midori Hall が登場する。健の人物紹介(picture 
describing) 
をした時にこの表現を使った生徒がいた。 

something to drink は未習だが、英検に頻出するので、自学で修得した可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



picture describing を使った指導例とコロケーション調査(２) 

 

深川第八中学校  石 井   亨  
 

3 年生の picture describing 指導と評価 

ねらい・既習の英語を使って、初見の絵について描写し、今までの総復習をして英語力をつける。 

      ・英検二次試験対策にする。 

教 材：初見の絵を見て describing することをねらいにしたので、現在指導している教科書の

絵ではなく、今後指導する教科書の Unit の絵や英検二次試験の絵を利用。  
1 夏休み前(7 月)の指導 

第１時(50 分) 
1,handouts で説明(10 分) ＊資料 1 

    英検 3 級二次試験の絵も power point で見せ、二次試験についても説明する。 

  2,worksheet (英文を 15 文書けるもの)を配布、記名。 

    英語室・机の中の英和和英辞書を spelling check で使ってもよいと指示。 

  3,教科書 COLUMBUS 3 年 Unit 4-1(P.35)の未習の絵を power point で提示(20 分) 
  (1)近くの人と何をどのように言うかを相談するように指導。3 分間取り、その間に机間指導。 

この相談により、どの生徒も活動に参加できるようにした。 

  (2)全員が立つ。手を挙げた生徒を指名する。指名された生徒は絵を 1 文で描写する。  
苦手な生徒からなるべく指名する。良い内容については教師が復唱して他の生徒に聞かせ、

良い点を指導し、必要な場合は板書した。  
  (3)発言した生徒は座って自分が言った文を書く。 

  4,教科書 COLUMBUS 3 年 Unit 4-2(P.36)の未習の絵を power point で提示(15 分) 

Unit 4 -1 (P.35)で活動に慣れた所で、次の Unit 4-2(P.36)をやってみる。上記 3(1)～(3)を行

う。 

worksheet を回収。英語の違っている箇所は赤で下線を引いた。次回 ,この worksheet を返し、

再度使う。  
違っている箇所は自分で直し、間違いを訂正できない生徒は聞きに来るように指導する。 

  第 2 時(20 分)  Unit 4-3 (P.37)と Unit 5 -1 (P.44)の picture describing 
    上記 3(1)～(3)を行う。残りの時間は教科書などを進めた。 

  第 3 時(15 分)Unit 5 -2 (P.45)の picture describing。残りの時間は教科書を進めた。 

  第 4 時(15 分)英検 3 級の絵を  picture describing。残りの時間は教科書を進めた。 

  第 5 時(20 分)英検 3 級の絵を  picture describing。 

ここまでに色々な描写内容・方法を他の生徒からも学習してきたと考え、以下のように話

した。 

「今日は 5 分間でどれだけ多く書けるかをしてみる。期末テストにも備えるため。」 

新しい worksheet を配布。5 分後にスタンプを押す。一番多く書いた生徒に言ってもらう。

教師が板書。 

違った文型などを書いた他の生徒にも言ってもらい、板書。(机間指導で探しておく) 
他の生徒はそれを写す。(writing notebook に)。worksheet を回収、英語の違っている箇所に

赤線を引き返却。  
結果：5 分間に書けた文の平均数が 5 文。 高は 15 文。  
 
 



2,夏休み以降(8,9 月)の指導 

 2-1,前期・期末テスト(9 月 16 日)に出題することを告げる。テスト内容は以下の通り。 

初見の絵について適切な英語が書ける。1 文につき 2 点。何文書いてもよいが、 高 10 点。 

    評価規準：絵を描写した内容か。英語として通じるか。同じ種類の文は 2 回まで。(例) This 
is ～ . This is ～ . 
 2-2,授業での指導(各授業で約 25 分。これを 4 回行った。) 
  (1)英検準 2 級の絵を power point で提示。 

  (2)考える時間を数分取る。(近くの生徒と相談する) 

近くの人などで何をどのように言うかを相談するように指導。4 分間取り、その間に机間

指導。 

  (3) picture describing  
他の生徒の発言をよく聞いていると参考になると指導する。 

全員が立つ。手を挙げた生徒を指名する。指名された生徒は絵を 1 文で描写する。  
苦手な生徒からなるべく指名する。良い内容については教師が復唱して他の生徒に聞かせ、

良い点を指導し、必要な場合は板書した。  
 (4)絵を見て 4 分間で考えた文をたくさん書く。(定期テストで書けそうかを実感させるため) 

自分の言った文または他の生徒が言った文を書いてもよいと指導し、writing notebook に書

かせる。 

何文書いたか手を挙げさせる。一番多く書いた生徒に文を言ってもらい、その文を板書する。 

違った文型などを書いた他の生徒にも言ってもらい、板書。(机間指導で探しておく) 
他の生徒はその文を writing notebook に写す。 

3, 評価 ＝ 3 年生が前期期末ﾃｽﾄ(9.16)で初見で書いた文   
   問 13【ﾃｽﾄ内容：絵について適切な英語が書けるか】平均 7.7 点  (配点 10 点)  

次の絵を英語で描写しなさい。＊英検準 2 級二次試験の絵を利用。 

評価規準：絵を描写した内容か。英語として通じるか。同じ種類の文は 2 回まで。  
(例) This is ～ . This is ～ . 
評価基準＝1 文につき 2 点。何文書いてもよいが 高 10 点。つづり、冠詞、複数形のミス

は１文につき 1 点。  
以下は期末テストの答案に生徒が書いたもの(ミスは訂正) 
１人の生徒が書いた文 

生徒 A  
There are five people at home.   A man is reading a newspaper.  I think a cat is drinking some 
milk. 
There are five cups on the table.  I think a boy will eat breakfast. It's seven o'clock.  A girl is 
wearing a red shirt. 
生徒 B  
There are five people in the house.   I think a girl likes a cat.   A boy is having two dishes. 
An old man is sitting.    A woman looks happy.   I think a boy is going to go to school 
テストで生徒が書いたその他の文   ＊下線部は動詞 collocation 
・教科書で学習した動詞 collocation 
They are going to have breakfast.  An old man is reading the newspaper. 
It's important for an old man to read the newspaper.  I think a man wants to go to bed. 
 I think a man is getting up now.  I think a man has just got up. I think it's hard for a man to get 
up early. 



I think a man will go to his office. I think a boy will eat breakfast. I think a boy is going to school.  
A boy looks like a junior high school student. I think a woman is drinking tea.  
I think it's difficult for a man to get up early at seven o'clock. 
A cat is drinking milk. 
・picture describing で指導した動詞 collocation(ワークシートまたは授業中の指導)を生徒が

書いたもの  
An old man is wearing glasses.  An old man looks fun.  A man looks busy.  A man looks 
sleepy.   
A man looks tired. A man is brushing his teeth. A man is wearing a blue shirt.  
A boy is putting dishes on the table. A girl gives milk for a cat. A girl is putting milk on the floor.  
A chair is made from wood. A girl is looking after a cat.  A woman looks happy. 
・その他  
I think an old man is clever. A man is having a newspaper. A boy is older than a girl. 
There are five people in the house. I think they are family. I think a man wants to sleep.   
A man has not said "Good morning " yet. A boy is standing by the table. A boy is standing by his 
mother.  
A boy is having two dishes. A boy is helping his mother. I think a girl likes cats. The girl is 
feeding the cat.  
I think the girl is the youngest in this picture.  I think a woman is a mother. I think it's sunny. 
A woman is sitting on the chair. It's seven o'clock. There are five cups on the table. I think it will 
be sunny.   
A newspaper is read by an old man. There are two dishes on the table. Dishes are put by a boy.  
It looks morning. There is a clock on the wall. There are five chairs in the room. I think it's winter.  
I think this bread is very delicious. I think a cat wants to drink milk. I think this is a picture of 
family.  
I think the cat is already hungry. I think the breakfast was cooked by a woman.             

 4,生徒アンケート結果より 

3 年アンケートより(2009.7.) 
picture describing (スクリーンの絵の描写)は英語の学習に役立ちますか。 

ア Yes.63 人(80%) イどちらかと Yes 15 人(19%) ウどちらかと言えば No.1 人(1%) エ No.0 人   
 ・今まで習った文法が全て使えて勉強になる。忘れかけていたものも思い出す。(ｱ) 

・色々な言い方を見つけたり、聞けたりできるから(ｱ)  
・英検の時に迷わずにすぐ言えたから(ｱ) 

・とっさに自分が思いついた英語を言って考える力が伸びた(ｱ) 

・自分で英文を考えるから文法が身につく(ｱ) 

・言ってから座るのはすごく積極的になれる(ｱ) 

・絵を見て説明することは日常でも使うから(ｱ) 
・英語が覚えやすかった(ｲ) ・席が替わると絵が見えなくなる(ｳ) 

 



資料 1             Picture describing  (絵の描写) 

     ねらい ・既習の英語を使って、絵の内容について描写し、今までの復習をして英語力をつける。 

             ・英検二次試験対策にする。 

     評価：picture describing sheet に書いた英文の数を「意欲」として評価する。  
      前期期末テストに出題予定。                   
   内容：絵について、英語で描写する。 

           指名された生徒は英語で描写し、OK などと言われたら、picture describing sheet に書く。 

    2 度以上発言してよい。そのたびごとにその英語を picture describing sheet に書く。 

    ＊他の生徒の英語を聞いていると、参考になる。 

             英語でどのように言うか知りたい時には"How do you say         in English ?"と聞く。 

 

     ア人物について描写する。(服装、様子、知っていることなど)    
動作は現在進行形(be 動詞+動詞 ing)を使う。 

      (例 P.12)  A woman is standing.  A woman is wearing orange shirt.    
                Ms.Brown is an English teacher.  Ms. Brown is standing by the woman.  
      (例 P.13) The students are sitting on the chairs.  The students are listening to speech.  
               Daisuke is having his pencil in his hand.   Kazu is opening his notebook. 
      (例 P.14) A child has his bag and his notebook.  A child is studying on the ground.  
 

     イ人物がどこにいるかを描写する。 

      There is (are) ～を使ってもよい。(例 P.14)  There are a lot of children in the school. 
      前置詞：on～  (～に接して)  by ～  (～のそばに) under ～  (～の下に)  in～  (～の中に) 

              between A and B (A と B の間に)  among～  (～の３つ／人の間／中に) next to ～  (～の隣に) 

      (例 P.13) The students are in their classroom.   (例 P.12) A woman is next to Mrs.Brown. 
                    
     ウ想像できること、これからしそうなこと(be going to, will)を描写する。 

      (例 P.12)  A woman is going to make a speech.  (例 P.13)  The students will listen to a speech. 
 

     エ自分の意見、考えを言う 

      look～(～に見える) I think～(～だと思う)  I hope～(～を希望する) I know～  (～を知っている) 

      (例 P.14)  A child looks happy.     I think a child wants to study.   
 

     ・助動詞を使う(1, 2 年の復習) 

      will～(～するだろう)  must～(～しなければならない、違いない) may～(～かもしれない、してもよい) 

      can～(～することができる)  should～(～すべきだ、した方がよい) 

      have(has) to～(～しなければならない)  don't(doesn't) have to～(～しなくてよい) 

      (例 P.14) I think a child has to do his homework. 
 

     ・現在完了形を使う(継続、経験、完了) (3 年の復習) 

      (例 P.14)  I think a child has just finished school for today. 
 

     ・不定詞を使う  (2,3 年の復習)     ＊下線部には動詞の原形を 

      need to do  (    する必要がある)  want to do  (～したい)  like to do  (～することが好き) 

      try to do  (～しようと試みる)  start(begin) to do   (～し始める) 

       (例 P.13)  The students need to study.   
      It … for～  to do  (することは～にとって…です) 

       (例 P.13) It is nice for the students to listen to a woman's speech. 
      what( where, when, which) to do    ＊how to do  ( する方法  ) 
      何を、(どこで、いつ、どちらを  ) するべきか／したらよいか。 

       (例 P.14)  The child knows how to study on the ground. 
 

     ・接続詞を使う  (2 年の復習) 

      When～(～する時／～した時)  If～ , (もし～なら、)  After～ , (～した後で)、Before～(～する前に) 

      (例 P.12)  When a woman made a speech,  the students listened to her speech. 
      (例 P.14)  If there is no school, children can not study.   
 

     ・比較級(…er、more)、 上級(the …est, the most)、as ～as…  (…と同じくらい～)を使う  (2 年の復習) 

      (例 P.12)  A woman is taller than Ms.Brown. 
      (例 P.12)  I think a woman can speak English as well as Mrs.Brown. 
 

     ・受け身(～される、られる)：be動詞＋過去分詞  (2 年の復習) 

      (例 P.12)  A speech table is used for a woman. 



Picture Describing を使った指導例とコロケーション調査 （３） 

Lesson の復習としての Picture Describing の実践 

 

                                          板橋区立高島第三中学校 福島 美記子 

 

１．指導学年・実施時期   中学２年生。Lesson 2 終了後。 

２．指導教科書    New Crown 2 

  

３．目的  教科書の Picture Cards を見て、今までに習った英語を使用して、英語     

を再生する。 

 

４．手順 

（１）黒板に Picture Card を貼り、番号を振る。 

（２）生徒は教科書などは全て閉じ、一人一人絵を選んで、教師の前で英文を言う。 

（３）大きな間違いはその場で教師が直して、生徒に言わせる。つまずいた生徒に    

はヒントも与える。 

（４）言えたら、短冊の紙を渡し、生徒は言った文を記入して提出する。その際辞書や教科書

を見てもよい。 

（５）次の時間に良くできている英文を他クラスのものも含めて紹介する。（次の Picture    

Describing につなげるため） 

 

４．使用した絵（一部） 

 

New Crown ２    Picture cards 

 

５．生徒から出た英文 

・Kumi is making washi. 
・The man is making washi. 
・Paul is a boy. 
・Paul was writing tomodachi. 
・Paul is sitting up straight. 
・She is Kumi. She made washi. 
・Kumi has a fan. 



・Mr Sato was kind to Kumi. 
・Fans have many size. 
・They are talking about Paul's group activity. 
・ It's an uchiwa. Uchiwa is eco. 
・He studied shodo for an hour and a half. 
・Kumi and Mr Sato were making washi. 
・He is a washi craftman. 
・She is writing Kanji. 
・He's wearing a blue T-shirt. 
・These are four uchiwas. 
・He can write kanji. 

・I think that she is kind. 

・I think Kumi is cute. 

・Kumi is wearing an orange shirt. 

・He is Paul. He often playes football very hard. 

・There is a rainbow fan. 

・Kumi's uchiwa is very cute. 

・He likes football. 

・She is Kumi. She has a lot of friends. 

・Paul learned that shodo is fan. 

・He isn't tired. 

・She is Jesica. She learned shodo. 

・He is a volunteer teacher. 

・She uses the uchiwa. 

・Paul is from the USA. 

・Tom likes American football. 

・She is Kumi. She is making paper. 

・He is Paul. He is kind. 

・She is Ms Sasaki. She is a shodo teacher. 

・I think that shodo is difficult. 

 

６．まとめ・改善点 

・教科書本文の再生が多かったため、少し時期を遅らせて、Lesson が進んだところで 行

うと、もっと様々な英文が出ることが期待できる。 

・単文が多いため、「２文以上で」など条件を付けてやっても良い。 

・ 現在進行形が多くなってしまうので、I think～.や There is～. There are～.など  使

える文法事項を指導して行うと、より多くの種類の英文が期待できる。 

 

 

 



Picture describing を使った指導例（４）      
大田区立貝塚中学校 江 濱 悦 子  

１．指導学年 ３年生 ６月  
２．題材 現在完了形で使用する３枚の絵  
３．手順の補足 ①~③をつなげると、一連のストーリーが出てくる。この３枚の絵を、現在

完了形（完了）の導入として使用した。定着させたい文としては、  
①  They are at home.→②They are going out.→③They have gone out.となる。今回はこ

の絵を使って復習の意味も込めて、一枚一枚を今まで習った英語の表現で、どのくらい

表現できるか、確認を行った。  
４．手順 毎時間配布するワークシートに３枚の絵をのせ、生徒にできるだけ絵に関する表現

を書かせる。（以下は生徒の原文をそのままのせました。）  
・One of them plays the guitar very hard. 
・Both of them wear black glasses. 
・There is a cat under the chair. 
・There are two men in the room. One of them is playing a guitar. 
The other one is reading a book. 
 

 
・They are very cool. It seems very dangerous. 

 
 
 

 

ely. 
 

 I think that they will make dangerous music.  
・They will go to the concert. I think that they are very 
popular.  
・The men are leaving the room. They are carrying a 
guitar. 

・The room is clean. My room is very dirty, so I    

want to live in this room.
・The guitar music isn’t left on the table. I feel that 
the room is very lon

 
５．今後の課題 1 つの絵に対して２文以上で書くように指示したが、内容的につながりのあ

る文を書ける生徒が少なかった。このような活動をさせるのは初めてだったので、この練

習を機会に内容的にまとまりのある多くの文を書くように指導し、継続していく必要性を

感じた。  
 
 
 



Picture Describing を使った指導例（５） 

 

              大田区立大森第七中学校 金 子 健次郎  
 
1. 指導学年： 第３学年  
 
2. 教科書：  New Horizon ３  
 
3. 題材：   An American Rakugo-ka (Unit4, p43) 
 
4. 本文：  

 
  My Japanese friend had a different problem. One day my 
family 

took him to an elegant American restaurant. He ate a lot and  
became thirsty. He wanted some water, so he shouted,“I’m sorry! 
I’m sorry!”Everyone in the restaurant stopped eating and looked 
at him. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 手順  
（１） 黒板に Picture Cards①②を貼る。ページ毎に使える市販の Picture Cards は１枚  

で、残りの１枚～３枚の Picture Cards は教員作、もしくは生徒作。  
                          
         ①教員作             ②市販  

 

（２） Picture Cards①②を説明する。説明文は右記（ア）の部分になる。  
この説明文は予め Picture Cards と本文を参考に（ページ毎）５文～８文程で作成して

おく。                      



（３）Picture Cards①②の下に（イ）の文を一枚ずつ貼り付け、説明を２～３回くり返す。  
   説明文は（２）と同じ（ア）の部分である。ただし説明文以外にも簡単な Q&A を付け加

える。今回は説明文を貼り付けている（／の部分は省略されているが容易に推測できる。）

ので説明を視覚でとらえることができる。  
 
（４）黒板に見られる状態（Picture Cards①②が貼られ、それぞれのその絵の下に説明文  

（イ）が貼られている。）を小さくしたプリントを配り、ペアでこれを使ってお互いに  
交代して説明の練習をする。  

 
（５）説明できる生徒から前に出て、Picture Cards を説明する。（（イ）の説明文は下に貼っ

たままの状態である。一文でもよい。自分で創作した簡単な文でもよい。）  
 
（６）（イ）の説明文を取り去った状態で、（５）を繰り返す。  
 
（７）本文の聞き取りの後、本文の音読を繰り返す。  
 
（８）本文の要約を辞書を使用しながら簡単に英文で書く。  
 
 

（ア）                    （イ）  
Bill’s Japanese friend had a different problem.     Japanese friend / problem 
It is in America.                                  It / America 
This is Bill’s Japanese friend.                     This / Japanese friend 

①  This is his mother.                                    / mother 
This is his father. / father 
This is an elegant American restaurant. / American restaurant 
His family took him to the restaurant. His / took / restaurant  

 
He ate a lot and became thirsty. He / a lot / thirsty 
He wanted some water. / water 
He shouted,“I’m sorry! I’m sorry!”    / shouted,“  ”  

②  They are guests. They / guests 
He is a waiter. He / waiter 
They stopped eating. They / eating 
He stopped serving. He / serving 
Everyone looked at him. Everyone / him 
 
 
 
 



６．その他  
「①②の絵を説明する英文をそれぞれ５文ずつ書きなさい。その５文によって内容を十分

に説明すること。また各英文は英語４語以上とする。」という出題文で説明文の確認を行

った。以下の文が代表例である。  
   （２０点満点で平均は１０．５点である。）  
 
・A young man is Bill’s Japanese friend. An old man and his wife are Bill’s parents. 
  They will go to the restaurant. It is very elegant. Bill’s Japanese friend is very happy. 
・My Japanese friend had a different problem. One day my family took him to an elegant 
 American restaurant. They are looking forward to eating dinner. But something was 
happened by him. 

・This is in America. This is an American restaurant. They will eat something. They are 
  smiling now. There are two American and one Japanese. 
・These are three people. They are his family and friend. Father pointed to the American 
  restaurant. Mother also did it. They will eat supper at the restaurant. 
・A woman and a man were married. And they will take a Japanese friend to the 

American restaurant. They pointed to the American restaurant. They looked very happy.  
 

７． 感想および今後の課題  
私の理想とする英語の授業は、語いを効率的に習得し、 後に「自己表現活動」で終わ

る授業である。ここで例示した Picture Describing は、多少準備に手間がかかる面がある

が誰もが身近にでき、かつ も大切な本文を主体的にできる「自己表現活動」である。上

記の生徒の文においても、簡単な基本文から取り組み、それを繰り返し、要約し、辞書を

使用することで、 後には創作文に到達することができた。（下線部分参照）時制などの使

い方に多少難はあるが、一年前には授業することさえ困難な生徒たちが、楽しんで取り組

む姿を見ることができただけでも価値はあったと思う。指導方法や指導内容でもう少しま

とめた方がよいものもあった。それらのことを改善しながら、今後も生徒自らが自主的に

取り組み、発表や発信する場面を多く取らせていきたいと思う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Picture Describing の指導例とコロケーション調査（６） 

                       
狛江市立狛江第一中学校 横 山 牧 子  

１ 指導学年  第３学年  
２ 教科書  New  Crown  1~3 年  
３ 使用した絵  教科書の既習ページの絵  
４ 指導過程  
  授業の 初に、継続的に行う。２週に１回程度。  
 （１）導入  初に、Picture  Describing について、役に立つ表現をまとめたシートを

配布し、慣れるまでは、そのシートを参考にしながらやっていった。  
（２）手順                                         

① 初に、絵を 1 枚提示し、その絵について表現できる英文を３分間でできるだけ、書

いていく。その間は話し合いはなく、自分でできる限り書いていく。  
②書き終わったら、どんな英文が書けているか、挙手させて言わせる。教師は、生徒が

言った文を、黒板に書いていく。  
③教師側から、生徒がアウトプットした表現についてアドバイスし、どのような表現が

適切なのか、また他の表現例も付け加える。  
５ 実際の英文  

( 初の頃) 
Paul  is  walking . 
Paul  is  having  a  ball. 
Kumi  is wearing  a  red  T-shirt. 
She  is  having  lunch. 
They  are  going  to  play basketball. 
It’ll  be  rainy. 
Paul  looks  funny. 
 Kumi  runs  slowly. 
I  see  two  boys .        

   生徒達が、1 年生の頃の絵なので、教科書本文の例はあまり出てこなかった。動作の説

明は、進行形で表現するなどなるべく動詞を使用して表現することなどをアドバイスした。 
６ 今後の課題  
   生徒にとって、英文を書くことは一番難しい。しかし、この活動を継続的にやることで、

少しずつ表現の方法を、具体的に理解しつつある。さらに、動詞の使い方などをアドバイ

スしていくことで、書く力が身についてくると思われる。  
   又、示す絵も既習のものだけでなく、新しいものを使うとどうかなども今後試みてみたい。 
 
 
 

 
 



教科書の絵を使った Picture describing （７）  

                      江東区立深川第一中学校 原 田 博 子  
１． 実施学年：江東区立深川第一中学校３学年 平成２１年１１月実施  
２． 使用教材：Columbus 21  English Course  2 年 Unit 9(1) 
３．教材選択のねらい：取り上げた絵から読み取れる事実を描写する文、人物の表情を描写す

る文、女の子の動きから次の行動を表す文(be going to~)など比較的幅広い文が生徒から引

き出せると考えた。また、生徒は話の概要はわかっているので、この絵から次の話につな

がるまとまりのある文が書けるのではないかと考え、この絵を使用した。  
４．実施方法：  
(1)  絵を説明するときは、人物の動作表現は現在進行形で表現する、絵の中にあるものを紹

介するときは There is / are~.で表現する、表情を表す時は look を使えるなどといったこと

を復習する。さらに、絵についての事実を述べるだけではなく、絵から予想できることも

表現するように伝える。そのために、be going to~, will といった表現を引き出す。  
(2) 初めの３分間は個人で文を書かせる。単語のスペリングミスなどは気にせず書くように伝

える。  
(3) 近くの友達と、お互いがどんな文を書いたか確認し合う。教師は表現の仕方に関して生徒

からの質問を受ける。  
(4) 同じ文は発表しないようにして、書いた文を発表させる。ひと通り出たところで、まだ出

ていない文をすべて言わせる。教師は生徒から出た文でクラスに注目させたい文について

説明する。  

   （図は Columbus 21 Unit 9p.69 より）  
【絵の状況説明が中心の文】  
Jenny has a cup. (３年生が書く英文としては、Jenny has a cup in her right hand.が望ましい。 ) 

Jenny and Hiro have cups. 
Jenny is wearing a red shirt. 
Jenny is sitting on the sofa. 
Jenny is smiling. 
Jenny is encouraging Hiro. (encourage は３年の教科書本文 Unit 6 に表れた語）  
Jenny is cheering up Hiro. (cheer up は２年で学習済み) 
Jenny is talking with Hiro. (to のほうが絵の状況では相応しい) 
Hiro is sad. 
Hiro looks (very) sad. （very を入れた生徒もいる）  
Hiro is depressed. 
Hiro looks worried. 
Hiro is sitting on the floor. 



Hiro is wearing a blue T-shirt. 
Hiro is worrying about Leo. 
Leo is sleeping (on the cushion). （on the cushion を加えた生徒もいる）  
Leo is sick. 
Leo looks bad. 
Leo is covered with a blanket. （cover は１年時に、Snow covered the whole town.で学習済み）  

There are two cushions.   
There is a (white) sofa. （white を使った生徒もいる）  
【絵から読み取れるこれからの状況を表す文】  
Hiro is going to look after Leo. (look after~は３年教科書で習って間もない) 
Hiro is going to cry. 
Hiro will cry for Leo.  
Hiro will be crying. （この文型は授業で取り上げたことはないが生徒から出た表現）  
Hiro will drink. 
Hiro won’t leave Leo alone. ( Leave me alone.として３年の教科書で学習したばかり) 
I think Hiro is going to cry. 
Leo is going to die. 
Leo will die while Hiro looks after him. 
Jenny will leave Hiro alone. 
Jenny will worry about Hiro and Leo. 
Jenny is going to get out of the room. 
Jenny is going to pat Hiro on the shoulder. (1 年時に Another snowball hit Jenny in the face.を学習済み ) 

【とくに上の条件に当てはまらない文：２文以上で話の流れを説明するような書き方でもいい】  

I think Hiro didn’t take care of Leo. 
I think Jenny is saying, ”Hiro, cheer up.” 
Leo knows when Leo is going to die. 
                         
 
 
 
 
 
 
５．課題  

〔参考〕Unit 9(1) 本文  
Jenny: Oh, you’re still here with Leo. 
 Hiro: Yeah. I want to be with him until morning. 
Jenny: I know how you feel. 
Jenny: I’ll make you some sweet hot lemon.  When you are sad, 

the best thing to do is to have a hot drink.   
Grandpa always said that.  

 絵から予想できる文も表現させたので、教師側が予想した以上に、内容的にいろいろな文が

見られた。ペアでお互いの文をシェアしながら作業する中からいろいろな文が挙がってきた。

今回は６月と１１月の２回しか行うことができなかったが、定期的かつ計画的に picture 
describing を行うことを通して、語い力と場面に適した表現力を高めることができる。今後は

教科書以外の話の流れがわかる絵を使い、まとまりのある内容が述べられるような指導を行い

語い力、表現力を養いたい。  



４ 夏の語い指導ワークショップ（１） 

動詞の語い指導の実践 

                                          板橋区立高島第三中学校 福島 美記子 

 

１．語い指導の目的 

 中学校の 終段階で生徒に身につけさせたい力として、「自分の考え、意見を英語で表現す

ることができる。」「ある分量の英文を読んだり聞いたりして内容を理解することができる。」

という事を目標にしている。これらコミュニケーション能力の育成のために必要な指導の一つ

に語い指導が挙げられる。「語い」は英語の基礎力の大切な１つである。 

 

２．動詞の指導 

 教科書の各レッスンの文法事項を見てみると、「動詞」の扱い方が大きなポイントであるこ

とが多い。現在中学２年生の生徒に対して、１年生の初期から動詞を意識して授業の中で扱っ

てきた。 

 

 （１） データ  を元に 

  「語いと英語教育（３１）」都中英研研究部（２００８）、「新しい語彙指導のカタチ」 

太田洋・日臺滋之（２００６） 

を参考に、指導動詞をピックアップし、１・２年の授業において、よく使われる動詞をフラッ

シュカード等を使用し帯学習で指導した。 

 

 

１年初期５６語 研究部推奨語い  （一部抜粋

） 

学年・レッスン 

（教科書New Crown

） 

ask 3 L2 

become 2 LR2 

begin 3 L1 

bring 3 LR 1 

come 1 LR2 

cry 1 LR2 

cut 2 L3 

do  1 L3 

drink 3 L2 

eat  1 L7 

enjoy 1 L9 

find 2 L7 

get 2 L1 

 

 



 

 

２年初期 規則動詞２６語（一部抜粋）   

enjoy 1 L9 

play 1 L3 

look 1 L4 

ask 3 L2 

study 1 L7  

talk 1 L7  

visit 1 L9 

like 1 L3 

live 1 L4 

learn 2 L1 

use 1 L3 

walk 1 L9 

work 1 L6 

watch 1 L7  

 

  （２）日々の授業の中で 

 フラッシュカードを使い、教科書の New Words を導入・復習する際、単語 1 語を練習するの

みではなくて、コロケーションや反対語・同意語も意識して、指導している。 

 例  listen →  listen to the CD / listen to me 

buy→  buy some presents / buy a car / 反対語は？  sell  

 

 （３）Teacher Talk 

 日々の Teacher Talk も、生徒の語いのインプットに大いに役立つ。ある１時間の授業の Teacher 

Talk をおこしてみた所、２４種類の動詞を教師が使用したことが分かった。 

 

Teacher Talk 動詞の抜粋 

①do last night, ②have some pictures, ③ look at, ④Repeat after me. ⑤drew your own 
room, ⑥give you, ⑦write your name, ⑧practice first, ⑨guess 8 things, ⑩write the 
words, ⑪ says”  ”, ⑫ check the word, ⑬  ask your bingo partner, ⑭ stand up, ⑮ stop 
writing, ⑯give me, ⑰ look at, ⑱play the mukkuri, ⑲get it,⑳  went to, ○21 hear the 
sounds of, ○22listen to me,○23pronounce this, ○24open your textbooks 
                  扱ったページ  Ｎｅｗ Ｃｒｏｗｎ２ Ｌｅｓｓｏｎ４ "Ａｉｎｕ"  Ｐａｒｔ２ 

３．おわりに 

 教科書の学習のみでは、どうしても語いに限りがある。「動詞」だけでなく、教師のアイデ

アやひと工夫で生徒の語いを広げるチャンスをたくさん作ることができる。また上記のような

データを指導の際活用するのが良い。 

 



４ 夏の語い指導ワークショップ（２） 

 １・２年生の語い指導  

町田市立山崎中学校 大 貫 由 季 

１ はじめに 

 ３年間のゴールを考えながら日々の授業を行うことを心がけている。そのゴールにたどり着

くには１・２年生ではどのようなことを行ったらいいのだろうか。その１つとして、絵を描写

することを目標とした。語いやコロケーション指導など、どのような指導方法・手順を取った

らよいのかを紹介した。 

２ ワークショップの流れ 

（１）教科書以外の絵を使った Picture Describing  
 引用 Elementary Communication Games, Jill Hadfield, Longman 

（２）２年生での実践紹介  
    教科書の Picture Card を使って行った活動  New Crown 2 年  Lesson 3 

絵を見る→単語を考える→文を考える  
生徒は全員立つ→文を思いついたら手を挙げて発表する→座って自分が言った文を書く  

生徒の文の紹介  
<be 動詞の文>   He is Ken. / She is Ratna. / That is a tree. 
<talk を使った文> Ken and Ratna are talking in the zoo. / Ken is talking with Ratna. 

They are talking about animals. 
<has を使った文>  Ratna has a white bag. 

（３）単語リストの活用や動詞のコロケーション紹介  
（４）１年生の実践紹介 「辞書引き活動」   

    「辞書指導パック」パワーポイントファイル（ベネッセ）お試し版  
（５）質問など-Brainstorming より- 
質問：文などで間違った部分のフィードバックはどうしているのか。  

 回答：用紙を回収し確認することを行っている。  
質問：アウトプットが多いがインプットはどうしているのか。 

回答：授業でくり返しの活動を多くしている。 

質問：辞書指導はどのようにしているのか。 

回答：４月から毎時間。早引き競争から行った。 

  （６）研究部からの意見 

・絵を提示するときの生徒の引きつけ方（話題の提供の仕方、関連性をもたす） 

・語いを広げるために文例を与えることも必要 

・個人の定着を測るためにテストを行うこともひとつ 

・同じ単語を使わないなどの工夫があってもよい 

・語い指導の多様性（複数形、色、名詞のコロケーション） 

・生徒の興味を引くような絵をさがす 

  （生徒の発想を大切にすること、どの生徒も取り組める工夫） 

・イギリス文化を知る 

 



夏の語い指導ワークショップ（３） 

生徒がアウトプットした動詞のコロケーション調査 

 

港区立赤坂中学校 北 原 延 晃 

 
1  動詞のコロケーションをアウトプットさせた授業実践例 

（２００８年１２月１８日（木）２校時、２４日（水）１校時 １年Ｂ組の授業） 

（２００９年２月１０日(火)１校時、１２日(木)２校時 １年 A 組の授業） 

  (1) クラスの背景 

  １年 B 組 男子７名、女子８名。１学期は他の先生、２学期は北原が担当。１学期 

    中に動詞４０個を音声で入れた。 

  １年 A 組 男子８名、女子７名。１学期は北原、２学期は他の先生、３学期は北原 

  が担当。B 組に比較して学力の高い生徒が多い。定期テストでは B 組より１０点ほど 

  上回ったこともある。宿題などもよくやってくる。 

 

 (2) 授業の中の位置づけ 

 １年 B 組 

  ４５分授業の前半はこれまでに習ったクリスマスソング３曲を歌った。（"We Wish  
  You a Merry   Christmas"と"Santa Claus Is Comin' to Town"はカラオケで、"Silent Night"

は歌つきで）その後の３０分程度を該当の活動にあてた。 

 １年 A 組 

  ５０分授業の前半は歌"Yesterday"と「クイック Q&A」を行った。 

 

  (3) 指導の手順 

 ①生徒一人一人に動詞をあげさせ、それに続く語句を１つだけ全員にノートに書かせた。     
（つづりは間違えてもよい、と指示した）したがって生徒は 初に頭に浮かんだ語句 

  を書くことになる。 

 ②書いた生徒は立ち上がって友達が書いたさまざまな答えを見るように指示した。 

 ③教師が一人一人に書いた答えを言わせて板書した。 

 ④全部終わったら、「小学校の時に口にしたことのあるのはどれ？」と尋ねた。 

 

  (4) 生徒が書いたコロケーション 

 凡例                                                        
 

 下線     は小学校で言えたもの 

         小 

 下線      は中学に入ってから*教科書で覚えたと思われるもの 

         教*                                      *New Crown Book 1 
 下線      は中学に入ってからプリントで覚えたと思われるもの 

         プ 

 下線      は中学に入ってから英語の歌で覚えたと思われるもの 
         歌 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 下線     は中学に入ってから教師の話す英語(Teacher Talk)で覚えたと思われ 
TT  るもの 

          
 下線     は１学期にインプットした動詞句で覚えたと思われるもの 

         イ 

 

 

 

 

 

 

1. play : tennis/baseball/basketball/volleyball/soccer/badminton, the piano  games  
          教     プ    プ    プ   プ      教 

2. eat : fruit, dinner, breakfast, lunch, an apple, pizza 
             プ      プ       教 

3. run : in the park, to the park, very fast, to school, in the ground, to Tokyo Midtown 
           プ                  プ 

4. walk : to school, home, in the park, to the park, with my friend, to Tokyo Tower, on the road 
          プ      TT      プ 

5. speak : English/Japanese/Spanish, to Paul, to my mother 
            小   小       教   教 

6. swim : in the pool, in the sea 
            TT       TT 

7. practice : football every day, kendo, judo, piano, for the contest 
                 教           プ    プ    TT      TT 

8. go : to school, to the park, to the hospital, to the mountain, to high school, to Okinawa,  
         小    小          TT             TT           イ          小     

  shopping, to the sports center, before eight o'clock, home            
    小                                             TT 

9. cook : lunch, dinner, without my mother's help, Chinese lunch 
         イ     プ 

10. open : your desk(?), your book/notebook , the door, the window   
                           イ      TT                イ 

11. choose : the lunch, in over one minute, their lunches 
                                            教 

12. touch : your desk, the book, my desk 
            イ 

13. do : my homework 
            イ 

14. close : your book/textbooks, the door, my book, this curtain, my room door, the window 

               イ     TT                                                   イ 

15. catch : a bird, a/the ball                                     
 

16. study : English, about Akasaka 
            教 

17. read : a book, my textbook, a difficult word, a sentence 
            小                                 TT 

18. sing : a song, a folk song 
           イ 

19. write : your name, kanji , a letter   
               イ             教 

20. pick : the flower, this flower 
           教 

21. take : a picture, a bath , a pen, lunch, a bag, out   
               教     イ      TT               TT 

22. clean : my room, my desk, your room, the mountain, the blackboard , the floor   
              プ                イ                          TT         TT 
 

 



23. make : sushi, takoyaki, onigiri, a sentence , cakes, games, dinner, a robot, pizza   
            イ                       TT 

24. talk : to Ken, in Japanese, with my friends 
                    TT         TT 

25. use : a computer, a pencil , a ball, a bike, a textbook   
              イ        TT          TT 

26. look : at this, at this board, at the flower, at the picture, at the floor, at birds, at the 
trees, at people 
           教         TT           教          TT 

27. watch : TV, an NHK program 

           イ        プ 

28. tell : my mother, my telephone number, me, my friends, the answer, a story 
                                         TT               TT 

29. live : in Tokyo, in the park, in Japan, in Akasaka 
          教 

30. stand : up 
          TT 

31. ski : in the mountain 
 

32. stop : the car, eating dinner 
 

33. treasure : my friends 
               教 

34. want : a game, money, a break, a ball, your pen, fruits, a break, your money, new shoes          
TT     教                              教 

35. cut : my hair, a book 
         TT 

36. ask : about Akasaka 
 

37. start : the car, a game, a movie 
 

38. drink : juice, some tea 
                  イ 

39. know : the game, Spanish a little 
 

40. find : in the park 
 

41. say : my name , the name, me   
           歌 

42. need : the shop, more money, a pen, a new notebook, your pen, more 
                                                               教 

43. see : a movie, the sky, six birds 
            プ             教 

44. receive : a letter, a card 
              教 

45. mean :なし 

 

46. like : baseball, math, music, apples 
                          小 

47. teach : English, math, Japanese 
            イ 

48. create : a dream 



 
49. have : a ball in my bag, lunch, a dream, a pen, a notebook 
                  教    教 

50. push : my car, the door, the switch 
                            TT 

51. buy : a car, a bike, a notebook, toys 
 

52. jump : なし 

 

53. shake : a drink, a cocktail, hands, your hips 
                             TT 

54. call : my friend, my mother 
 

55. get : a notebook, a ball, money, a new car, up at seven, home 
                                                プ      プ 

56. fly : away 
        歌 

57. ride : a bike 
 

58. cry : me, your baby 
 

59. come : here, to school, home 
          TT    TT 

60. think : なし 

 

61. begin : to rain, with a capital A 

 

62. lose : money 
 

63. sit : down 
 

64. visit : the Lake District, my friends's home 
             教 

65. hide : my desk, from my friends 
 

66. hold : up 
総計  ６６語 

２０５種類 

  
(5)考察 

①１年生の２学期、３学期で総語数６６語、異なるコロケーション２０５種類という 

 数字は非常に高いと思われる。 

②中学校で学んだ語いが多く表出された。 

  ③小学校で習った語句の表出が少ない理由を生徒に聞いてみた。 

  ・ALT が一人で話している。 

  ・英語のできる生徒がそれをすぐに日本語に訳してしまう。 

  ・話す活動があまりなかった。 



２ 入門期の動詞インプットの実践例  （ワークショップ形式） 

  (1) アクションカード（Sunshine English Course 1, 開隆堂） 

  (2) 動詞インプットのやり方 

     動詞だけ → 動詞＋コロケーション → 文 →  お手つき文 

      絵を見て英語を言う → 英語を見てジェスチャーをする  
→ 英語を見てジェスチャーをしながら英語を言う  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



夏の語い指導ワークショップ（４） 

中学１年生基本語いの導入・活用・定着 

 
葛飾区立常盤中学校 関 口   智  

 

  1  新１年生への調査 

小学校英語の影響及び生徒の英語力の現状を掴む必要を感じた。そこで４月に英検５級レベ

ルの調査を行った。  
 
 「中学版Can-doリスト」（英検５級レベル）

0%
10%

20%
30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 質問項目は以下の通りである。  
〔読む〕 

   １ アルファベットの大文字と小文字が読める。  
   ２ アルファベットが順番通りに言える。  
   ３ 英和辞書を引いて目的の語を見つけることができる。  
   ４ 日常生活の身近な単語を読んで理解することができる。(例:dog / eat / happy) 
〔聞く〕 

   ５ 初歩的な語句や決まり文句を聞いて理解することができる。  
     (例：Three books.  I don't know.  Here you are. など) 
   ６ アルファベットを聞いて、どの文字かを思い浮かべることができる。  
   ７ 日常生活の身近な単語を聞いて、その意味を理解することができる。(例:dog / eat) 
    ８  曜日、日付、天候を聞き取ることができる。(例:Monday, September 14, cloudy) 
   ９ 日常生活の身近な数字を聞き取ることができる。(電話番号、時間、年齢など) 
  １０ 日常的なあいさつを理解することができる。  

(例:How are you? / Nice to meet you.) 
〔話す〕 

 １１ アルファベットを見てその文字を発音することができる。  
 １２ 日常生活の身近な単語を発音することができる。(例:dog / eat / happy) 
 １３ 日常生活の身近な数字を言うことができる。(電話番号、時間、年齢など) 
 １４ 簡単なあいさつを交わすことができる。(例:Good morning.  Good night.) 
 １５ あやまったり、お礼を言ったりすることができる。(例:I'm sorry. Thank you.) 



 １６ 日常生活の身近な話題について、Yes / No で答える質問に答えることができる。（「好

き」「嫌い」など）  
 １７ 日常生活の身近な話題について、What, Who, Where, When, How などで始まる質問に

短く簡単に答えることができる。(例:Where do you live? --- In Shibuya.など) 
 １８ ３～５文で自己紹介や家族・友達紹介ができる。  
 １９ 友達と２行の簡単なペアワーク(対話)ができる。  
〔書く〕 

  ２０ アルファベットの大文字と小文字が書ける。  
以上、質問項目は「英検  Can-do リストを使った  Self-access Learning リスト作り」  

北原  延晃  ／  東京都港区立赤坂中学校（日本英語検定協会助成論文 2007）より抜粋  
この調査を自分なりに以下のように分析した。  
・ アルファベットを順番通りに言うことはできるが、大文字・小文字を読むことに関しては

３割程度の生徒は自信がない。小学校で文字を扱っていないことを考えると特に小文字に

慣れていないと思われる。  
・ できるのは簡単な挨拶程度までで、身近な話題にYes / Noで答えることができるのは約

半数で、疑問詞が入った質問にはほとんどの生徒が答えられない。  
・ 数字にはあまり自信がない。  
ワークショップの参加者からは以下のような意見があった。 

・多くの生徒が読めるつもりになっているが、きちんとした英語としての発音が身に付いて

いるかは疑問である。  
・出身小学校ごとに温度差もあり、基礎が身に付いて入学してきているとは言い難い。  

 
2 期末考査のリスニング問題 

 以下は１年生に行った１学期期末考査のリスニング問題である。ねらいは何であろう。 

 【１】アルファベットを名前読みします。当てはまる文字に○をつけなさい。 

      ① E     L     M     N    ②  b     d     p     v   〈解答〉①L  ②v
 

 【２】 アルファベットを音読みします。当てはまる文字に○をつけなさい。 

      ① L     R     U    W    ②  J     G    Z     D   〈解答〉①U ②G 
 

 【３】 音を１つ１つ聞いて、そのつづりを書きなさい。（３文字の単語）〈解答〉①map

                                                                            ②bug 
     ①                    ②                      ③                         ③hot 
 

  このリスニング問題は音と文字を一致させる問題である。音を聞いて文字が認識できるか、

また書けるようになっているかを測っているのである。音と文字の関係が理解できていれば、

単語の発音を聞いて、単語の綴りがわかるのである。音の聞き分けができるようになるための

近道は、生徒が自分で英語の音をきちんと出せるようになることである。つまり、発音ができ

れば単語が書けるようになるのである。  
 
 



 3  音を聞いて単語を書けるようにするための実践 

  (1)アルファベットの「名前読み」、「音読み」の指導  
 「Penmanship & Phonics」(松香フォニックス研究所・正進社)を用いて、毎時間２ページ

（４文字）ずつ進んだ。まずは自作のピクチャーカードで"apple"の音を覚えさせる。次に"a[Ê],
 a[Ê], apple" と始まりは" a[Ê]"の音であることをわからせた。次に" a[Ê]"の音は"A"という文

字であることをわからせるために" a[Ê], a, A[ei] "と発音させる。定着させるために毎時間復

習させた。  
  (2)「組み合わせ文字」の指導  
 前述の教材を用いて、多くの「組み合わせ文字」の例に触れさせた。"cake", "rose", "cube
"などのマジック"e"の指導はマジック"e"の歌を自作し、生徒とともに歌った。「♪マジック"e"
～。名前読み～。♪音はなし～。」この教材のよいところは谷折りにして折り返すとマジック"
e"が現れ、matがmateになり、capがcapeになって、パラッパラッと手を動かしながら、綴り

が変わるのを見ながら、"mat, mate", "cap, cape"と発音練習できるところである。  
 
 4  Teacher Talk  

  教師の話す英語は語いの導入、定着に効果的である。生徒の現在の語い力、文法力などを把

握しているので、誰にもわかる内容や、多少背伸びした内容などを提示できるし、意識的に特

定の語いを繰り返して使うこともできるからである。また生徒の学力を意識してスピードや間

の取り方の調整もできる。Teacher Talk に関しては本研究部の研究紀要「語いと英語教育(16)」
以降を参照するとよい。文例も豊富であり、以下に一部を紹介する。  

We are going to do some pair practice. 
Next activity is / will be fixed pair work.  
Make pairs./Make usual pairs. 
Get/Put your desks together : front to front. 
I'll be your partner. (in case the number of the students is odd.) 
Let's/We'll begin the fixed pair work. 
Practice in groups. 
Find a partner. 
Stand up and make pairs with your neighbor. 
Turn your desks around. 
Turn round face to face. 
Turn round and face the next person to you. 
Find your partner around you. 
Practice with your partner. 
 
  5  Pairwork での語いの強化 

  語いの拡充、繰り返しはペアワークで行った。以下は教科名・スポーツ名・楽器名の例であ

る。  



 1-B (1)             Do you play ～？  

 

１－（ ）No.(   ) Name (                                 

     )  

 

"Do you play baseball?"  "Do you practice judo?"  

"Yes, I do."  "No, I   don't (do not)."  

                
 

   sport     friend's nam

e

   baseball 
 

   soccer 
 

   basketball
 

   volleyball
 

   table tenni

s

 

   handball 
 

   badminton 
 

   judo 
 

   kendo 
 

   karate 
 

   sumo 
 

 

 
《自己評価》  

１．日本語を使わないで、英語だけでできた。（ Ａ Ｂ  Ｃ  ） 

２．今日覚えた表現を使えた。            （  Ａ  Ｂ  Ｃ  ） 

1-A          I like ～.  

 

１－（ ）Ｎｏ.(   ) Name(                                   

 )  

A: "I like science. "  

B: "Oh, you like science. I like math."  

A: "Oh, you like math."  
 

 

 

 

 

 
 

 
     friend's  name    subject 

 １  

 
 
 
 
 
 
 
   

 ２  

 
  

 ３  

 
  

 ４  

 
  

 ５  

 
  

 ６  

 
  

 ７  
  

 

 ８  
  

 

 
《自己評価》  

１．日本語を使わないで、英語だけでできた。（ Ａ Ｂ Ｃ ）  

２．今日覚えた表現を使えた。            （  Ａ  Ｂ Ｃ ）  

３．以前覚えた表現も使えた。             （  Ａ  Ｂ Ｃ ）  

 
  A･･･Japanese(国語 ), B･･･math(数学 ), C･･･social studies

(社会 ), 

  D･･･science(理科 ),  E･･･English(英語 ), F･･･music(音楽 ),

  G･･･fine arts(美術 ), H･･･P.E.(体育 ), I･･･industrial art

(技術 )

 
 
 
 
 
 

 
 
 1-B(2)             Do you play the 楽器？  

 
１－（ ）No.(   ) Name (                                      )  
 
"Do you play the piano?"  
"Yes, I do."  "No, I   don't."  
                   do not."  
  

   楽 器     friend's name 

   piano 
 

   guitar 
 

   violin 
 

   saxophone 
 

   flute 
 

   drums 
 

   trumpet 
 

   clarinet 
 

     oboe 
 

   recorder 
 

 

 
 
《自己評価》  
１．日本語を使わないで、英語だけでできた。（ Ａ Ｂ Ｃ ）  
２．今日覚えた表現を使えた。            （  Ａ  Ｂ Ｃ ）  
３．以前覚えた表現も使えた。             （  Ａ  Ｂ Ｃ ）  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



夏の語い指導ワークショップ（５） 

オーラル・イントロダクションにおける語い指導    
 

足立区立第十中学校 渓 内   明  

 
１．１時間の授業構成  

(1) あいさつ  

(2) ウォーム・アップ  

(3) 復習  

      ・文型(練習、コミュニケーション活動など)  

・教科書本文(Ｑ＆Ａ、語句の確認 音読、暗唱など) 

(4) 新教材の導入  

   ① 新出文型の口頭導入(oral introductinon) 

   ②   新出文型の練習(ドリル)・説明  

③   教科書本文の口頭導入  

④   日本語による本文内容、語句の説明  

⑤   単語カードを使っての新出語句の発音練習  

⑥   本文の音読  

(5) まとめ  

   ・新出文型の説明 Writing の練習  

   ・教科書本文に関するまとめ  

 
２．授業における指導の前提・  

  Oral work を中心に授業を行う。  

  英語を導入する手順の原則  

英語の音を聞く→聞いた英語を言う→言った音を文字で読む→読んだ英語を書く  

  
３．教科書本文の導入における語句(語い)の指導  

  1. Oral introduction of the story) 

       本文内容(story)を、ピクチャーカードを提示しながら英語で口頭導入する。  

    新出語句や理解の助けになる語句を板書する。発音練習することもある。  

       生徒が音読をできるようにするための、開本前に下地を作るる。  

2. Explanation(日本語による説明) 

    Oral introduction で扱いきれない語句を日本語で説明する。  

  3.  単語カードの提示  

     ・音と文字の一致させ、音読ができるように発音を練習する。  

4. 教科書本文の内容を踏まえた語句の確認  

    音読後に空所補充のプリントを使用する。  

 
４．教科書本文のオーラル・イントロダクションにおける新出語の扱い  



 
1.教科書本文  

 Paul:  Ken, where would you like to go? 

       

      I’d like to go to Mongolia.  I’m interested in their life on the 

great grasslands.  I want to stay in a ger. 

      Also, I want to go to Naadam Festival.  There will be many 

things to see:  horses running in races and people wrestling in 

Mongolian sumo matches. 

     Ratna, where do you want to go? 

※  ＝新出語   ＝脚注のある語  

   New Crown English Series, Book 3 (三省堂) 

    Lesson 5-1(p.44)Places to Go, Things to Do   

 
2.導入する語句を分類する。  

    (1) oral introduction の中で提示する新出語句  

     grasslands /ger /  Mongolia / Naadam / horse / race / wrestling 

          match 

(2) Explanation で提示・補足する新出語句  

     grasslands / ger / many things / Naadam Festival 

  (3) 新出語句ではないが、確認する既習の語句  

        Interested / life  

 
５．Oral introduction の例  

 
T:  Look at this picture. (1 枚目の絵=ピクチャーカードを提示 )  

In Lesson 5, Ken and his friends (Paul, Kumi, Ratna, Emma) are going to talk about their favorite 

places in the world.  They are going to talk about the places they want to visit.   Where in the 

world would you like to go? 

Ss: ( I’d like to go to )  China. / Australia. / the USA…. 

T:  Good.  I’d like to go to Seattle in the USA because my wife’s aunt lives there.  She wants us to 

go to Seattle. 

T:  Look at this. (2 枚目の絵を提示 )  Who is the boy talking with Paul? 

S1: Ken.   

T:  Yes.  The boy talking with Paul is Ken.  He is going to talk about the place he wants to visit.   

Where does he want to go? 

S2: モンゴル  

T:   Right.  He wants to go to Monglia.  Mongolia.  Class. 

Ss:  Mongolia. (Mongolia を板書 ) 

T:   Where is Monglia?  It is between Russia and…(絵の地図を指す ) 



Ss:  China. 

T:   Yes.    Mongolia is a country lying between Russia and China. 

     Do you know any famous people in/from Monglia? 

S3:  白鵬、朝青龍… 

T:   Yes.  They are sumo wrestlers from Monglia.  They are 横綱  or 大関 . 

     They are very strong in sumo games….?  No, sumo matches.  

Why does Ken want to go to Monglia?   Is he a Hakuho fan? 

Ss:   No, he isn’t…. 

T:    Ken is interested in Mongolian food, people, culture, history… 

First, Ken is interested in a life of Mongolian people.    They live on very large grasslands. 

Ken is interested in their life on the grasslands.  Do you live in grasslands? 

S4:  No, I / we don’t. 

T:    What is this?(3 枚目の絵を提示) 

S5:  It is a house. 

T:    Right.  This is a Mongolian-style house.  Its name is ger. (ger を板書) 

   Many people in Mongolia usually stay in ger.  But they often move.  They need to carry their 

houses.   Ger is easy to carry and make. 

T:    Also, Ken is interested in a very big festival in Monglia. 

      Look at this. (4 枚目、5 枚目の絵を提示 )  What kind of festival is this? 

S5:   Sports… 

T:    Yes.  This is a sports festival in Mongolia.  Its name is Naadam Festival. 

      What sports can you see at the festival? (4,5 枚目の絵を指す ) 

Ss:    競馬？ 相撲？  

T:     Yes.  These are the photos of the horses running in a race.  (horses/raceを板書) 

      And the children riding on the horses.   Only children can take part in this race. 

      Ken wants to see horses running in races.  (running を板書 ) 

Ss:    horses running in races 

T:     This is a photo of (the) people wrestling in sumo matches. (wrestling/ sumo matchesを板書 ) 

      And you can see a lot of people watching sumo matches. 

      But this sumo is different from Japanese sumo.  It’s called Mongolian sumo. 

      Ken wants to see the people wrestling in Mongolian sumo matches. 

Ss:   people wrestling in Mongolian sumo matches. 

T:    Now listen to Ken’s short speech about his favorite place, Mongolia. 

   (リスニング・ポイントの提示 ) 

      Ken is interested in a Mongolian-style house, ger. 

       What does he want to do about a ger? 

        

６．Explanation のポイント 

 ・Ken はモンゴルの何に興味があるのか。(their life on the grasslands) 

・ their は何を示すか。  



・Also…の意味は何か。  

・many things to see の文法的なとらえ方、many things とは具体的に何か。  

・horses running in races の意味の確認  

対比させながら、people wrestling in Mongolian sumo の意味の確認  

 
７．本文の語句を確認するための教材の例  

  1.目的 

(1)本文の内容を踏まえて、語句の意味やスペリングの確認をさせる。  

(2)内容語を空所にする。→機能語は前後の文脈から類推できない場合がある。 

(3)生徒が記憶力だけに頼ることのないように、教材を作成する。 

 
2. 教材の例 . 

 (1) 語句ををあらかじめ示した例  

Paul:  Ken, where would you like to go? 

    I’d like to go to Mongolia.  I’m interested in their ①(       ) on the great 

grasslands.  I want to ②(       ) in a ger. 

    Also, I want to go to Naadam Festival.  There will be many things to see: horses 

running in ③(        ) and people wrestling in Mongolian sumo  

④(        ) . 

   Ratna, where do you want to go? 

(  life  live  matches  stay  races  ) 

(2) 語句のスペリングの一部を示した例  

Paul:  Ken, where would you like to go? 

    I’d like to go to Mongolia.  I’m interested in their ①( l     ) on the great 

grasslands.  I want to ②( s      ) in a ger. 

    Also, I want to go to Naadam Festival.  There will be many things to see: horses 

running in ③( r       ) and people wrestling in Mongolian sumo  

④( m       ) . 

   Ratna, where do you want to go? 

(3) 教科書本文を 3 人称主語の文体に変えた例  

    Ken wants to go to Monglia.  He is interested in their ①(          ) on the great 

grasslands.  He wants to ②(         )  in a ger, a Mongolian-style house. 

    Also Ken wants to go to a sports ③(         ).  Its name is Naadam 

Festival.  There will be many things to see:  horses running  in ④(         ) and 

people wrestling in Mongolian sumo matches. 

(  culture  festival  life  races  stay  ) 

 

 

 



(4)コロケーションを意識させ、教科書以外の英文で語句を確認するための教材の例  

(A) 教科書本文より  

1. I would (        ) to go to Mongolia. 

2. I am (        ) in their life on the great grasslands. 

3. I am interested in their (         ) on the grasslands. 

4. I want to (        ) in a ger. 

5. There are many (         ) to see in Mongolia. 

6. (         ) do you want to go, Ratna? 

(  Interested  life  like  stay  things  where  ) 

(B) 
1．What would you (        ) to drink, Kumi? 

2.  (         ) did you stay during the summer vacation? 

3.  I (        ) at my grandfather’s house in Nagano last week. 

4.  Ms Kileo has been (         ) in biotechnology. 

5.  Today, I have a lot of (        ) to do. 

※ (A)(B)は共通の選択肢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



夏の語い指導ワークショップ（６） 

中２BINGO ブックを活用した collocation 指導 

 
江東区立深川第七中学校 佐々木 孝 紀  

 
１ はじめに 

（１）「音読指導（土屋澄男 2004）」を参考に、中学生の言語習得について考察する。  
 子供の言語習得の特徴には３つのキーワードがある。  

①  人間の「記憶装置」 ②子供の「言語経験」 ③子供の「好奇心」  
 中学生が中学校で英語を学習する場合を考えると、  

①  について、大人になると記憶装置の機能が減退することはない。  
②  について、EFL であり、授業以外での言語経験は貧しい。  
③  について、すでに母語を習得しており、動機も道具的。  

 以上から、「学習動機の弱さ」と「言語経験の貧しさ」が語い学習につまずく原因として考え

られる。  
（２）「語い学習の動機づけ」と「言語経験」について  

① 単語の記憶法として、単語リストやカードを用いて記憶する方法がある。この方法は効

果的か。多くの専門家の意見では、出来合いのカードやリストを使うよりも、学習者自身

がそれらを工夫して作成し、例文や用例も自分で探し出したものを記入する方がずっと効

果がある。  
 
② 単語が学習者の言語経験と結びついたときに、カードやリストを用いて単語を記憶する

ことが効果的と言える。単語は単独で使われることはめったにない。ほとんどの場合、そ

れはチャンクやセンテンスの中で使われる。  
 
③ 単語の種類によっても効果は異なる。多義語はコンテクストから切り離して覚えてもあ

まり役に立たないことがある。  
以上から、頻度の高いフレーズやセンテンスで記憶し、実際に使用して、自分の言語経

験とできるだけ結びつけていくような活動を継続して行うことが大切であるとわかる。  
 
２ 活動の内容 

 今回、BINGO ブック[Let’s Enjoy BINGO (浜島書店)]を活用して collocation 指導を行うきっか

けは、その内容が教科書の内容や進度ともうまく結びついていること、そして中２の内容では、

重要動詞とその collocation を繰り返し学習するのに適した構成になっていることである。  
 
（１）指導内容  
  活動 A ビンゴ（帯活動）  

活動 B スペリングコンテスト（テスト）  
活動 C picture describing 及び  casual Q&A 
活動 D スピーチ及びポスター  
 
 



（２）それぞれの活動  
活動 A ビンゴ  
 授業の 初にウォーミングアップとして毎時間実施している。単語の知識としての定着でな

く、多くの英語の音や文字に触れること、英語への意欲喚起を図る目的である。  
 
活動 B スペリングコンテスト  

年２回（夏休み明けと冬休み明け）に実施している。１回目は、夏休み前にビンゴブックで

学習した語から動詞や形容詞を中心に、１００語を選定してリストを作成した。   動詞に

続く語の指導をする際にここで学習した単語を活用し、文中での運用へと発展させる。  
 

活動 C picture describing 及び  casual Q&A 
学校行事、季節、学習内容、及び既習事項と関連させて、以下の活動を継続して行う。  

＜picture describing＞  
①写真やイラストを生徒に提示して、その状況を英語で自由に言わせる。  

 

 

英検２次試験に見られる  

文化祭の準備の様子  

の絵を見せて・・・  

 

T: This is the entrance of a school. People are ready 
 for the school festival. 
 

S1: The girl wants to wash her hands. 
S2: The girl is going to wash her hands. 
S3: Two boys are carrying a big box. 
S4: The girl is cleaning the school entrance. 
S5: The man is watering 

②コロケーションに着目しながら、表現ノートに書かせる。  
 自分が描写したもの、クラスメートが描写したもの、その他思いついたものを自由に書かせ

る。１枚に１０文書けるプリントを配布し、定期的に集めて添削。  
 
＜casual Q&A＞  
①日常のことや教科書の内容などについて、既習事項を用いて Q&A をする。  
 Q : Did you study English yesterday? --- A : Yes, I did. I studied English yesterday. 
のように、生徒が答えたら、他にも study に続く語で math, science なども質問する。  
②コロケーションに着目しながら、表現ノートに書かせる。  
 形式は picture describing②と同様。  
 
活動 D 発表活動  
①夏休みの思い出(夏休みの宿題)、行ってみたい国(学習発表会前)などを用紙にまとめさせ、そ

の下書きを添削し、清書させる。  
②清書したものを声に出して読む練習をする。  
③夏休みの思い出についてはグループ発表を行い、興味深いものについて全体で発表させる。

また、「行ってみたい国」については学習発表会前の数時間をクラス発表として、優れている

作品は１１月の学習発表会で発表する。  
 

 



３ 教材の提示、教材作成に使用したもの 

dbook（デジタル教材作成ツール）NPO ゆーらっぷ  
実用英語検定２次試験対策問題集（旺文社）  
Microsoft online クリップアート  

 
４ 夏休み明け以降の活動経過  
（１）１学年、動物の描写  

 

①「動物の絵」を見て、それを英語で説明するクイズ形式。数枚の動物

の絵を見せて、ヒントを与えて答えさせる。  
T: I am gray. I am big. I have a long nose. I have two big ears. Who am I? 
S1: Elephant!   T: That’s right. 
②必要な語いの練習をおこない、カルタ形式などで個人に口頭で練習さ

せる。  
  
（２）１学年、（１）を発展させた自作モンスターの描写  
 ① 英語で自分のモンスターを説明する英文を書かせる。  

※ 先に絵を描いてしまうと複雑になりすぎて、英語で書けなくなるため。  
 ② 自分の書いた英文に合ったモンスターの絵を描かせる。  
  以下、作品例  
 

       
No.1         No.2                No.3 

 
③ 黒板に数名のモンスターの絵を貼り、それについて英語でヒントを言わせる。  
 S1: I am blue. I am big. I have a very long nose. I have two big ears. I live in the sea. 
     I like baseball. Who am I?   

S2: You are No.1.(数枚のモンスターの絵の番号から選んで答える。)  
S1: That’s right. I am No.1, Sea Star(モンスターに付けた名前). Thank you. 

 
④ 優れた作品について、学習活動発表会で発表した。  
 

 この活動では、生徒全員が下書き原稿等を見ずに、自分のイラストの説明を英語ですること

ができた。コロケーション指導を活用し、この取組みをさらに改善したい。  
 
 
 



  夏の語い指導ワークショップ（７） 

1 年動詞 Collocation 指導 

江東区立深川第八中学校 石 井   亨  

 

１，ね ら い：動詞数を増やし、定着を図る。動詞とその Collocation の定着を図る。自己表現

活動に生かす。 

２，指導時期：1 年生に命令文を指導し、動詞の概念を指導した後に動詞 Collocation 指導を入

れる。 

３，教材：教科書 COLUMBUS 21 巻末の絵(動詞) 

４，指導計画 

   第 1 時 Unit 5 終了後、本文に出てきた命令文とその機能の確認 

        命令文は文頭に動詞の原形があることを復習してから、ページごとに命令文を探させ

る。 

        命令文を確認したら、その機能(依頼、勧誘、命令など)を確認する。 

      ・動詞についての指導 

        (1)be 動詞は am, is ,are    意味は「～です」 A = B という関係を表す。 

(例) I am Hiro.  I = Hiro 

        (2)一般動詞とは動作と(心の)状態を表す言葉。 

         動詞は動作と状態(心の状態も含む)を表すことを指導する。 

           Unit 5 のページごとにその動詞はどちらか(動作か状態か)を考えさせる。 

            (例)動作＝run  take go  状態＝have  live   心の状態＝ like  know  love 

   第 2 時以降：授業の各 10 分程度を Collocation 指導にあてる。 

   (1) Receptive work (理解中心) 

      絵と日本語を見て、英語を知っているかを言わせてみる。(各授業で 8 つずつ) 

      発音を何度か聞かせ、生徒に繰り返させる。この段階では絵(意味)と英語をマッチング

することがねらいなので、聞かせることを主にする。8 つを指導したら、教師が英語を

言い、生徒に絵を指さしさせる。 

      その活動に慣れたら、隣同士のペアでどちらが先に英語を聞いて指さしができるかを競わ

せる。 

      次の授業では前時 8 つの復習とその Productive work を行う。次の新しい 8 つを指導し、

計 16 の中から指さしやﾍﾟｱﾜｰｸを行う。  

   (2) Productive work (表現中心) 

      絵を指しながら発音指導をする。言えるかどうか生徒を指名し、言わせてみる。(各授業

で 8 つずつ) 

      8 語の中から、日本語を言って、生徒に英語を言わせてみる。その活動に慣れたら、隣

同士のペアで先生役と生徒役で時間を指定して練習する。 

      S1：日本語を言う。S2：それに当たる英語を言う。   ＊3 秒以内で言えないと合格にし

ない。 



      次時で前時の 8 つの復習、新しい 8 つを指導、計 16 から指さしやﾍﾟｱﾜｰｸを行う。計 24

全てを指導する。  

言えるようになってから、ウラの単語を指導する。次に日本語に当たる英語を言わせる。 

      ペアで先生役と生徒役で時間を指定して練習する。 

   (3)動詞 Collocation 指導 1 

      (例)play (遊ぶ)につながる言葉を生徒から引き出す。 

      play swimming などという間違った Collocation が出たら、指導する。 

      その動詞の意味だけでなく Core meaning などを指導すると効果的。 

      (例) play はスポーツ系では球技で使うことが多い。 

      生徒から出された Collocation を練習する。(例) play baseball 

      8 動詞  →  16 動詞  →24 動詞と指導していく。 

   (4)動詞 Collocation 指導 2 

      教師が動詞につながる Colloation 語句を言い、生徒が 4 つ(8 つ)の動詞の中から、その

動詞を答える。 

      (例) T：baseball  tennis  soccer  Ss：play 

Collocation 語句のうち、生徒が知らなかった Collocation を繰り返して言わせる。 

      この活動で生徒が知らない Collocation を練習する。 

   その後、動詞 Collocation を自己表現活動へ 

・ Chat (現在形、過去形) 、Speech、Skit などへ。  

                              



2 年 Chat 未来表現での Collocation 指導 

  １，ねらい 

     ・Collocation を指導し、Chat に生かす。 

     ・Chat で予定・計画、希望などについて話す。聞いた内容をメモし、それを元にﾘﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞする。 

     ・ﾘﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞを通し、未来表現、不定詞の言い方に慣れ、語順の定着を図る。   

     ・Writing notebook に自分が話したり、会話相手についてﾘﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞした内容を英語で書く

機会を作る。 

       ＊Writing notebook とは新しく学習した英文や例文、Chat など授業中に話した英文を書く

ﾉｰﾄ。 

          4 月から通し番号 1 から始め、1 文につき数字を１つずつ増やしていく。 

          後の数字を見れば今までにいくつ書いたかがすぐにわかる。「書くこと」の  意欲

として評価する。 

          3 年 4 月から 7 月現在で 1000 文以上書いた生徒が数名いる。 

  ２，指導時期：2 年生で  will, be going to 、不定詞、を指導した後に chat 指導を入れる。 

  ３，教  材：Word cards   Worksheet   

  ４，指導計画 

     １年次：数回の chat を指導する。現在形で１回。過去形で１回など。 

     2 年次：前期に過去形の chat。 

   第 1 時 

     (1)Chat で使いそうな動詞とその Collocation を指導する。 

       T：日本語  (例)じっと見る                 Ss：それに当たる英語を言う。(例) watch 

          watch の Collocation を生徒から引き出す   Ss：(例) TV, a movie, DVD 

          go out／  go to …／  window shop／buy something／  go shopping／read comics 

          listen to music／  watch DVD(movies)／  practice…  ／  realax ／use computer 

          surf the Internet／ talk with my ～／have lunch (dinner, snack, fast food) 

     (2)会話の出だしを指導する。 

       A：Do you have any plans on the weekend ? 

       B：Yes, I do.                            No, I don't. 

          I'm going to  play sport                 But I would like to  go shopping   

      疑問文とその答え方を確認する。 

          Are you going to ～  ?                  Would you like to ～  ? 

          Yes, I am.／No,I'm not.                 Yes, I would.／No, I wouldn't. 

     (3)疑問詞とその答え方を復習する。 

       What (  )   Who (with)  Where (in  )  When   What else   How many  

       How long    Which   Why      How much    How    

     (4) 生徒を全員立たせ、教師の英語を聞いて、質問できた人から座る。 



        他の生徒の質問を聞いていると参考になることを指導する。Slow learners から指名すると

よい。 

       (例) Ss：Do you have any plans on the weekend ?    T：Yes, I do.  I'm going to go out. 

           S1：When are you going to go out ? 

     (5) Worksheet を配布し、Me の欄に話す内容をメモさせる。Fiction もよいと指導する。 

     (6) 時間制限を指示し、隣同士で Chat をする。聞き手は chat をしながらメモする。交代

して、chat をする。 

     (7) Worksheet のメモを元に Reporting する例を示す。各自がメモを元に 1 人でぶつぶつ言

う。(Mumbling) 

        生徒を数名指名し、Reporting させる。間違いがあったら、訂正して言わせる。 

     (8) 自分とﾊﾟｰﾄﾅｰについて Writing notebook に書く時間を取る。余裕のある生徒には

fiction で書かせてもよい 

        Worksheet は保管しておき、次回の Chat で使う。 

    第 2 時以降は各授業の 10 分程度を Chat の時間にして、継続指導をする。 

   Chat (未来)ワークシート   Class    No.   Name                             

  使った英語に(正)：Uh-huh (    )  Really ? (    ) That's good. (    ) That's (too)bad. (    ) 

              Taking notes (メモ) Partners
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「英語でこういう言い方を知りたい…」というのがあれば日本語で書く。 

 

 



 

  Chat ワークシート“週末～したい”ことClass    No.    Name                         

    使った英語(正) Uh-huh.(   ) Really ? (   ) That's good. (   )And then ? (   )I see. (   ) 

                           Taking notes   

         Me ( Name  ) My partner  

 

例 

 

 I want to  go out               

 土・午後、CD借、聞く 

 日・午前homework、午後play友

( A君   ) 土、ﾊﾞｽｹ、友とmovie、ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ、 

          日、宿題、park友と、家族でdinner、
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  I want to                   
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    「英語でこういう言い方を知りたい…」というのがあれば日本語で書く。 

 

 

                     3 年英語授業についてのアンケート  (2009.7.深川第八中 3 年生 80 人) 

   １，Chatは英語の学習に役立ちますか。 

     ア Yes.計 60 人(75%) イどちらかと Yes 計 18 人(23%) ウどちらかと言えば No.計 1 人(1%)  

エ No.計 1 人(1%)  

     ・わからない所を教えあえるから(ｱ) ・英語を話して覚えられる(ｱ) ・自分で意見を考え

て言うので、記憶に残る(ｱ) ・実際に話してみると英語も覚えるし、次第にスムーズに

話せるようになる(ｱ)・英語を聞くことができるし、話すことが身につくから(ｱ) ・話すこ

とで単語も覚えられる(ｲ)・知っている単語を組み合わせて、文の並びが覚えられる(ｲ) ・

けっこう頭に残るからいい(ｲ) 



５．夏のワーク・ショップ参加者の声 

7 月 27 日(月) 品川区立小中一貫校日野学園 

福島 美記子 教諭によるワークショップ   

・語彙指導を行う時、どんな語を優先的に教えていいのかわからなかったので、語彙の選別を

する上で大変参考になりました。 

・動詞だけでなくコロケーションで指導していく効果を知ることができました。 

・自分自身、 近語彙指導を意識し始めたところなので、先生の実践がとても参考になりまし

た。書く指導について「いろいろな活動で書く場面を増やす」というご意見、はっとさせら

れました。書くことについても語彙のインプットという同じように繰り返し触れる場面を増

やすことが大切ですね。 

・語彙を広げる活動は授業のあらゆる場面で行うことができるという考えが大変参考になりま

した。自身の授業でもそれぞれの活動を見直し取り入れていきたいと思います。１つの単語

に触れる機会、場面を１度に集中してではなく、少しずつでも様々な場面で触れさせていく

こと、Teacher Talk の分析とその中でどれだけ語彙のリサイクルができるかも大切にしたい

姿勢だと思いました。 

 

大貫 由季 教諭によるワークショップ  

・「絵を見て英語で説明できるためには」ということを考え、教科書のピクチャーカードを使っ

てディスクライビングを積み重ねていることは私自身も実践していきたいことの１つです。

ベネッセの辞書指導パックの「どっちが先にのっているのかな？」は辞書引きのとっかかり

としていいなと思いました。 

・Picture Describing の実例とその際の支援の仕方について簡潔にまとめていただきました。

辞書指導の大切さや生徒から出てきたものを share しようとする姿勢など自分も今後意識し

ていきたいと思いました。 

・視覚から入ることがとても大事ということが改めてわかりました。生徒から何も出ない時に

ヒントの出し方が身近なことで生徒が発言しやすくなることを頭に入れて２学期授業をして

いきたい。 

 

北原 延晃 教諭によるワークショップ 

・スペルを重視して行っていたスペリングコンテストや定期考査の細かい減点基準を考え直そ

うと思います。 

・現在、発音指導の強化に取り組んでいるところですが spelling を正しく書かせる指導（スペ

リングコンテスト）から抜け出せない自分がいます。データをとる、データを検証する、自

分の指導理論を持つ、授業を改善するということを実践していきたいです。 

・動詞をジェスチャー付きコロケーションで覚える大切さを痛感しました。 

・先生のこだわっていらっしゃる「子どもが言語を習得する順番で・・・」という方針、やは

り大切だと思いました。何度もお話を伺っていますがその度に自分の授業を見直すきっかけ

をいただいています。 

・インプットとアウトプットの関係が良くわかった。ビデオ視聴や単語カードなどを使って実

際に授業でやっているように教えてもらえたのがずっとわかりやすくて今後の参考になった。 



8 月 6 日(木)板橋区立高島第三中学校 

 関口 智 教諭によるワークショップ 

・フォニックスの指導法を具体的にビデオで見せていただいて少しイメージを持つことができ

ました。特に絵を見せて、先に音読みをやると生徒達は実際に役に立つということが実感で

きてよいと思いました。「教科書の内容をやっているんだよとこどもたちに言うと子供も安心

する」というお言葉でしたが、子供の心理をよく理解されて授業をなさっているんだなと思

いました。 

・動きやジョーク（？）の多い授業でとても楽しかったです。コロケーションを授業で！とい

うと私には少しハードルが高い気がしましたが、ペアワークのシートはとても参考になりま

した。今やっている活動でコロケーションを意識してやることが大切だと感じました。 

・よい学習環境をつくるために効果的な教師の演技、話し方、活動のさせ方など自分の授業を

振り返ってみます。アルファベットの文字と音のつながりについても、より丁寧に指導して

いきたいと思います。 

・フォニックスの指導方法についてわかりやすく教えていただき、私も少しずつチェレンジし

てみようと思いました。中１初期のデータは興味深くこれから益々調査が必要となってくる

と思いました。 

・関口先生の雰囲気からは想像もできないジェスチャー（ダンス？）がとても印象的でした。

生徒のつまづきそうなポイントや日本語の影響をあらかじめ考えておくことの重要性が実感

できました。全体的にデータ（アンケート）やテスト、ワークブック、教科書、ワークシー

トなどいろいろな方法を示してくださったので、とてもよかったです。 

 

上尾 栄美子教諭によるワークショップ 

・ビンゴのやり方の工夫などとても役立つものであったと思います。センテンスビンゴなど、

ぜひとりいれてみたいと思いました。English Supplement は英語が得意な生徒でも不得意な

生徒でもどちらにとっても、とても効果的なものであり、生徒の「やる気」を育てるものだ

と思いました。参考にさせていただき、授業に取り入れていきたいです。 

・帯学習にスパイラルに既習事項を入れていくことの大切さを改めて感じました。どうしても

帯学習が長めになってしまいがちなので、１時間の授業デザインをしっかり考えないといけ

ないなあと感じました。復習プリントは内容がすごくいいので、これをうまく授業で使いた

いと思いました。 

・６０秒クイズ連語編や文でやる Bingo は初めてでぜひやってみたいと思いました。また、

English Supplement は普段なかなか触れる機会がない品詞や同じ意味をもつ別の表現を確認

するのにとても役立つと思います。 

・６０秒クイズはどの生徒にもわかりやすい活動で、ぜひ取り入れたいと思いました。また、

ビンゴをそのクイズと関連させているというのはとても興味深く生徒の定着につながってよ

いと感じました。 

・１つ１つの活動を実際にやってみたり、ワークシートを作成してみたり、自分の手や口を動

かすことでとてもわかりやすく学ぶことができました。辞書を使う仕掛けを考えてワークシ

ートを作ることで生徒の学びが深まることが実感できてよかったです。ビンゴで生徒に力を

つけるのは難しいなと思いました。 



鶴田 峰子教諭によるワークショップ 

・常に「生徒のゴール地点」を考えながら指導していくことの大切さを教えていただいた気が

します。「使える英語」を教えたいという教師の熱意がなければやはり生徒たちも力が伸びて

いかないと思いました。１時間半弱のワークショップでは時間が全然たりないと思いました。

ぜひ、さらにくわしくまた、他のことに関してもお話いただければうれしく思います。 

・先生の魅力的なお人柄にとてもひかれてしまいました。picture describing は準備が大変な

イメージがあったのですが私にもできそうな形で提示（紹介）して頂いたので２学期から try

してみたいと思います。＊黒板に絵を貼って動かさないというのは勉強になりました。 

・鶴田先生の明るくチャーミングなキャラクターにぐいぐい引き込まれてしまいました。スモ

ールステップで、単語だけから始めて 終的に自分の意見まで言えるようになるのはすごい

と思いました。何のために英語を教えるか、何のために生徒は英語を学ぶのかもう一度考え

てみようと思います。 

・絵が英語を理解する手段のみでなく、絵を通して既習の文法事項をリサイクルする、教科書

を summarize して output するなど、たくさんのすばらしいアイディアを学ぶことができまし

た。１～２枚から始めて子どもの中に積み重ねをしていけばいいと思いました。 

・ユーモアたっぷりで、授業がとても楽しかったです。教科書だけでなく、イントロダクショ

ンであんなにたくさんのインプットするのだなと思いました。もっと教科書を超えた内容も

学ばないといけないと感じました。 

 

8 月 18 日(火)中央区立銀座中学校 

渓内 明 教諭によるワークショップ 

・Oral Introduction のモデルを見せていただいて、わかりやすかったです。空所補充のまと

めプリントも参考になりました。 

・全ストーリーを紹介するのではなく、listening point, reading point を設定しておくのは

良いと思いました。 

・Explanation の必要性について再認識できました。英語のみで進める授業こそ生徒にとって

必要であると考えて授業を行ってきましたが、日本語を交えて、より知的好奇心を高める授

業づくりの工夫をしていきたいです。 

・Oral Introduction の板書案をプリントにして配って、Reproduction につなげていくという

アイデアに、なるほどと思いました。 

・「生徒」として楽しく参加できました。Oral Introduction の補強ができたことと Picture 

Describing が新しい Warming-up となったことがありがたいです。 

 

佐々木 孝紀 教諭によるワークショップ 

・PC を使った授業に興味があったので、それをスクリーンで見ることができて勉強になりまし

た。Picture Describing のやり方がとてもよくわかった。 

・Picture Describing を表現活動につなげるという考えが思いつかなかったので、とても参考

になりました。また、デジタルブックや英検の問題集の利用方を教えていただき、私も活用

してみたいと思いました。 

・実践されたこと、実践中のことなど先生の普段の取り組みの姿勢がよく伝わるお話でした 



アイデアがよく、同じことをしている自分になかった発想や視点が多く参考になりました。

「自分もがんばろう」と思う内容でした。 

・Bingo などを使い、できるだけ多くの英語の音や文字に触れさせることは必要ですね。私自

身も生徒に書く機会をもっと与えたいと思うので、表現ノートのような書くための活動を考

えたいと思いました。 

・語い指導を、絵や実物を用いながら行うことの大切さを理解できました。授業のヒントはあ

らゆるところに隠れているのだと思いました。 

 

石井 亨 教諭によるワークショップ 

・目標（到達）があり、それに伴う指導・評価がしっかり設定されていて、さまざまな活動 

手順も丁寧（input を多く）にされていることがよく分かりました。スローラーナーにも 

無理なく前向きに取り組めるアイデアもいただいたので、早々２学期に生かしたいなあと 

思いました。行う前の練習もたっぷりあり、生徒は安心して Chat に入れると思いました。 

・Chat もそうですが、先生も書かれているように、目標が明確でないと継続が難しいと思いま

した。「自己表現」“Quick response”は毎回の授業トレーニングで身につけ、学期末や学年

末でのスピーチで成果を発表する。流れ、しくみがわかりました。また自分なりによく考え

て取り入れていきたいです。 

・Collocation について、１，２年の指導を受けられてよく理解できました。生徒の興味・関

心にあわせての単語の使い方指導も丁寧になさっていて、とても参考になります。Speaking

指導技術の Mumbling(つぶやく)というのが面白く感じました。 

・ペアワークをやらせた後のシェアの仕方などとても参考になりました。またコーパスと教科

書が違っていてびっくりしました。生徒が言いたいことを、生徒に聞いていくというのも是

非やらせていただきたいと思いました。 

・動詞の指導（オレンジ色の絵のついた表裏のプリント）はとても楽しく、生徒もとても喜ぶ

と思いました。ぜひさっそく２学期にやってみたいと思います。Chat はすばらしいと思いま

した。カードを黒板に貼ることで、スローラーナーも黒板を見ながら参加できると思いまし

た。私にはまだまだできませんが、いつか Chat も挑戦したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 研究部のホームページについて 

 
 研究部のホームページから、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」誌が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、

すでに多くの先生方が登録され、活用されています。「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。さらに多くの方々にデータを

活用していただきたく、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ください。 

 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

てください。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、正しい

メールアドレスが登録されていないと、ダウンロードについての情報をお知らせできませんの

でご注意ください。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

ージに進んでください。登録後に案内のメールがすぐに届かない場合は、登録内容に不備があ

る可能性があります。メールアドレスに不備があると、パスワードが返送されませんのでご注

意ください。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ください。 

 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 Adobe Reader が必要です。お持ちでない方はホームページ上に配布ページへ

のリンクを設けてありますので、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全て、教科書出版社からの許諾を文書により得ていま

すが、その利用は「研究目的」に限られています。その点を十分にご理解いただいた上で、ご

活用ください。またパスワードに関しては利用者の責任で管理願います。 

 なお、データを使っての実践例や改善点、ご意見などをぜひお知らせください。 

e-mail アドレス  goi@eigo.org 

 

mailto:goi@eigo.org


Ⅴ 今後の課題 

 

今年度は、「生徒がアウトプットした重要動詞のコロケーション調査」として、研究を進め

てきた。部員がそれぞれ picture describing（絵を英語で描写する）の活動を通して、生徒の

アウトプットにどのようなものがあるか、また、重要動詞コロケーションとの関連を調査した。 

 

 昨年度の課題として、以下の３つが挙げられた。 

① 教科書本文からだけの問題文では暗記になるので、教科書とは異なる例文が必要である。 

② より効果的な指導法や教材の研究と普及に努める。 

③ 指導成果の検証を行う。 

 

 今年度、これらの課題に対して次のように取り組んだ。 

① picture describing では、授業で使用している教科書の挿絵だけでなく、他社教科書、自

作、生徒作の絵などを用いることで、既習の英語がどの程度定着しているかを見ることがで

きた。 

② より効果的な指導法や教材を部員それぞれが研究し、部会に持ち寄り、意見交換をするこ

とで、さらに深められた。また、夏の語い指導ワークショップでは、それぞれの指導例や調

査を紹介し、参加した方々と共有する機会を得た。 

③ 部員それぞれの指導例、生徒からのアウトプットを持ち寄り、重要動詞コロケーションが

どの程度表出したか、その頻度を調べ、picture describing に向く動詞と、そうでないもの

がわかった。  
(例)良く出てきた動詞：have wear eat get など。そうでないもの： live buy find など  

 

今後の課題として、次の２つが挙げられた。 

① まとまりのあるアウトプットを目指す。 

一文だけで描写するのではなく、ある程度まとまった量を話したり、書いたりできるように

指導する。新学習指導要領に「文と文のつながりを注意して文を書く」とあることからも、今

後、課題にしていきたい。 

 

② 効果的な辞書の使い方を研究する。 

 生徒がアウトプットするときに、既習のことを確認したり、未習のことを表現したいときに、

辞書を効果的に活用させる方法を研究していく必要がある。 
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