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Ⅰ あいさつ 

 

「授業を支える研究部の活動」 

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

                       会 長  井田 宗宏 
 
 第３４回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会が足立区を会場として、１１月１２日に開

催され、五百名にも及ぶ多くの参加者が見守る中、大盛況のうちに終えることが出来ました。今回の研

究主題「English Education 2010 英語教育の変革期を創る」は、時代の流れの中で特に注目すべき課

題であると受け止め、設定させていただきました。平成  ２４年度から全面実施される新学習指導要

領を見据えて、活気に満ちあふれた研究協議会になりました。 
 この大会で積極的に研究を推進してくれたのは研究部の一人一人の部員でした。各分科会の担当を決

め、若手の発表者を支援し、運営に大きく寄与してくれました。分科会の各テーマは、今後の英語教育

を見据える中でいずれも重要な課題であり、多くの時間を費やし、研究部の部員がリードし実践・研究

を繰り返して参りました。日常の授業でのつまずきを改善するためのステップを大切に活動を展開して

きました。都内の若手教員の人材育成を視野に入れ、日頃から堅実に活動している教員に発表の場を提

供してきましたが、十分な成果を上げることができたと考えています。分科会の時間を膨らませたこと

もあり、参加者の皆様からは、このような研究協議会を今後も続けてほしいという多くの声が聞かれま

した。 
さて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。 

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。 
 
 
 



 - 4 -

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） 
 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） 
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 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） 
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 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） 
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 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） 
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 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）  
2010 (平成 22) 年度 「語いと英語教育(34)」 

辞書指導 (１) 
                  研究授業者：小川登子（葛飾区立葛美中学校） 
                  指 導 講 師：小菅敦子（東京学芸大附属世田谷中学校） 
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Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし 

◆ 平成 21 年度 

・ これまでに指導した動詞のコロケーション表現を、生徒がどれだけアウトプットできたかを調査し

た。具体的には平成 19 年度に研究部が作成した「重要動詞におけるコロケーションリスト」を元に、

picture describing の活動を通して、調査した。毎月の部会で出された成果と課題について検討を

重ね、授業実践の改善を図った。 

・ 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や、生徒がアウトプットした動詞のコロケ

ーション調査結果、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：辞書指導(1) 

              「辞書指導シラバス」 

 

１ 研究の概要 

研究部は語い研究をとおして、語い指導の充実には、辞書指導が欠かせないことをいち早く認識

し、過去に行われた「夏の語い指導ワークショップ」においても、辞書指導を取り上げたこともあ

った。平成２４年度から全面実施される新学習指導要領には、「辞書の使い方に慣れ、活用できる

ようにすること」といった記述が盛り込まれ、辞書指導の充実が期待されている。このような状況

を踏まえ、今年度の研究テーマを「辞書指導シラバス」とした。 
今年も研究部主催の第９回「夏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は、以下の通りである。 

 
  ４月２６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：廣田幸男校長（小平市立第四中学校） 
 部長：北原延晃   副部長：石井、関口、原田 
・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：上尾、大貫、金子、中川、太田 
○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：原田 部員：渓内、江濱、紺野、岡崎、福島 
○HP・庶務部会（HP の管理と運営） 
 チーフ：関口 部員：横山、永松、二宮、川崎 
 記録、出張依頼：佐々木、福井 
 会計：上尾 
・今年度の研究テーマの決定「辞書指導シラバス」 
 部員が使用している４つの教科書について分担して辞書指導シラバスを作る。 
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1. New Crown①（関口、渓内、太田、紺野、上尾）江戸川、足立 
2. New Crown②（横山、大貫、福島、福井、川崎、坂田）町田市その他 
3. Columbus  （石井、原田、佐々木、永松）江東 
4. New Horizon （金子、中川、江濱、二宮）大田その他 
5. Sunshine  （岡﨑、北原）    ＊名前の下線は分科会長 

 ５月２５日 港区立赤坂中学校にて 

・今年度の研究（辞書指導シラバス）の進め方を確認 
・「夏の語い指導ワークショップ」計画：３日間の日程・会場の決定 
・研究部研究発表会について：授業公開者の候補を挙げる 

  ・平成２２年度関ブロ東京大会の進捗状況の確認 
 ６月２２日 港区立赤坂中学校にて 

・教科書別の担当ごとに辞書指導シラバスの作成作業 
・「夏の語い指導ワークショップ」について担当講師・実施計画などの確認 
・公開授業者検討 
・平成２２年度関ブロ東京大会の進捗状況の確認 

 ７月６日 港区立赤坂中学校にて 

・教科書ごとのシラバス作りの進捗状況の把握とシラバス作成上、全体で共有するべき点を確認。 
・「夏の語い指導ワークショップ」の応募状況の確認、当日の役割分担など 
・公開授業者の検討 
・平成２２年度関ブロ東京大会の進捗状況の確認 

 ７月２６日 港区立赤坂中学校にて 

・「夏の語い指導ワークショップ」 第１日目 
 発表者：石井「初見の Picture Describing…中学３年生」 
     大貫「中学１年生と２年生の基礎活動」 
     北原「辞書指導」 

 ８月４日 品川区立小中一貫校日野学園にて 

・「夏の語い指導ワークショップ」 第２日目 
発表者：関口「初めて教える３年生に挑戦させる Picture Describing」 

     上尾「辞書を活用した 1 年生への語い指導」 
     岡﨑「辞書を活用した語い指導の実践…２、３年」 

 ８月１９日 江東区立第三砂町中学校 

・「夏の語い指導ワークショップ」 第３日目 
   発表者：永松「語いのインプットからアウトプットへ」 
       原田「語いを繰り返し使う工夫」 
       北原「授業の幹をつくる語い指導」 
 ９月７日 港区立赤坂中学校にて 

・教科書別に進めている辞書指導シラバス作成まとめの段階にはいる 
・「夏の語い指導ワークショップ」の反省 
・研究部研究発表会公開授業者決定：小川登子先生（葛飾区立葛美中学校） 
・平成２２年度関ブロ東京大会の確認 
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 １０月１９日 港区立赤坂中学校にて 

・教科書別の辞書指導シラバスの 終確認。 
・研究発表会指導・助言者決定：小菅敦子先生（東京学芸大学附属世田谷中学校） 
・研究冊子原稿分担および研究発表者の決定 
・研究大会の役割分担 
・平成２２年度関ブロ東京大会の確認 

 １１月２６日 港区立赤坂中学校にて 

・研究冊子原稿読み合わせ 
・平成２２年度関ブロ東京大会の反省 

 １２月７日 港区立赤坂中学校にて 

  ・研究冊子原稿 終確認 
・研究発表会分担の確認 

 １月２５日 港区立赤坂中学校にて 

・研究発表会の 終確認 
・研究冊子校正 

 ２月２３日 葛飾区立葛美中学校にて 

・研究授業 
・研究発表 
 

２ 今年度の研究の流れ 

  

 平成 20 年度研究部では、平成 19 年度に作成した「重要動詞のコロケーションの調査」を授業実践や

テスト、教材プリントに活かした。月一回の部会において、部員がそれぞれの実践を発表した。実践を

発表していく中で考えていくべき事柄を出し合い、改善策を話し合った。その話し合いの中で「単語テ

スト、スペリングコンテストは是か非か」「各学年で、単語のつづりをどこまで求めるのか」「辞書指導

の方法」などのディスカッションをした。このような話し合いから平成 21 年度は、「辞書指導のシラバ

ス作り」に焦点を当てた研究を始めることにした。 
 

３ 辞書指導シラバス 

 

私たちが作成した「辞書指導シラバス」は、この通りに辞書指導を行わなければならない、というも

のではない。そこには、各学校の生徒の実態が考慮されるべきであり、教師それぞれの語いに対する考

え方にもよるだろう。例えば、研究部でも２つのグループに分かれた New Crown では、グループによ

って辞書指導のシラバスが異なった。 
本年度の研究は、研究部員が使用している教科書ごとのグループに分かれて行った。 

（1）New Crown① ・・・江戸川区・足立区 

（2）New Crown② ・・・町田市その他 

（3）Columbus   ・・・江東区 

（4）New Horizon  ・・・大田区その他 
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（5）Sunshine     ・・・品川区その他 

各グループで教科書の新出語からどの単語を辞書で引かせるかを選定した。また、どのような理由か

らその単語を引かせるかを選んだ。選んだリストは赤坂中北原延晃教諭の著書「英語授業の幹をつくる

本」(参考文献参照: P.73-98)から以下のように選定した。 

 
辞書指導のディスカッションの中で、「辞書をどのようにそろえるか。」という話題があがった。お

おかたの学校では個人的に辞書をそろえているが、校内予算の消耗品や図書予算で補っているところ

もある。中には毎年 15 冊ずつ買い足し、40 冊集めたり、できるだけ違う会社の辞書を集めていたり、

という学校もあった。辞書を使用するに当たっては、予算でキャスターを購入し、図書室から 40 冊

の辞書をのせて教室に運ぶという例も挙げられた。また、できるだけ違う会社や、さまざまなレベル

の辞書をそろえることを心がけているという先生もいた。 
 
辞書指導の利点として、部員からは以下のような意見が出た。 

・ 生徒が辞書を早く引けるようになった。 
・ 辞書を引く回数が増えた。 
・ 辞書をすぐに引くようになって、わからない単語をそのままにしないようになった。 
・ コロケーションを知ることが出来た 
・ いろいろな熟語を引けて、それらを知るようになった。 
・ 単語を正しく書けるようになった。 
・ 発音から綴りをイメージする力がついた。 
・ 生徒が例文の中で単語の使われ方を知った。 
 

 1  基本動詞  ・・・have, take, get, make などの基本動詞 
 2  多義語   ・・・nice, then, see, class などの多義語 
 3  How       ・・・How are you?, How many …?, How do …?などの how 
 4  コア      ・・・get, turn, keep などのコアとなる語義を教える 
 5  ニュアンス ・・・watch, see, look や learn, study などの似た意味のニュアンス 
 6  前置詞   ・・・前置詞の使い方に注意させる 
 7  例外の綴り ・・・kn や wr など辞書を縦に読み、発見をさせる 
 8  紛らわしい語 ・・・fun, interestingやanother, otherなどやexciting, excitedなど 
 9  Phrasal verbs・・・take placeやget upなど動詞の語義の一番後ろに注目させる 
10 訳しにくい語・・・every, any, some, each, putなど例文で使い方を教える 
11 品詞の変換・・・nature → natural, dance → dancerなど前後を見させる 
12 他品詞語  ・・・right, favorite, likeなど複数の品詞をもつもの 
13 接頭辞・接尾辞・・・名詞＋ful, 形容詞＋lyなどの接頭辞と接尾辞 
14 可算・不可算 ・・・paper, water, fish, fruitなどの可算名詞と不可算名詞 
15 同じ内容   ・・・Fine→OK. Good. Great. Perfect.など複数の言い方 
16 コロケーション・・・moon, sameなどはtheがつく、など前後につく語 
17 冠詞     ・・・most, few, littleなど冠詞のあるなしで意味の変わる語 
18 文化     ・・・rice, finger など英語圏の文化の説明が辞書にある語 
19 連語・熟語  ・・・each other など動詞の語義のさらに後ろにあることを教える 
20 位置     ・・・too, often, also などの位置 
21 その他    ・・・発音、不規則動詞など 1～20 までに当てはまらない語 
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４ 教科書ごとの辞書指導シラバス 

 

New Crown English Series  三省堂１年 

 

L1-1  

lesson  one  I  am  hello  you  are  from   right   yes  I’m  you’re  Nice to meet you.  
  前置詞 多義語 

Nice to meet you too. 
L1-2                           

hi  no  not  my  friend  Japan  
Do It Talk1 

Ms  your  teacher  pardon  
L2-1 

two  this  is  a  nice  in  it  an  animal  Thank you. 
 多義語 

L2-2   

new  that  too  father  small  old  it’s  isn’t   
 位置 

L2-3 

picture  what  then  word  moon  what's       
L3-1 

three  play  football  have  in  the  like  very  much  often  it  music  baseball 
基本動詞                                          位置 

L3-2 

good  do  practice  every  day  weekend  catch  want  break  OK   tennis  basketball      

                                               基本動詞 
soccer don’t  every day  Thanks.   You too.  
L3-3 

hand  soft  for  know   game   fun  and  easy 
        基本動詞 多義語 紛らわしい 
Do IT WRITE1 

everyone  name  use  Sunday 
WORD CORNER1 

zero  four  five  six  seven  eight  nine  ten  eleven  twelve  thirteen  fourteen fifteen 
sixteen  seventeen  eighteen  nineteen  twenty  thirty  forty  fifty  sixty  seventy      
eighty  ninety  hundred  telephone  number  
L4-1 

at        nature      Mr  group  ready  student  here 
girl     boy  camera map  Here you are  
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L4-2 

see  any  bird   how  many  some  Just a minute.  Oh,dear.   
    訳しにくい   How                                                                    
L4-3 

look        how  beautiful stop  pick  take      we  live  with  That's  I see   
ニュアンス                          基本動詞           前置詞        その他 
That's right.  And you? 
Do It Talk2 

Where  toilet  near  shop  under  over  there  over there  Excuse me.  You’re welcome. on 
                            前置詞 前置詞         熟語・連語                             前置詞 
WORD CORNER2  

family  grandfather  grandmother  uncle  mother  aunt  son  daughter  brother  sister 
L5-1 

he  singer  of      song  she  dancer       dance       club  he's 
        前置詞            品詞の変換   品詞の変換                          

L5-2 

who  oh  her  favorite  sea  she's  who's   
L5-3 

her  also  him  sometimes   go        to  happy  sing  swim  they  kind  me   Me too.   
位置          位置    基本動詞 

about   know about 
前置詞 
DO IT TALK3 

thank  you  when  Saturday  evening  before  dinner  join  next  
                                文化             文化 
LET’S READ1 

treasure  mountain  school  his  town     
Word corner3 

week  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  class  today  science  Japanese 
English  PE 
L6-1 

help  run  touch  tell  someone  ear 
         コア             

L6-2 

people  problem  sound  does  other  example  for example  doesn’t 
                                           連語・熟語 
L6-3 

work      hard   bark  them  but  need  more 
基本動詞 多義語 
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LET’S TALK4 

late  sorry  time  now  o'clock  movie  start  let's     
WORD CORNER4 

month  year  January  February  March  April  May  June  July  August  September      
October  November  December  trip 
L7-1 

choose  their  lunch  eat  talk  have a good time                                                       
                  連語・熟語 

L7-2 

study  popular  really  speak  phrasal  useful  aren't  they're           
    接尾辞 

L7-3 

hospital  nurse  high  school  volunteer   
USE IT7 

cook  kitchen  read  watch  piano 
DO IT TALK5 

whose  mine  yours  open  please  stand  up  hers  his  ours      
WORD CORNER5 

birthday  first  second  third  fourth  fifth  sixth  seventh  eighth  ninth  tenth  eleventh 
twelfth  date 
L8-1 

Language  so  can  little  teach  each       a little  each other                    

訳しにくい 
L8-2 

these  mean  person  cannot  by  guess  rest  can't   
  前置詞 

L8-3 

those  make  sentence  answer  difficult  without  understand  hint   
USEIT8 

well 
紛らわしい 
DO IT TALK6  

busy  our  homework  us  sure  speaking  Not really  What's up? 
WORD CORNER6 

season  spring  summer  fall  winter 
L9-1 

letter  dear  receive  yesterday  ask  last  visit  enjoy  place  
L9-2 

protect  ago  did  only  has  million  member  didn't 
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  位置 
L9-3 

went  go  went  forest  walk  through  had  have  tell  told           
Do IT WRITE2 

vacation  ski  during    
LET’S READ2 

see  saw  rabbit  say  said  follow  into  hole  disappear  down  center  earth  strange    
wonderland  big  egg  high  wall  something  course  Of course  shape  come  be 
careful  Be careful  sit  sat  great   fall  cry  terrible 

        多義語  
 
                                       



 - 17 -

New Crown English Series  三省堂２年 

 

L1-1 

life  like  love  sport  among  different  why  anyone  Let me tell you about～. 
多義語 多品詞語      コア                  紛らわしい 
L1-2                

rice  always  usually  outside meet    
 位置 

L1-3  

stay  short  learn  country   
   コア 

USE IT1 

breakfast  morning  afternoon  video  night  get  got  get up 
                                  コア 

Do IT TALK1 

welcome  back  bought  buy  present  which  or  glass 
WORD CORNER1 

body  hair  head  shoulder  feet  foot       arm  finger  neck  leg  nose  eye  face   
紛らわしい          文化 

mouth                                
L2-1 

report  page  made  make  paper  clean  water  was  were   
                         コア 
L2-2 

hour        half  long  tired  interesting  lot  a lot  wasn't    
例外の綴り                                 紛らわしい語 
 L2-3 

writing  came  come  write  sit  straight  wrote  Sit up straight.  
 
USE IT2 

home  shopping   go shopping 
 連語・熟語 

DO IT TALK2 

man  carry  thing  wonderful  pretty     
WORD CORNER2 

weather  sunny  cloudy  rainy  windy  snowy  sun  cloud  rain  wind  snow  how's 
L3-1 

remain  world  will  sell  buy  
L3-2 

large  space  wild  won't 
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L3-3 

because  cut  wood  farm  land  food      must  library  agree  tomorrow  
加算・不可算 

USE IT3 

plan  
Do IT TALK3 

ride  along  river  wait  noon  I'll        
WORD CORNER3 

color  red  yellow  black  white  blue  green  brown  sky  cherry 
L4-1 

free  after  maybe  festival  think  concert  station  after school 
L4-2        

hear      listen      listen to ～   
ニュアンス ニュアンス    連語・熟語 
L4-3 

read  its  culture  die  out  die out   
USE IT4 

subject  How about ～?                            
how 
Do IT TALK4 

bear  important  yen  money     put  CD  here's       
          加算・不可算 
LET’S READ1 

away  full  be full of ～  either         we'll  goodbye  return  quickly  knock   
コア コア 連語・熟語  紛らわしい語 
knock over ～  there's   shall       What shall we do?   idea   ate   broke   break    
                     紛らわしい語 
worry  where's  bad  soon feel  you'll  smile 
L5-1 

speech    dream  all  travel  around  around the world  
品詞の変換 
L5-2 

 doctor  fresh  leaves   leaf   cover  grow  sick  care  take care of ～                 

        その他 
L5-3 

plant  human  living  share  together  respect  future  spend  save   
コロケーション     
USE IT5 

supermarket   fish            fruit 
           加算・不可算    加算・不可算 



 - 19 -

Do IT WRITE1 

foreign  lives   life          
        その他 
L6-1 

photo  wear  ～, don't you?    
L6-2 

major  give  if  question 
L6-3 

rule  until  left  leave  No problem. 
    コア 
Do IT TALK5 

excuse  matter  headache  sleep  blanket  flight  attendant  
L7-1 

building  find    project  heat  island  hot   city   show   than     research  
                                                                 前置詞 
 L7-2 

 machine  off  street  hold  fast  own  Let me see.   
                                 多品詞 
 L7-3 

may   roof  cool  most   May I ～?  
多義語 
L7-4 

regular  as  sand  beach  better  best  way     fight                                               
                                       多義語                                                   
DO IT TALK6 

cold  close  energy  fridge  turn  light  turn off ～      
L8-1 

children   child  danger  sign  seen  see  field  just  kill  just like ～  
例外の綴り 
L8-2 

remove  easily  slow  dangerous  imagine  have to～     by hand  
             品詞の変換     コロケーション 
 L8-3 

poster  enter  you see     
DO IT WRITE2 

hope  forward  look forward to～  homestay  Smith  host family  
        コロケーション 
WORD CORNER5 

between           
コア      
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LET’S READ2  

next to  be covered with  oil  dying  baby  try  warm  held  early  woke  wake    
連語・熟語 
took  take  attack  in time  fly  wrong  difference  fail  tall  tower  wing  step            
                        品詞 
air  into the air  fell  fall  caught  catch  flew  empty     
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New Crown English Series  三省堂３年 

 
L1-1 

wonder   ring      trick       point       finally      keep      happen      keep ～ing       
                                 コア   品詞の転換 
(with)   
多義語  
L1-2 

another       begin      same         again  minute 
紛らわしい語           コロケーション 
Do IT TALK1 

could  museum  bank  corner  left  across  hotel 
                    コア 
L2-1 

interview    glad      few         since     been       several  (a few )     (for) 
                                    前置詞                        紛らわしい 多義語 
L2-2  

lake  huge  Mt  crop  farmer  haven't   
L2-3 

(sounds)  interested  art  paint  famous  painting  style  I hear～.  be interested in ～ 
多品詞語 
(hear) 
訳しにくい                                                                        
DO IT TALK2 

collection  would  drink  tea  fine  Would you like to ～?  I'd 
品詞の転換                 連語・熟語 
L3-1 

arrive  finish  delicious  plate  already  everything  still  hungry  leave  I've   (a lot of) 
                                        紛らわしい語       多義語      連語・熟語 

L3-2 

once  both  active  exciting  yet           (play)      (different from)    surprised        
                        紛らわしい語      多品詞語       連語・熟語     連語・熟語 
size  ever  never  such 
           紛らわしい語                     
DO IT TALK3 

train   restaurant  should  junior   junior high school  (get to) 
  ニュアンス                         連語・熟語 

Word Corner1 

angry  sad  thirsty  sleepy  
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L4-1 

thousand  heard  drop  suddenly  age  believe  possible remember  peace   (well)          
     多品詞語 

at the age of ～ get well   
L4-2 

say  story  known  call  send  all over the world 
コア 
L4-3 

reach  forget  power  importance    
  品詞の転換         

Let’s Read1 

men  man  leader  village  grandchild  born  bear  be born  so ～ that  unhappy              
tradition  nothing  taught  look for   threw  throw  special  stone  bring  task  too ～ to 
                                   ニュアンス 
later  gave  give  anything  secret  swam  swim  shout  move  go up to  climb  slowly      
rode  ride  found  find 
WORD CORNER3  

Chinese 
L5-1 

grassland  horse  race  wrestle      match           (interested in) 
例外の綴り  紛らわしい語        連語・熟語 

L5-2 

create  kilometer      
L5-3 

e-mail  close      write to 
       多品詞語   phrasal verb   
WORD CORNER2 

print   
L6-1 

judge  skin  American  fought  (one)  equality 
 多義語 品詞の変換 

L6-2 

seat  even  separate  against  Mrs  courage   in those days 
 位置             前置詞                   連語・熟語 

L6-3 

woman  section  fill  driver   police   news   support   last      won     win  
 多品詞語            

(any)          (give up)  
訳しにくい     連語・熟語                       
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L6-4 

led  lead  shot  shoot  able  be able to  
                       コア 連語・熟語 
DO IT TALK4 

Gandhi 
L7-1 

child  northeast  suffer  war  knew  photographer  suffer from   (as)     (few)          
   その他                連語・熟語  多義語   紛らわしい語 

(promise) 
多義語        
L7-2 

lying  lie  ground  appear  newspaper        
例外の綴り 
L7-3 

shocking  action  opinion  simple  side  in my opinion (even)  (see)  (dying) 
                                                       コア 多義語 例外の綴り 
DO IT TALK5 

Nice talking to you. (out) 
                     コア 
L8-1 

actor  act  spoke  line  skill  (how)  (line)  (move)      
   コア 多義語  多義語 

L8-2 

facial  expression  gesture  communication  couldn't  (through)  (much)   
品詞の変換                                                      多義語   
L8-3 

truly  communicate  chance  feeling  thought  become  (a little) 
品詞の変換                                           紛らわしい語                                   
DO IT WRITE2 

volleyball   team  (at first)   
                 連語・熟語 
LET’S READ2m 

human rights  activity  natural  treat  unfairly  because of ～ suffering  behind  case          
     接頭辞 

in great danger  run away  everywhere  safe  felt  basic   in peace  safety  in safety 
READING PLUS 

awesome  everyday  still  whatever  being  new kid on the block  flat out  save  blade  icy 
        品詞の変換 

make up  argument  bottom  tie  score  out  bases  loaded  turn  bat  start over  explore             
height   depth  hold on to 
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★ 辞書指導を振り返って 

・初出の段階では、学習者の混乱を避けるために教師から生徒に語句に関する情報を与えすぎない

ようにした。 
・今回の検討は２１項目をもとに行ったが、次年度は分類の項目について、部会でも討議できる場

があると良い。 
・授業の中で辞書を活用することで、単語の意味を調べるだけでなく辞書の有意義な活用法につい

ても指導できるので、自立した学習者の育成を図ることができる。 
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４（２）NEW CROWN ENGLISH SERIES （三省堂） 

 

１年 

Lesson 1-1 

lesson  one  I  am   hello   you   are   from   right   yes I’m←I am  you’re←you are  
                                             多義語 
Nice to meet you.  Nice to meet you too.   
lesson 1-2 

hi   no   not   my   friend  Japan  
DO IT TALK1 

Ms   your   teacher   Pardon?  
Lesson 2-1 

two   this   is   a   nice   it   an   animal  Thank you.   
                    多義語 
Lesson 2-2 

new   that   too   father   small   old  it’s←it is  isn’t←is not   
             位置 
Lesson 2-2 

picture   what   then   word   moon     what’s←what is 
                多義語          ｺﾛｹｰｼｮﾝ 
Lesson 3-1 

three   play   football   have   in   the   like   very   much   often   it   music 
   基本動詞     基本動詞     基本動詞          位置 
baseball 
Lesson 3-2 

good   do   practice   every   day   weekend   catch   want   break   OK   tennis  
          訳しにくい語             基本動詞 他品詞語 
basketball   soccer  don’t←do not  every day  Thanks.  You  too.  
Lesson 3-3 

hand   soft   for   know   game   fun   and   easy   
            前置詞  基本動詞     他品詞語    品詞の変換 
DO IT WRITE1 

everyone   name   use   Sunday 
                 基本動詞 
WORD CORNER 1 

zero  four  five  six  seven  eight  nine  ten  eleven  twelve  thirteen  fourteen  fifteen  
sixteen  seventeen  eighteen  nineteen  twenty  thirty  forty  fifty  sixty  seventy  eighty 
ninety  hundred  telephone  number 
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Lesson 4-1 

at   nature   Mr   group   ready   student   here   girl   boy   camera   map 
前置詞 品詞の変換 
Here you are. 
Lesson 4-2 

see   any   bird   how   many   some  Just a minute.  Oh, dear.   
ﾆｭｱﾝｽ 訳しにくい語 How        訳しにくい語 
Lesson 4-3 

look   beautiful   stop   pick   take   we   live   with  that’s←that is  I see.  That’s right. 
ﾆｭｱﾝｽ                         基本動詞    基本動詞 前置詞 
DO IT TALK2 

where   toilet   near   shop   under   over   there    on   Excuse me.  You’re welcome. 
               前置詞         前置詞                 前置詞 
WORD CORNER 2 

family   grandfather   grandmother   uncle   mother   aunt   son   daughter   brother    
sister 
Lesson 5-1 

he   singer   of   song   she   dancer   dance   club  ( he’s←he is)   
    品詞の変換 前置詞    品詞の変換 品詞の変換 
Lesson 5-2 

who   oh   her   favorite   sea  she’s←she is  (who’s←who is)  ( diver ) 
                 複数の品詞                  品詞の変換 
Lesson 5-3 

her   also   him   sometimes   go   to   happy   sing   swim   they   kind  me  Me too. 
      位置    位置 基本動詞                品詞の変換      複数の品詞 
DO IT TALK 3 

thank   you   when   Saturday   evening   before   dinner   join   next 
                                           前置詞 
Let’s read 1 

treasure  mountain  school  his  treasure  town  
複数の品詞           複数の品詞 
WORD CORNER 3 

week  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  class  today  science  Japanese  
English  PE 
Lesson 6-1 

help   run   touch   tell   someone   ear  
基本動詞           基本動詞 
Lesson 6-2 

people   problem   sound   does   other   example  for example  (doesn’t←does not) 
       複数の品詞 
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Lesson 6-3 

work   hard   bark   them   but   need   more  
基本動詞 複数の品詞           訳しにくい語 
DO IT TALK 4 

late   sorry   time   now   o'clock   movie   start    let's 
                       基本動詞 

WORD CORNER 4 

month   year   January   February   March   April   May   June   July   August    
September   October   November   December   trip 
Lesson 7-1 

choose   their   lunch   eat   talk   have a good time  
                            基本動詞 
Lesson 7-2 

study   popular   really   speak   useful    
                        基本動詞 接頭・接尾 
Lesson 7-3 

hospital   nurse 
USE IT 7 

cook   kitchen   read   watch   piano 
                        ﾆｭｱﾝｽ 
DO IT TALK 5 

whose   mine   yours   open   please   stand   up   hers   his   ours  stand up 
WORD CORNER 5 

birthday  first  second  third  fourth  fifth  sixth  seventh  eighth  ninth 
tenth  eleventh  twelfth  date 
Lesson 8-1 

language   so   can   little   teach   each     a little   each other 
                           基本動詞 訳しにくい語 
Lesson 8-2 

these   mean   person   cannot   by   guess   rest   can’t←cannot 
                 ﾆｭｱﾝｽ           前置詞 
Lesson 8-3 

those   make   sentence   answer   difficult   without   understand   
       基本動詞                                 前置詞 
USE IT 8 

well 
多義語 
DO IT TALK 6 

busy   our   homework   us   sure Speaking.  Not really.   What’s up? 
 



 - 28 -

WORD CORNER 6 

season   spring   summer   fall   winter 
Lesson 9-1 

letter   dear   receive   yesterday   ask   last   visit   enjoy   place 
                    基本動詞  基本動詞  
Lesson 9-2 

protect   ago   did   only   has   million   member  (didn’t←did not)  
    ﾆｭｱﾝｽ 
Lesson 9-3 

went←go   forest   walk   through   had ←have   told ←tell 
                           前置詞 
DO IT WRITE ２ 

vacation   ski   during  Mike  sicerely 
                 前置詞 
Let’s read 2 

saw←see   rabbit  said←say  follow  into  hole  disappear  down  center  earth  strange  
big  egg  high  wall  something  course  Of course. shape  come  be  careful Be careful. 
sat←sit  great  fall  cry  terrible 
 
２年 

Lesson1-1 

life  like  love  sport  among  different  why  anyone 
品詞  他品詞          前置詞              
Let me tell you about ～  
Lesson 1-2 

rice  always  usually  outside  meet  
     位置     位置          基本動詞                    
Lesson 1-3 

stay  short  learn  country 
基本動詞   基本動詞  多義語 
USE IT 1 

breakfast  morning  afternoon  video  night  get  got←get  get up 
                                           基本動詞 
DO IT TALK 1 

back  welcome  bought←buy  present  which  or  glass   
多義語                                その他  その他                      
WORD CORNER 1 

Body  hair  head  shoulder  feet←foot  arm  finger  neck  leg   
            ﾆｭｱﾝｽ                ﾆｭｱﾝｽ ﾆｭｱﾝｽ              ﾆｭｱﾝｽ 
nose  eye  face  mouth   
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Lesson 2-1 

report  page  made←make  paper  clean  water  was  were   
                              基本動詞    
Lesson 2-2 

hour  half  long  tired  interesting  lot  a lot  wasn’t←was not 
例外の綴り                 ﾆｭｱﾝｽ 
Lesson 2-3 

writing  came←come  write  sit  straight  wrote←write   
                   基本動詞  基本動詞 
USE IT 2 

home  shopping  go shopping  
DO IT TALK 2 

man  carry  thing  wonderful  pretty   
                      接尾辞 
WORD CORNER 2 

weather  sunny  cloudy  rainy  windy  snowy  sun  rain  snow  cloud  wind   
         接尾辞  接尾辞 接尾辞 接尾辞 接尾辞   他品詞語 他品詞語  
how’s ←how is  
Lesson 3-1  

remain  world  will  sell  buy  
      連語・熟語  基本動詞 基本動詞 
Lesson 3-2 

large  space  wild  won’t←will not   
ﾆｭｱﾝｽ 
Lesson 3-3 

because  cut  wood  farm  land  food  must  agree  tomorrow 
その他        ﾆｭｱﾝｽ 
USE IT 3 

plan 
Do IT TALK 3 

ride  along  river  wait  library  noon  I’ll←I will 
他品詞語、前置詞  連語 
WORD CORNER 3 

color  red  yellow  black  white  blue  green  brown  sky  cherry 
Lesson 4-1 

free  after  maybe  festival  think  concert  station  after school  
    前置詞  ﾆｭｱﾝｽ         基本動詞 
Lesson 4-2 

hear  listen  listen to～   
ﾆｭｱﾝｽ ﾆｭｱﾝｽ 連語・熟語 
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Lesson 4-3 

its  culture  die  out  die out   
                多義語 
USE IT 4 

subject  How about～? 
DO IT TALK 4 

bear  important  yen  money  put  CD  here’s←here is 
               加算・不可算 基本動詞 
LET’S READ1 

away  full  be full of ～  either  we’ll←we will  goodbye   
      連語・熟語  訳しにくい語 
return  quickly  knock  knock over ～  there’s←there is  shall  What shall we do? 
       例外の綴り 
idea  ate←eat  broke←break  worry   
                基本動詞 
where’s←where is  bad  soon  feel  you’ll←you will  smile  
               基本動詞 
Lesson 5-1  

speech  dream  all  travel  around  around the world  
品詞の変換   連語・熟語 前置詞、連語・熟語 
Lesson 5-2 

doctor  fresh  leaves←leaf  grow  sick  care  take care of～ 
                                       コア   連語・熟語 
Lesson 5-3 

plant  human  living  share  together  respect  future  spend  save   
                                                        多義語 多義語 
USE IT 5 

supermarket  fish  fruit 
       加算・不可算 加算・不可算 
DO IT WRITE 1 

foreign  lives←life 
Lesson 6-1 

photo  wear  ～,don’t you?  
Lesson 6-2 

major  give  if  question  
    基本動詞 その他 
Lesson 6-3 

rule  until  left←leave  No problem. 
他品詞語 前置詞 
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DO IT TALK 5 

excuse  matter  headache  sleep  
Lesson 7-1 

find  project  heat  island  hot  city  show  than  research   
基本動詞                            基本動詞 
Lesson 7-2 

machine  off  building  street  hold  fast  own  Let me see.   
                           基本動詞   複数の品詞 
Lesson 7-3 

may  roof  cool  most  May I ～?   
多義語     ﾆｭｱﾝｽ 
Lesson 7-4 

regular  as  sand  beach  better  best  way  fight  
      訳しにくい語                    多義語 
DO IT TALK 6 

cold  close  energy  turn  light  turn off～ 
                   コア  他品詞語  
Lesson 8-1 

children←child  danger  sign  seen←see  field  just  kill   
              品詞の変換                    訳しにくい語 
just like～ 
Lesson 8-2 

remove  easily  slow  dangerous  imagine  have to～  by hand  
        接尾辞 
Lesson 8-3 

poster  enter  you see 
DO IT WRITE 2 

hope  forward  look forward to～   
基本動詞 
WORD CORNER 5 

between  
前置詞 
LET’S READ2 

promise  next to～  be covered with～  oil  dying←die  baby  try   
        連語・熟語  連語・熟語              基本動詞 
warm  held←hold  early  woke←wake  lucky  took←take  attack   in time 
                                    連語・熟語 
became←become 

基本動詞 
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fly  wrong  difference   fail  tall  tower  wing   
      品詞の変換 
step  air  into the air  fell←fall  caught←catch  flew←fly  empty 
 
３年 

Lesson 1-1 

wonder   ring   trick   point   finally   keep   happen  keep ～ing  paste   
                        接頭辞・接尾辞 基本動詞  その他 
Are you with me? 
Lesson 1-2 

another   begin   same   again   minute  
まぎらわしい語    ｺﾛｹｰｼｮﾝ 
DO IT TALK 1 

could   museum   bank   corner   left   across   hotel 
                                        前置語 
Lesson 2-1 

interview   glad   few   since   been   several  
                  冠詞  前置語      その他  
Lesson 2-2 

lake   huge   Mt   crop   farmer  
       ﾆｭｱﾝｽ 
Lesson 2-3 

interested   art   paint   famous   painting   style  be interested in～  
まぎらわしい語 
DO IT TALK 2 

collection   would   drink   tea   fine  Would you like to ～?  I’d←I would  
Lesson 3-1 

finish   delicious   plate   already   everything   still   hungry   leave 
                           位置                           訳しにくい語 
I’ve←I have   
Lesson 3-2 

once   both   active   exciting   yet   
    連語・熟語   まぎらわしい語 
Lesson 3-3 

surprised   size   ever   never   such   
まぎらわしい語 
DO IT TALK 3 

train   restaurant   should   junior  junior high school  
                  訳しにくい語 
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WORD CORNER 1 

angry  sad  thirsty  sleepy   
Lesson 4-1 

thousand   heard←hear   drop   suddenly   age   believe   possible   remember         
peace  at the age of～  get well  
Lesson 4-2 

say   story   known ←know   call   send   all over the world  
              例外の綴り  基本動詞 

Lesson 4-3 

reach   forget   power   importance  
                         品詞の変換 
Let’s read 1 

men←man  leader  village  born←bear  be born  so～that  unhappy  tradition  nothing 
                                                                            訳しにくい語 
taught←teach  look for～ threw←throw  special  stone  bring  task  too～to  later   
gave←give  anything  secret  swam←swim  shout  move  go up to～ climb  slowly   
     訳しにくい語 
rode←ride  found←find 
Lesson 5-1 

grassland   horse   race   wrestle   match 
                         例外の綴り 
Lesson 5-2 

create   kilometer 
Lesson 5-3 

e-mail   close 
DO IT WRITE 1 

print 
Lesson 6-1 

judge   skin   America   fought   fight 
Lesson 6-2 

seat   even   separate   against   Mrs   courage 
    訳しにくい語          前置語 
Lesson 6-3 

woman   section   fill   driver   police   news   support   last   won   win 
                  連語        加算・不可算      多義語 
Lesson 6-4 

led   lead   shot   shoot   able 
Lesson 7-1 

child   northeast   suffer   war   knew   know   photographer 
                 連語・熟語 
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Lesson 7 -2 

lying    lie   ground   appear   newspaper 
       その他 
Lesson 7-3 

shocking   action   opinion   simple   side   
Lesson 8-1 

actor   act   spoke   speak   line   skill 
Lesson 8-2 

facial   expression   gesture   communication 
Lesson 8-3 

truly   communicate   chance   feeling   thought   become 
接尾辞 
Do it write2 

volleyball  team 
Let’s read 2 

activity  treat  unfairly   because of～  suffering  behind  case  in great danger  run away 
everywhere   safe  felt←feel  in peace  safety  in safety 

★ 辞書指導を振り返って 
・１年生の初期は毎時間辞書引きをさせ、辞書に親しみ、使い方に慣れることを目的とした。 
・１年生では４月の段階で辞書指導を始めたため、必ずしもレッスン指導時にその単元で出てくる単語

をひかせたわけではなかった。 
・初期段階では、単語をひくだけでなく教室内の物やスポーツに関する単語のページのような参考ペー

ジ（付録のような部分）を活用することで興味を持たせることができる。 
・どの語をひかせるのかが個人で異なる場合がある。また、ひかせたい語がどの分類に入るのかも個人

の観点で異なる。さらに、分類についても接続詞や疑問詞を別の項目として表すことも考えられる。 
・たくさんの語をひかせるには十分な時間を確保することが必要になるので、ひかせたい語を３年間の

指導計画の中で厳選することも大切である。 
・学年に応じて、辞書の例文を活用することも学ばせたい。 
・３年生では高校の授業の橋渡しになるような辞書指導（中級者向けの辞書の使い方）も必要である。 
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（３）COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE （光村図書） 

 

１年 

Unit１－１ 

hi   I   am   call   me   from   a   junior   high     school     student   
   連語・熟語 

call me~.   I’m from~.   Junior high school   I’m  
Unit１－２ 

hello   too    
Unit２－１ 

excuse   are   you   no   not   oh     sorry     yes     Mrs.     nice   to     meet    
訳しにくい語                         ニュアンス      紛らわしい語            ニュアンス 
Excuse me.   I’m sorry.   Nice to meet you.    
Unit２－２  

this   is   OK   and   his     sister     welcome   Japan     thank   
                                文化                         訳しにくい語 
Welcome to ~.   Thanks. 
Unit２ Communication Task 

that   my   friend   that’s 
Unit３－１  

Mr.   he   our     math        teacher     very     kind   who     tall     man     P.E.    
                   その他      品詞の変換   位置                   同じ内容         その他 
strict   but   popular   he’s    who’s 
Unit３－３ 

woman     over     there   Ms.   She     an     English     her     class     fun    
          連語・熟語                ニュアンス   品詞の変換       コロケーション 
over there   she’s   isn’t     
Unit３ Communication Task  

music     Japanese     science   girl   boy   father   mother   brother 
          品詞の変換 
Unit３ Extra  

day   of   the   week   Sunday   Monday   Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday   
Saturday   
Let’s Try   
what   in   apple   or   pen   pencil   what’s  
Unit４－１  

on   Internet     how     fine     so     live    great    
                  How   ニュアンス    コロケーション 
How are you?   Fine, thanks.   That’s great.   Sarah’s    
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Unit４－２  

do   like     movie     anime   know   it   name   for   right     favorite     have      
            品詞の変換                                    多義語    他品詞語 
DVD    Me, too.   Don’t    it’s 
その他 
Unit４ Communication Task  

play     basketball   guitar   dog   cat     milk      tomato     juice     soccer     piano    
基本動詞,コロケーション                 可算・不可算   その他  可算・不可算 
sport   your 
Unit４ Extra  

dear     much   book   song     call  
訳しにくい語                   多義語(既習) 
Thanks for~.   Miyazaki’s ~   very much    
Skit Time  
please                family        first     sign   here        eraser 
訳しにくい語,位置     文化         その他                     品詞の変換 
Here you are.   Thank you.   You’re welcome.   You’re 
Unit５－１  

try     excited   really   good     take     picture     ready     move   say   cheese    
連語・熟語                       基本動詞   多義語   訳しにくい語 
Here’s ~.   try ~ on   How do you like ~?   Here’s 
Unit５－２  

look     at   yeah     like     hey   let’s   join   them     come      
連語・熟語         他品詞語(既習)                      基本動詞,連語・熟語    
hurry     up   later   dancer    
連語・熟語 
Look at ~   Looks like fun.   Let’s ~.   Come on   hurry up  
Unit５－３  

by          way     festival   gee     find     out   more   about   different     sure    
前置詞   連語・熟語                 連語・熟語                                訳しにくい語 
by the way   like this    find out 
Unit５ Communication Task  

stand     sit     down   touch     nose     eye   ear   mouth   face   head   desk    
       連語・熟語                  その他 
point    
stand up   sit down 
Let’s Try  
time   morning   afternoon   evening     night     a.m.   p.m.    
                                           文化 
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Unit６－１  

new     well     need   help   mine   member   team   has   problem 
        多義語 
Hi, there.   What’s new?   A (good) friend of mine 
Unit６－２ 

training     does     still     watch         TV     every         talk              
品詞の変換            位置  ニュアンス,他品詞語  訳しにくい語   コロケーション   
all             fan         put   him    
連語・熟語   他品詞語    基本動詞  
every day   talk about~   all the time   one of ~   put ~on   doesn’t    
Unit６－３  

dream     hard     boring   love     idea 
         他品詞語                コロケーション 
so  
多義語(既習) 
This is like a dream!   Have an idea 
Unit６ Communication Task  

get  breakfast   go   lunch   study     bed     dinner     usually     after     lot      
連語・熟語                       コロケーション           品詞の変換  その他  連語・熟語 
have  
基本動詞 
get up   go to school   go to bed   high school   a lot of ~ 
Unit６ Extra  

star     player     interview   with  teammate     train    
多義語  品詞の変換                              多義語(既習) 
Unit７－１ 

see     those   kid   they     street     their   ball   chat     speak         little    
ニュアンス                   ニュアンス                     コロケーション   連語・熟語 
have fun     have a chat   a little   they’re    
連語・熟語  
Unit７－２ 

now   making   video     some         course     why     because     something     we 
                       訳しにくい語   連語・熟語              位置     接頭辞・接尾辞 
I see.  
連語・熟語 
Unit７ Communication Task  

running     read     close      game   walk 
その他             多義語,その他  
Unit８－１  

where   thing   these   jersey   blue 
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Unit８－２ 

which   best   national   color   thousand     hundred     yen   will     change    
                                                 文化                      多義語 
How much ~?    I’ll take it.   I’ll 
How                       その他 
Unit８ Communication Task  

wall   table     under     bag   where’s   T-shirt   black   skirt     jeans     Let’s see. 
                前置詞                                             可算・不可算  
Skit Time 

next   test   December   only     when    November   twenty-second     kid      schedule    
                          位置    その他                                同じ内容 
birthday   third   May   fourteenth 
You’re kidding.   Oh, no.   How about you? 
Unit９－１  

cheer          mom     think   lazy   eat   can   fast   maybe   old   same   
連語・熟語    同じ内容          
 age   year   seventy   cheer up     these days      
                                     連語・熟語 
How old ~?   dog’s   mom’s     can’t     we’re     too  
                              その他    その他   多義語(既習) 
Unit９－２ 

ground     near   goal 
多義語  
There she is. 
Unit９－３ 

rain     tree   cold   sweet 
品詞の変換            多義語 
Here comes the rain. 
Unit９ Communication Task  

sing   swim   hand   countries   word 
Skit Time  

whose   yours 
Tony’s 
Language Focus３ 

hers   its   us   ours   theirs 
Unit１０－１  

did     grandfather        happy  
       接頭辞・接尾辞   ニュアンス,訳しにくい語 
didn’t 
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Unit１０－２ 

phone      grandpa      stay      grandparent     wonderful       once      temple    
同じ内容   同じ内容    他品詞語                     品詞の変換       位置 
remember  
Hello.    This is ~.   stay with ~  
文化                 連語・熟語 
Unit１０－３  

visit        saw         whole           city      view     else              yesterday     
他品詞語   その他     訳しにくい語    同じ内容          接頭辞・接尾辞         その他           
calligraphy   enjoy   summer   bye 
What ~!   This summer    Bye for now.      
           連語・熟語                            
stay 
他品詞語(既習) 
Unit１０ Communication Task  

last     talk with      may   hold    
多義語  連語・熟語    
last week   May I speak to ~?   Hold on.  
                              連語・熟語 
Unit１１－１  

card    came   world   wow   strange 
多義語  
all over the world    How ~!    You know, ~.    
連語・熟語        How  
Unit１１－２  

got     cool      went   skiing   had    
       多義語 
go skiing  
連語・熟語  
Unit１１－３  

any    took   hmm   Can we ~? 
訳しにくい語 
Unit１１ Communication Task  
program   ate   today     park                after school  
                        多義語、他品詞語        連語・熟語 
Unit１１ Extra  

merry    again 
Unit１２－１  

snow                         cover      town   snowball   fight   against   should      
品詞の変換,コロケーション    他品詞語                                           
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together      big   snowman     a lot     this morning   I don’t think so. 
位置                          連語・熟語 
Unit１２－２  

gather   other   start   hit     back      could   stop   nothing   then     another       
                               多義語                                     訳しにくい語 
angry    said     be  mean 
         その他 
hit ~ in the back(face)     get angry      couldn’t  
                          基本動詞       その他   
Unit１２－３ 

home       cute     made     at home      over here  
他品詞語、同じ内容            連語・熟語    連語・熟語        
 
２年 

Unit １－１ 

 everyone   life  interesting  example  always  mix  each  opinion  freely   
接頭辞・接尾辞  紛らわしい語            位置  その他 その他     接頭辞・接尾辞     
stand out 
連語・熟語既習 
Unit １－２ 

 February  were  into  thought  was  troublemaker  sad  cry  luckily    
                 多義語                                  その他   
classmate  hope   one day  get into 

接頭辞・接尾辞    連語・熟語既習 
Unit １－３ 

speech  ah  top  secret   top secret 
           多義語 

Unit １ Communication task 

shop  office   sometimes   late  sleep   be late for   wasn’t  
                位置 

Unit ２－１ 

job  imagine   just   lucky   work   next time   do one’s best 
                             多義語 

Unit ２－２ 

 tell  dad  e-mail  couple  message  news  regular   matter   easy  yet 
             例外の綴り                    訳しにくい語    多義語 
Why don’t you ?  a couple of  No, thank you. What’s the matter ?  Take it easy.  this time 
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Unit ２ Communication task 

 sunny  cloudy  rainy  weather  tonight  tomorrow  How’s the weather ?  won’t  how’s  it’ll 
 listen  shopping  computer  listen to  go shopping  
 ニュアンス 
Unit ２ Extra 

 arrive  airport  July  How0th  plan  also  forward  soon  Will you ～?  I’m looking forward to  
                                   位置 
Unit ３－１ 

 passport  purpose  trip  sightseeing  long  downtown  Can I ～ ?  How long ? 
                 連語・熟語 
Unit ３－２ 

 miss  ear  follow  Welcome back get going  
多義語 
Unit ３－３ 

 Spanish  Latino  around  people  Asian  Korean  Chinese  Vietnamese  on the way 
                   多義語 
Unit ３Communication task 

 room   many   How many ?  there’s 
     可算・不可算 
Unit ３ Extra 

 convenience  store  buy  food  drink  elementary  pool  few  restaurant   a few  
                                                         冠詞 
Unit ４－１ 

almost   fall  young  want  walk up to  all right  take 
 位置   多義語 

Unit ４－２ 

 stranger  ask  direction  enough  worry  comfortable  glad  hear  ask for  Don’t worry   
          多義語                                          ニュアンス 
I’m glad to hear that.  

Unit ４－３ 

 while   worried  happen  real  surprise  treat  local  after a while  be worried about 
                                 他品詞語 
  What happened ?  Good for you   Isn’t that something ? 
Unit ４ Communication task 

 swimming  baseball  go swimming  Can you ?  use  surf   cell phone   surf the Internet   
straight   turn  left  second  corner  right  Go straight   turn left at  on your right  you’ll 

          多義語 
Unit ５－１ 

 tired  mmm  beautiful  shot  though  practice  Not at all   
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Unit５－２ 

 uh- huh   tournament   feel  return  spirit  I’m sure  I hope so.   all the same 
                                      多義語 
 I know how you feel.   That ‘s the spirit. 
Unit ５ Communication task 

 hamburger  CDs  library  learn   travel  wear  
                        紛らわしい語    訳しにくい語 
Skit Time  “At the restaurant” 

 shall  menu  order bring  spaghetti  salad  would  uh  coffee  anything  Shall I ? 
訳しにくい語    紛らわしい語               訳しにくい語      接頭辞・接尾辞 
 Yes,please.  Would you like ?  Anything else ?  That’s all. 
Let’s Read  “Autumn Festival” 

 moon   full  September  celebrate  beauty  special  cake  as  round  nuts   fruit 
                                    基本動詞            他品詞語 
the full moon   as … as   ago   sat   garden  tea  poem  children  lantern   fish 
bird   dance  until   a long time ago  autumn   place  

          紛らわしい語 
Unit６－１ 

scarier < scary    both     keep     
         他品詞語   コア 
Unit６－２ 

homework     found < find     information     mark     winter     bad     houses < house 
                 可算・不可算 
scare     away      
Unit６－３ 

pick      guess     understand     anyway     even     shame     side      
多義語 コロケーション           位置   訳しにくい語 
Unit６ communication task 

hot     warm     than     large(st)     early     before 
           位置                位置 
Unit７－１ 

terrible     most     difficult     ever      
     他品詞語       訳しにくい語 
Unit７－２ 

mean     situation     complicated     if     honest   sense 
その他                                位置        コア 
Unit７－３ 

awful     disaster     boat      
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Unit７ communication task 

question(s)     hungry     cook     win     important     famous     person 
                                    可算・不可算 
Unit７ Extra 
across     leave(s)     either     answer     finally      
前置詞                他品詞語 
Language focus4 

better     worse     worst      
訳しにくい語 
Unit８－１ 

give     chance 
基本動詞 
Unit８－２ 

kick     himself     relax     bark(s)     loudly 
  接頭辞・接尾辞                   接頭辞・接尾辞 

Unit８－３ 

open     pass     shoot       luck     waving< wave      
品詞の変換     品詞の変換   品詞の変換    
Unit８ Extra 

brought < bring     gave < give     present 
      基本動詞     基本動詞 
Skit time 
small     expensive     show      How about~?       
          その他                   How 
Unit９－１ 

 
Unit９－２ 

joke 
Unit９－３ 

die     wonder     precious     last     forever     alone     goodbye     begin(s) 
                 多義語                位置  
leave ~ alone     say good bye 
多義語     コロケーション 
Unit９ communication task 

held< hold     spoken< speak     language     paper     invent(ed)     written< write 
          基本動詞              可算・不可算                    基本動詞 
stories < story     exciting 
                紛らわしい語 
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Let’s try  “Signs” 

must     drive     slowly    area     clean     quiet      
ニュアンス    接頭辞・接尾辞     他品詞語 
Reading  “Water from Fog” 

decide(d)      scientist       village     driest< dry     lake(s)     water      
     接頭辞・接尾辞       その他                             可算・不可算 
carried< carry   drop     set < set     strong     caught < catch 
ran < run     began < begin      turn on ~     healthier < healthy     simple 
   コア      基本動詞  Phrasal verbs 
energy     continue 
 
３年 

Unit １－１   

flower    Go on.      for a while 
        連語・熟語   連語・熟語 
Unit １－２   

bus   seat   unbelievable   baby   someone   selfish      take up      move over   
            接頭辞・接尾辞                               連語・熟語    連語・熟語 
All right. 
連語・熟語 
Unit １－３  

knew   heart   pound   nervous   confident   proud   not ~ at all   be proud of~ 
        その他       接頭辞・接尾辞                    連語・熟語    連語・熟語 
Unit １  Communication Task  

spring  vacation    busy   grandmother    spring vacation    wake    wake up  
                               その他                                    連語・熟語 
Unit ２－１   

 visitor             been          anyone     next to~    I’ve 
  接頭辞・接尾辞    基本動詞     その他    連語・熟語 
Unit ２－２   

done   site   war   heard   landmine   unfortunately   countryside   injured   
基本動詞       基本動詞           接頭辞・接尾辞 
suffer  result    
Unit ２－３  
fund-raising    build     eager    finish    sound        sound like ~ 
            コロケーション             基本動詞その他      Phrasal verbs 
Unit ２－４   

along   often    through    future    come along     open up 
         位置    前置詞               連語・熟語              
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Unit ２  Communication task  

since  known   she’s  he’s  seen    sent    letter    month    twice   be in love 
前置詞                    基本動詞                                    連語・熟語 
Unit ２   Extra  

 market   among    wash    dish    during    o’clock    group    light     
           前置詞                     前置詞                     他品詞語 
volunteer    collage    become     
                   コロケーション 
Unit ３－１   

rice    paddy    hurt    bend    mud    bare    feet    push    deep    bend over     
                その他                          その他                    連語・熟語 
fall over        push ~in    
連語・熟語     連語・熟語 
Unit ３－２    

farmer              farm         take over    
接頭辞・接尾辞    基本動詞      Phrasal verbs 
Unit ３－３   

bank    fireflies     never     water        produce    
多義語               位置     ニュアンス 
Unit ３  Communication Task  

newspaper   bath    take a bath   hasn’t   draw        train    station      off     
                    コロケーション        ニュアンス    他品詞語           ニュアンス  
get off   
コロケーション 
we’ll 
Skit Time  

kind   pizza   taste   Sorry?   a kind of~ 
他品詞語    コロケーション     連語・熟語 
Language Focus   

already 
 位置 
Let’s Read-１    

plane  fly   herself   such   flight   dangerous       quickly           succeed    
     その他                 その他  接頭辞・接尾辞   接頭辞・接尾辞     品詞の変換 
take off 
コロケーション 
 by herself 
連語・熟語 
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Let’s read-２  

sun   appear   altimeter   cloud    sky    storm   decide        above   air   ice    
品詞の変換                                      コロケーション  ニュアンス 
wing   sea    suddenly   below   strong    able   control   hour      go down    
                        ニュアンス                       例外の綴り  コロケーション 
decide to~   keep ~ing    be able to~     hour after hour  
        コロケーション   同じ内容         連語・熟語 
Let’s read- ３    

smell     gasoline   gas    tank    leak    land    manage    field    toward     
コロケーション                            他品詞語  コロケーション    ニュアンス 
far    minute    say to herself    give up    manage to~ 
                  連語・熟語     連語・熟語 
Let’s read-４   

continue           record    began    challenge    set    ２１st    somewhere   between     
コロケーション    他品詞語                                                    前置詞 

  island   radio    fail    failure   one after another    set off    between ~ and …                    
         その他  品詞の変換             連語・熟語     連語・熟語 

for sure       live on   
連語・熟語   連語・熟語 

Let’s read Reading Task   

met    became 
Unit ４－１   

hotel    lobby   you’ve   
Unit ４－２   

everything    design   disabled   bicycle   front   in front of~   don’t worry about~ 
その他                                              連語・熟語 
Unit ４－３    

step    aware   facilities   valuable   behind   become aware of~ 
      コロケーション      品詞の変換 
Unit ４  Communication Task   

floor    invite    teach    event    interested     be interested in~   in the future 
                                      その他 
Unit ４  Extra   

easily    universal   monorail   gap   platform  wheelchair  user   themselves    
接頭辞・接尾辞                                        接頭辞・接尾辞 
taxi  slope   without   trouble    get on      get into~          get in  
              前置詞        コロケーション  コロケーション  コロケーション 
Skit Time  

report    call~back     help~with…       No problem. 
         連語・熟語     基本動詞              連語・熟語 
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Unit ５－１     

living room   journalist    encourage   door   close    loud    noise          
                       コロケーション        他品詞語       ニュアンス 
slam             wrong     encourage to….   go for a walk  
ニュアンス      紛らわしい語                  連語・熟語 
Unit ５－２    

nerve   exam    get on ~’s nerves    come up  
品詞の変換         連語・熟語       連語・熟語 
Unit ５－３    
apologize   upset   silly   social   worker        let    social worker   they’ll   
                 同じ内容       接頭辞・接尾辞    コロケーション 
Unit ５  Communication Task   

weekday      exercise    gym    instructor    son   company    tour    
               接頭辞・接尾辞             コア     その他 

conductor          be good at~     look after~       grow     
接頭辞・接尾辞     連語・熟語     連語・熟語      コロケーション  
Skit Time   

I’d like to ~.    I’d   
Language Focus  

taken 
基本動詞 
Unit ６－１  

traditional          colorful             a set of~   
接頭辞・接尾辞    接頭辞・接尾辞       連語・熟語 
Unit ６－２   

lovely   package     miniature      handmade   apron   useful       
                              その他    接頭辞・接尾辞 
kitchen   pendant   toy 
Unit６－３    

photo    quick    kiss  cheek  
多義語 品詞の変換、ニュアンス 
Unit ６  Communication Task    

can    stapler     spell 
他品詞語        
Skit Time   

headache   caught    medicine    atchoo   What’s wrong?    
その他    コロケーション                       
have a headache        catch a cold    had better~      you’d 
連語・熟語                連語・熟語    連語・熟語 
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Unit ７－１    

departure          limited    edition    actually    forget          treasure    
品詞の変換                                   コロケーション        他品詞語 
Unit７－２    

past     besides   led   homegrown  guy   suitcase   lead to~       need to ~      
他品詞語                      コロケーション   コロケーション 
being 
基本動詞                                                             
Unit ７－３    

perfect    memories  care          Take care.            keep in touch 
        コロケーション   連語・熟語              コロケーション 連語・熟語 
Unit ７  Communication Task   

 experience 
 他品詞語 
 
★ 辞書指導を振り返って 
・使用教科書全体を通して、引かせたい語を始めにピックアップすることで、無駄なく辞書指導

を行えることが実感できた。 
・教師自身、辞書を引かせる目的が意味調べだけでないことを再確認でき、生徒に「なぜ、辞書

で引かせるのか。」の明確な理由を提示できた。 
・品詞の変化（luck→lucky など）が、教科書では、対比して学習できるように工夫して配置され

ていることがわかった。 
・品詞の変換や接頭辞・接尾辞など、習熟度の観点から指導しやすいように、２年生の中盤から

後半にかけて頻出するようになっていると気がついた。 
・発音も語いの一部なので、発音にも注意を向けさせる項目があってもよかった。 
・辞書指導により、第一定義、品詞の指導、熟語の見つけ方、などが具体的にできる。 
・良い例文に触れることができる。 
・実際に生徒に辞書を使わせ、慣れさせることで、「自学」の姿勢が育ってきた。すぐに教師にス

ペリングを質問せず、自分で調べる習慣がついてきた。 
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(4) New Horizon 

 

Unit 1 part1 

Good   morning    I    Ann    Green    am    I’m    good morning 
Unit 1 part2 
are    you    Ms.    Mr.    yes    nice    to     meet    too    
                                   ニュアンス 
Nice to meet you. 
Unit 1 part3 

from   America    no    not    Canada 
前置詞 
Unit 2 part1 

this   is    your     country     my    that    our    classroom   that’s 
Unit 2 part2 

a   park    it    big    school    hospital    oh    see    it’s    I see. 
         意味               多義語 
Unit 2 part3 

friend    Mike    he     Australia    she    new    English    teacher     
hi    he’s     she’s     
Unit 3 part1 

hello    everyone    like    skiing    music    play    the   
Unit 3 part2 

do    come    every    day    by    bike    walk    don’t    come to school  
      日本語にしにくい 前置詞 
every day 
Unit 3 part3 

drive    but    have    now    want    walking     speak    Japanese 
    接続詞 多義語 
Unit 4 part1 

what    Judy    bird    right    know    an     animal    rabbit    really 
            他品詞語 
what’s    That’s right.    I don’t know.    Really? 
Unit 4 part2 

favorite    subject    math    very    interesting    me   easy    study     
hard    Me, too. 
     置かれる位置 
Unit 4 part3 

for    breakfast    cereal    know    about    rice       soup  and  
                   前置詞  文化  
How about you? 
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Unit 5part1 

hamburger    cola    please    large    or    small    here    go     
For here. 
Unit 5part2 

often    listen          some          CD    many  
位置  似たような意味  日本語に訳しにくい 
Unit 6part1 

family    sister    brother    Lisa    live    in    Japan    her    husband   
teach 
Unit 6part2 

does    culture    read    write    well          doesn’t 
                 多義語 
Unit 6part3 

has    Chinese    his    Bin    they     both    they’re  
speaking plus 
which     city       take         over       long   minutes 
疑問詞       多義語    前置詞 
Unit 7part1 

OK    talk    with    Bill    who    years    old    junior    high    student   
       前置詞     疑問詞 
Who’s     
Unit 7part2 

time    afternoon    weather    sunny    fall     season    evening    cloudy 
    文化の異差                     文化の異差 接尾辞 
o’clock     how’s 
Unit 7part3 

class   each         only    between    so     move    quickly 
  日本語にしにくい                     接尾辞 
Unit 7 part4 

sport    member    of    lacross    team    stick    net    dream catcher 
          前置詞 
Unit 8part1 

late    where    ticket    computer    bag    under    cap   head    chair 
    疑問詞                前置詞 
Unit 8part2 

sorry    these    yours    whose    mine    camera    father   mother  Thanks 
              疑問詞 
Unit 8part3 

tall   man    him    baseball    player    woman    short    hair   Meg 
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Unit 9part1 

cooking   kitchen    help    Christmas    card    watching    TV    run 
around    snow 
前置詞 
Unit 9part2  

look     at    swim     winter    summer   look at 
ニュアンス 前置詞 
Unit 9part3  

deer    be    careful    fast    sign    sometimes     cross   road 
       接尾辞            位置 
Unit 10part1 

can    ice hockey    game    maybe    someday    cannot    can’t  Niagara Falls 
the Air Canada 
Unit 10part2 

wow   beautiful     ride    boat    cold    across   Here we are. 
Unit 10part3 

those   light    firework    tonight    when       midnight    great 
                   疑問詞 
Unit 11part1 

dear   happy    yesterday     view    soon     bridge    How are you doing? 
Unit 11part2 

night  went    shrine    saw    lot    people    got    call    at night 
                              連語・熟語 a lot of    
Unit 11part3 

did   back    came    last    had    finish    didn’t 
Let’s read 

hungry   slowly    out    forest    food     sat    grass    wait    tree   ran 
just    front    away    nothing    like     
連語・熟語 in front of   日本語にしにくい 複数の品詞 
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New Horizon English Course  2 年 

 

A Speech and a Game-1 

speech    key chain   gave   give    vacation    always    keep     Sydney 
                             基本動詞             位置    基本動詞 

A Speech and a Game-1 

black    white   find  zoo   place   fly   penguin   Let’s see.    I got it. 
                   基本動詞                                 

Unit1-1 

was  thousand  T-shirts  were  store  How much・・・？   one thousand    two thousand    how 
Unit1-2 

station   library    book    sale      almost      wait for       come on  
                                       位置      連語・熟語     連語・熟語 
Unit1-3 

ballpark    flew   into   water   jump    jumped    next    find out 
                  前置詞                                    連語・熟語 
Unit1-4 

bring     brought   once   street   practice   practiced   learn   learned  own  job  street dog  
反意語(take)         多義語 
Writing Plus 1 

clean    room  shop(ping)  buy  bought  pencil  softball  hour  go ~ing      on TV      river   
                                                          連語・熟語 連語・熟語 
catch    caught     fish 
            加算・不可算 

Unit2-1 

abroad   holiday   visit   lake   plane   tomorrow   the “Golden Week” holidays   Easter 
Island 
紛らわしい語           
Unit2-2 

show       passport      purpose      sightseeing      stay 
基本動詞 
Unit2-3 

meter    weigh    ton   stand    beach    sky    think(ing) 
                                品詞の転換 
Unit2-4 

made   make   later  mountain   ask    asked    answer  answered    smile     believe   
one thousand and five hundred 
Speaking Plus 1 

may  May  I～？     favor       letter      could        ask…a favor 
助動詞                        助動詞       連語・熟語 
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Unit3-1 

e-pals    Asia    why      exchange     e-mail     surf      Internet     other  
                              品詞                            紛らわしい語 

Unit3-2 

difficult    world    sound      through      fun        sound like 
        前置詞             連語・熟語                     

Unit3-3 

comic       popular      grade         also         club        word  
                                       位置 

Unit3-4 

language    host   tell           different    hope    hear from    get together 
       品詞の転換          連語・熟語    連語・熟語 

two hundred       Sea      China     Hong Kong      Asian Manga Summit 
Writing Plus 2 

everything   still    sick    poor    care    feel     fire   How’s everything?     be sick in bed 
            位置                                  連語・熟語              
Multi Plus 1 

singer      sing      song 
品詞の転換   品詞の転換 

Let’s Read 1-1 

magic       wife        work      working       farm       thirsty        drink        eat 
here’s ~ = here is      call to~   
                  連語・熟語 
Let’s Read 1-2 

return        wish         away        anything      choose     say     says 
                                     訳しにくい語 

carefully      in return       make a wish      go away       
接尾語     連語・熟語            連語・熟語 
Let’s Read 1-3 

tired    wonderful    table    else    another     wine   bottle   king   Well, well!   
 訳しにくい語 

a bottle of ~   wish for~ 
連語・熟語    

Let’s Read 1-4 

money      market     idea      simple     minister       suggestion     
加算・不可算 

Multi Plus 2 

grandmother    town      near     fire      festival 
                           前置詞 
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Unit4-1 

homestay    the United States    communication    important     perfect    housework   
                   品詞の変換 

have to～ 
連語・熟語 

Unit4-2 

Mrs.   will    I’ll    Baker 
       助動詞 

Unit4-3 

must   understand    she’ll    
助動詞 

Unit4-4 

sad      anywhere      compare     thing      mustn’t    Carlo 
         訳しにくい語 

Speaking Plus 2 

Davis      videogames     Just a minute.    What’s up?      Why don’t you?     
                連語・熟語       連語・熟語         連語・熟語 

Unit5-1 

parking area    broke    break    arm      if 
                                          接続詞 

Unit5-2  

fall   fell    need 
Unit5-3 
become   complain   little   girl   boy   against        for          should         ask…for   
                                          反意語       反意語                       連語・熟語 

Unit5-4 

opinion       read      read(過去)      bad     because     problem      habit      remember   
                                         接続詞 

accident      teach     taught   
Speaking Plus 3 
What’s wrong?      headache     start      mouth       medicine             
                     接尾辞 
Unit6-1 

story    stories     present      send      sent     pretty    there’s = there is    How…! 
                                                                                  how 
Unit6-2 

course   Of course. 
         連語・熟語 
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Unit6-3 

organ   stop   stopped    stop ~ ing         few           shall            poem     church 
                            連語・熟語    紛らわしい語    訳しにくい語 
 Unit6-4 
dark     quiet      bright     star     begin     began      say      said      surprised          
                                                                                   多品詞語 

we’ll = we will   all over   
               連語・熟語 

Speaking Plus 4 

way     post office     down     turn     right     left     traffic light       you’ll = you will 
多義語                   多義語 

Multi Plus 3 
west      famous      be famous for      cherry tree   
                        連語・熟語 

Let’s Read 2-1 

try   try to~       die     cry     cried      hate       blue     leave      left       baby   
take  take care of      nineteen fifty-two      blind       be born       Mexican- American    
    連語・熟語 

Let’s Read 2-2 

hear     heard        interested     be interested in      meet     met      tell    told 
                                       連語・熟語               コア 
find      found         think         thought      hymn(s)      radio       minister        
quietly 
接尾辞 

Let’s Read 2-3 

child       children       need     in need       as     warm       sang     decide to~ 
単数・複数                 連語・熟語    多義語              連語・熟語 

college     hatred         fade 
Let’s Read 2-4 
voice       God         motto       Italian        trainer       gift     proud    brightness   
sadness   Sugarcane Field          be proud of~ 
品詞の変換               連語・熟語 

Writing Plus 3 

best       Best wishes,      Happy Birthday!      Many happy returns. 
多義語       

Unit7-1 

movie       strong   stronger   strongest     than      monster      Godzilla    King Kong  
                                            前置詞 
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Unit7-2 

kind     fiction      more     most      moving      kind of~              E.T.  
多品詞語         多義語               連語・熟語 

Unit7-3 

cute       alien      planet      spaceship      without      alone       far       better        
                                                 前置詞                          紛らわしい語 
far away       Eliotto  
連語・熟語 

Unit7-4 

message       point       mind         forever         
Speaking Plus 5 

sweater        color              something            green             look for~ 
                                   訳しにくい語                             連語・熟語 

Multi Plus 4 

character        foreign        
Let’s Read 3-1 

anyone          village          storm         wash         hole         deep       someone       
訳しにくい語                                                                      訳しにくい語 
echo       wash…away     look into   
                 連語・熟語 
Let’s Read 3-2 

throw        threw         stone         build         agree          advertise          dump 
Let’s Read 3-3 

garbage      test paper     truck         industrial         waste       nuclear          fill      
worry        …and so on …    go by            fill up   
             連語・熟語           連語・熟語        連語・熟語 
Let’s Read 3-4 

sea          become      became      young         roof          building         again       
hit   hit     notice      
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NEW HORIZON ENGLISH COURSE ３年 

 
Warm-up 

  statue  symbol  friendship   top  the Statue of Liberty  New York  France   
                 ニュアンス 
difference     cup       floor  

品詞     連語・熟語   多義語 
Unit1-1 

  braille  written  volunteer  join  country  book 
Unit1-2 
  so      invent  Frenchman  Louis Braille             
他品詞  

Unit1-3 

 introduce  era  system  dot  original  figure  example  a little  for example   
多義語              接尾辞                     冠詞 

 like           
他品詞 

Unit1-4 

  pass   finger  group  put   text  meeting  held  hold  pass around 
  多義語               多義語 
  computer   letter 
Listening Plus1 

  park  
Multi Plus1 

tea  traditional piece  
      接尾辞   連語・熟語 

Unit2-1 

  concert  reporter   since   for the first time  Maria Jones   
                     他品詞  
Unit2-3 

  continue   until   last   been  city 
            ニュアンス  多義語 
Unit2-4 

  born  elementary    although    anymore      fan     
                       同じ内容     訳しにくい語  多義語  
Multi Plus2 

 never  trip         favorite  traditional  forget   
 位置   ニュアンス  他品詞  
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Unit3-1 

   bazaar  foster  program  playground  ever  haven’t  Nepal    
                                        位置 

Unit3-2 

   decorate     gate  yet  price  used    take time  job                 
品詞の変換        位置       他品詞語 

Unit3-3 
   support  well  heavy   have been to  Meena  already  same      
            位置  その他                         位置    その他 
Unit3-4 

already  same   glad        chance  thanks to  at home 
   位置   その他  ニュアンス     他品詞 
Speaking Plus1 

 rock concert  would  would like  I’d love to. 
              その他   連語・熟語  

Multi Plus3 

  lunchtime  face  laugh     rainbow  peace  
                   ニュアンス          その他  
Let’s Read1-1 

   lullaby  seen  sweet     
                 多義語               
Let’s Read1-2 

   bomb  lost  lives    injure      burn  bodies  rest  shade 
               その他  ニュアンス                      ニュアンス 
Let’s Read1-3 

   dead        weak  mommy  tried  real 
   品詞の変換  その他 
 

Let’s Read1-4 

   tighty  while      quietly  rose  after a while 
   接尾語  連語・熟語  接尾語 
Let’s Chat1 

 action  sold  borrow 
              その他 

Speaking Plus2 

   yourself  delicious  piece  cake  full  help yourself  another piece of     
接尾辞                               連語・熟語 

Unit4-1 

  Amrican  fan 
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Unit4-2  

Ellen 
Unit4-3 

order  restaurant  loud  eye  contact  raise  hand  uh  
Unit4-4 

elegant  ate  shout 
   ニュアンス 
Speaking plus3 

   line  red  track  change 
                    他品詞 
Unit5-1 

   cell phone  telephone  taken  operator    
               接尾辞 
Unit5-2 

   hang  mean  expensive  cheap  mom  hang up  right now                  
Unit5-3 

public  emergency  shouldn’t  agree with   
                                 連語・熟語 
Unit5-4 

true  cause  useful 
                接尾辞 
Writing Plus1 

   priority  eat  injured    person stand up   
                 品詞の変換  
Unit6-1 

   century  report        
            他品詞 
Unit6-2 
   scientist  wrote  environmental  pollution  Rachel Carson  Silent Spring   
   接尾辞                    
Unit6-3 

   danger  chemical  silent spring  best-seller nature     few  Louise 
                                  品詞の変換    冠詞 
Unit6-4 

  especially  writer  cancer  The Sea Around Us  The Sense of Wonder  
Speaking Plus4 

  out  
  前置詞 
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Let’s Read2-1 

rule  push  suddenly  carry  put      Ben  outside  behave  badly  time-out                    
                           基本動詞 

Let’s Read2-2              

excited    take away  activity  somewhere  lock  discipline  inside  used to       
 品詞の変換                                                         品詞の変換                   

  lock…outside   
Let’s Read2-3 

ｍiss   ground such such..as Kelly  curfew  teenager  rude   
   多義語         連語                                            
Let’s Read2-4 

  among  either  spend  built  quite  strict  role model  clear  fair  Rome   
   前置詞  位置 

patience   
Let’s Read3-1 
  leaf     branch  leaves  dance  breeze  knew  explain  hundreds of           
  その他 
  Freddie  Daniel   
Let’s Read3-3 

purple  strange  happen  blown  off    wind  frightened  dying    blow off 
                                   前置詞                   品詞の変換 
Let’s Read3-4 

  bare  afraid natural  one after another  change  be afraid of  
         連語 
Let’s Read3-5 

  enough 
   連語 
Let’s Read3-6 

  hurt whole  land  soft  sleep  not at all  go to sleep 
  Let’s Chat3 
 Commercial 
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★ 辞書指導を振り返って 

・３年間の英語学習指導において、「どの語を」「いつ」「どんな目的で」辞書を活用して確認させた

らよいかということについて計画を立てる必要がある。  
・特に教師が、その語を辞書で引かせる目的をしっかりと意識することが大切である。 
・自立した学習者を育てるためには、辞書指導は不可欠である。１年生の入門期に辞書に親しみ、

興味をもつことからスタートし、授業で計画的に辞書を使用する。 終的には自己表現や家庭で

の学習をするために辞書を自発的に活用できる生徒像を目標とする。 
・また１時間の授業のどの場面で辞書を引かせるかということにも工夫やねらいが必要である。例

えば、新しい単元を Oral Introduction で行なうと、生徒は未習語の意味を推測して内容を理解し

ようとする。その後で辞書を引かせ、自分の推測した意味と、実際に辞書で調べた意味を比べさ

せるのも一つのやり方だろう。 
・定着を図りたい語は、何度もくり返して辞書引きさせることも大切なポイントであろう。 
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（５）SUNSHINE ENGLISH COURSE １年 

 

Program１－１ 

program  hello  I  am  Andy  too 

Program１－２ 

a  student  yes  no  not  same Mike  an  international 

              紛らわしい(someと比較) 冠詞(aと比較)  

Program１－３ 

this  is  my  friend  hi  soccer  fan 

Program２－１ 

that  it  way  please  guitar  favorite  team  

Program２－２ 

brother  Tom  he  baseball  sister  Judy  she  elementary school  cute 

Program２－３ 

what  thing  on  Japanese  chess  player  oh  really  ball 

                              接頭辞・接尾辞 

Let’s Communicate① 

high school student  his  the Tigers  her  the Nagoya Grampus Eight  the Consadole Sapporo  OK 

pen  eraser  ruler  

excuse  White  book  present  for   very  much  very much  welcome  day  today  Friday  great  

tomorrow  time  now  o'clock  noon  tea  week 

                    連語・熟語 

Program３－１ 

James Chen  from  Singapore  beautiful  country  speak  Chinese  and  college  in  Japan  play   

Program３－２ 

do  have  question  like  food  often  eat    with  home 

副詞の位置   前置詞(他をまとめる) with, in, at, on 

Program３－３ 

study  science  kind  of  kind of～  computer  difficult  but  interesting  

紛らわしい（funnyとの比較） 

Program４－１ 

let’s  go  camping  go camping  we  need  first  tent(s)  right  That’s right.  boy(s)  other 

   連語(go …ing)                              冠詞(the other) 

Program４－２ 

sleeping bag(s)  Me too.  about  many  pardon  all  enough   

Program４－３ 

any  idea(s)  Ms.  who  volunteer  our  know  kind 

                                        既習・品詞 

Let’s Practice 

sport(s)  box(es) 
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Let’s Communicate② 

concert  rock  ticket(s)  get  every  every morning  breakfast  come  get home  every day  dinner      

基本動詞 

take  bath  bed   would  here  blue  shirt  How much ～?  dollar  Here it is.  season(s)   

多義語  連語・熟語(go to bed)  

moth(s)  spring  fall   

Program５－１ 

Not really  trip  plane  deep  breath  take a breath  relax  worry  

Program５－２ 

Welcome to ～  aunt  see  again  last  at last  which  yours  suitcase  new   

             その他(他の家族) 

Program５－３ 

floor  well  where  color  red     wrong  

その他(疑問詞をまとめる) その他(反意語(right)) 

Program６－１ 

mountain  Mt.  picture  love(s)  stadium  over  there     

                                        連語・熟語(over there) 

Program６－２ 

cap  father  does  gift  mother  salmon  popular  fish  chocolate  

Program６－３ 

wonderful  sailboat(s)  they  place  when  usually         famous  its  sunset     

接頭辞・接尾辞       副詞の位置・その他(oftenと比較) 連語・熟語(－ for) 

wait  

連語・熟語(－ for)  

Let’s Practice 

say(s)  come from ～   

Let’s Communicate③ 

train  stop  teacher  has  long  TV  by  lake  date  seventh  weather  after school  second  third 

fourth  fifth  sixth  tenth  eleventh  twelfth  twentieth   

Program７－１ 

rodeo  county fair  festival  people  watch     

紛らわしい( see, look) 

Program７－２ 

those  horse(s)  did  news  night  cowboy  get on    fall down  ground  be  careful  Nick      

紛らわしい(thatなど)     その他     基本動詞 連語・熟語     接頭辞・接尾辞  

Program７－３ 

still  hold  stay        stay   

  連語・熟語(－ on)  多義語 
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Program８－１ 

clean  energy  house  lot  solar  panel(s)  sun  earth   

意味・類義語 連語(a lot of)  位置(the 唯一のものとして) 

Program８－２ 

use(s)  whose  fast  mine  course   

Program８－３ 

make  him  yesterday       talk(ed)  respect 

その他(代名詞をまとめる) ニュアンス・連語(talk about) 

Let’s Practice 

us  ours  hers  their  them  theirs 

Let’s Communicate④ 

next  carry  man  woman  singer  sing    another glass  No, thank you. chair  run  sorry 

                        接頭辞・接尾辞 紛らわしい・接頭辞･接尾辞(an ＋other) 

Program９－１ 

Kanzi  bonobo  old  can  American  scientist  learn(ed)  word(s)  so  communicate  

ニュアンス(study)    綴り(上下を確認) 

Program９－２ 

different  chimp  these  similar  human(s)  example  laugh  swim  understand  hundred   

連語・熟語(similar to)   ニュアンス(smile) 

Program９－３ 

Symbol  press(es)  only  some      together  clever  

訳しにくい語   紛らわしい(with) 

Program１０－１ 

busy  happy  answer  telephone  son  write  e-mail  message  Meg  daughter  cellphone 

             意味                       その他(家族) 

wash(ing)  right now   

     連語・熟語 

Program１０－２ 

ring(ing)  important  grandma    mom 

                その他(家族) その他(家族) 

Program１０－３ 

birthday  cake(s)  grandpa     why   

その他(家族)  連語・熟語(why not?) 

Let’s Communicate⑤ 

dog(s)  cat  Amy  call(ed)  back  number(s)  screen  help  sure  bus  bike  walk  

 What’s up? mailbox  minute  wow   
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SUNSHINE ENGLISH COURSE ２年 

 

Program１－１ 

spend  snorkel(ed)          cousin         sea  clear                    go back to  

ニュアンス(use)・コロケーション    その他(family tree) ニュアンス(ocean, beach)  連語・熟語     

grandparents  Easter  hunting   

接頭辞・接尾辞 

Program１－２ 

Paulo  went  saw  snow  for the first time  ski  taught  teach  easy  slope     fell  

その他（過去形を辞書で見つける）   その他  その他(反意語(difficult))その他  

have a good time            had     took   

連語･熟語・その他((熟語の引き方)  基本動詞 基本動詞・その他（過去形を辞書で見つける） 

Program１－３  

was  tournament  won  cry  hug(ged)  each  each other  were  glad   after all  wasn’t  

訳しにくい語     ニュアンス 

Let’s Practice 

musical  dance(s)  weren’t  cold  wrote  letter 

Let’s Communicate① 

have a cold  stay in bed  bad  That’s too bad.  Australia  Korea  Seoul  It takes ～.  hour(s)   

連語・熟語 

near Korean  folk  village  Korean Folk Village  then  expensive  bought  buy  radio  out  park 

Program２－１ 

party  potluck  half  half an hour   ago  anyway  tonight  bring  yourself  fruit  ride(riding) 

                            コロケーション 

Program２－２ 

dish  coxinha  snack  Brazil  try  there’s  plate  at first  sweet  window  

多義語 

Program２－３ 

cook  meat  sugar   raw  combination  strange  smell  taste   

品詞   紛らわしい(meat)  

Let’s Communicate② 

put(s)  sleep  doll  the Doll’s Festival  white  maybe  believe  hamburger  dollar(s)  cent(s)  restaurant 

Program３－１ 

guess  Guess what!  Sydney  as  exchange  lucky  away  host  That’s right!  hope  

接頭辞・接尾辞(un＋～)          多品詞語(名詞と)  

Program３－２ 

map  sent  Here’s ～.  will  I’ll  the Opera House  koala(s)  ah  kangaroo(s)    into  work  shop      

前置詞 
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Program３－３ 

ready  wear  sweater  coat  you’ll  Aussie  football    forward  look forward to ～  soon   

ニュアンス(try on と)             同じ内容(soccerと) 連語・熟語 

Andrew  

Let’s Practice（P.29） 

library  piano  won’t  sunny  it’ll  he’ll  song  

         接頭辞・接尾辞 

Let’s Communicate（P.30・31） 

cloudy  snowy  rainy  Ayers Rock  early  fun  a lot of fun  tell  keep  off  keep ～ off  door  

接頭辞・接尾辞 

anything 

Program４―１ 

joy  Mother Teresa  began  begin  children  child  Kolkata  part  poor  gather(ed)  gather together  

alphabet  because  

      その他（使い方） 

Program４―２ 

few  Sister  join  former  save(d)  lives  life  homeless children  care(d)  care for ～  sick   

紛らわしい(littleと)                      接頭辞・接尾辞(名＋less) 

said  always   cheerful  smile  give  heart   

副詞の位置 接頭辞・接尾辞(名＋ful) 

Program４―３ 

start(ed)  the Missionaries of Charity  motto  peace  receive(d)   

多義語                   同じ内容(get, win)                                           

the Nobel Peace Prize  die(d)  even  world  all over the world  house  

Program５－１ 

ask  be in love with ～  polite  excited  healthy 

                               接頭辞・接尾辞(名＋y) 

Program５－２ 

sometimes  greeting  card  should  else  gave  racket  show(ed) 

副詞の位置 

Program５－３ 

something  conversation  copliment(s)  think  think of ～ 

コロケーション 

Let’s Practice（Ｐ．43） 

Harry Potter  friendly  sound(s)  strong  story  must  nearly  thousand  meter(s) 

Let's Communicate（Ｐ.44・45） 

feel  doctor  be good at ～  speech  shall  go shopping  hot  pool 

            連語・熟語  コロケーション        その他（反意語） 
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Program６－１ 

plan  Martin  future  want  travel  around  cool  Julie  art  France 

         コロケーション   

artist  Monet  basketball   

接頭辞・接尾辞(名＋ist) 

Program６－２ 

Li  I'd  engineer  small  office 

           その他（反意語）・ニュアンス 

Program６－３ 

own  New York  also  cooking  best  do my best  some day   

Collocation                連語・熟語 

Let’s Practice（Ｐ.51） 

sandwich(es)  drink  Shall I ～?  Will you ～?  catch  special  

           多品詞語 

Let’s Communicate（Ｐ.52・53） 

true  in the future  job  dream  Will you～?  the Olympic Games 

       同じ内容  

Program７―１ 

reach  finish     lost  sight  give up  finally          come ture   

その他（反意語） その他（反意語） 接頭辞・接尾辞(形＋ly） 連語・熟語 

Program７―２ 

could  straight  encourage(d)  became  become  swam  gold  gold medalist  

       接頭辞・接尾辞(en ＋名）                       

 both    

連語・熟語（both ～and...) 

Program７―３Ｐ.58 

walk up to～  medal  finger(s)  real  tresure  grow  bright  share  

                      接頭辞・接尾辞(～＋ity, ly) 

Let’s Commuicakte（P.60・61） 

move(d) sad  first of all  movie(s)  may  May I  look for ～ 

多義語                   連語・熟語 

Program８―１ 

project  chorus contest  intorduse  than  soft  normal   invent(ed)  or  

多義語                        その他（反意語）                                  

 London  warm  Rome 

      その他（反意語） 

Program８―２   

type(s)  light  heavy  tall  shape  face  tower 

                      その他(他の形) 
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Program８―３ 

photo  parent(s)  exciting  Field Day  class(es)   prize 

       コロケーション   多義語 コロケーション 

Let’s Practice（P.69） 

river  short   

 その他（反意語） 

Let’s Communicate（P.70 ＋71） 

line  jazz  not all ～  writer            agree  agree with ～ 

                  接頭辞・接尾辞(動＋er)   コロケーション 

Program９―１ 

amazing  huh  mean  more  pollute  air  gass  either  not～either   engine  useful  P.E. 

                     その他（使い方）      接頭辞・接尾辞(名＋full) 

Program９―２ 

electric  battery  fuel cell(s)  station  power station  electricity  most  

 hydrogen  oxygen  give off～  water  point  the U.S. 

                 連語・熟語 

Program９―３ 

better   without  without ～ing  I'm sure ～. 

   前置詞・その他（使い方） 

Let’s Practice（P.77） 

black  anyone   

Let’s Communicate（P.78・79） 

speed  change  change  trains  everything  read out  loud  over and over again   give it a try 

Program１０－１ 

dear  person  die of ～  cancer  abroad  teddy bear  Mack  Mack  in his place       

           連語・熟語       連語・熟語 

Woud you ～? pass  pass ～ on to ... 

Program１０－２ 

animal(s)  stuffed animal(s)  any other ～ thought  heard  hear  brought  

                        ニュアンス(listenと） 

 brig back  Atlanta  Stockholm  Sweden  among  

                             ニュアンス(between) 

Program１０－３P 

Italy  the U.K.  Germany  Spain  encourageing  surprising  experience 
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SUNSHINE ENGLISH COURSE ３年 

 

Program１－１ 

late  I've  arrive(d)  by the way  amusement park  made  she's  

         ニュアンス 

Program１－２ 

ever  ridden  roller coaster  before  haven't  fact  in fact  

                      連語・熟語 

afraid  be afraid of ～  scary  wheel(s)  Ferris wheel(s)  safe  view  Come on!  climb  once 

コロケーション  コロケーション 

sung  

Program１－３ 

been  for a long time  rode  fantastic  met  group  told  wall the Great Wall 

Let’s Practice 

read  you've  already  yet  seen  since  town   

                              その他(使い方) 

P.14 

animation  dad  culture  tired  we've  No way! 

Program２－１ 

Web  return(ed)  he's  website 

   接頭辞・接尾辞 

Program２－２ 

Could you ～?  provide  activity  KID-ACT  invite(s)  global  such environmental 

Sounds interesting.  help ～with ... 

         その他(使い方) 

Program２－３ 

type in～ link  pretty   

             品詞 

P.21 

knew 

Let’s Communicate(P.22・23) 

Pusan  beach  Thailand  Bangkok  end  a day  click  title  space  I got it. 

                                 多義語 

Program３－１ 

matter  What's the matter?  Jenny  upset  happen(ed)  chopstick  

What's wrong with～? these days 

          連語・熟語 

Program３－２ 

elderly  neighbor  the other day  rude  someone  built   

                         その他（反意語） 
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Program３－３ 

react  custom(s)  appreciate  difference  feel free to～ 

接頭辞・接尾辞(re＋動)  品詞(→形) 

Let’s Practice(P.29) 

taught  Asian  India  daily  written  paint  spoken  taken  

                               ニュアンス 

Let’s Communicate（P.30・31） 

kitchen  table  one by one  given  find  far  mistake  make a mistake  store   

                                         連語・熟語      同じ内容(shop) 

department store  surprise(d)  elevator girl   more than ～  burn(ed)  burn down 

        連語・熟語 

war  unique  star  along  get along 

Program４－１ 

ribbon  alone  seashore  toward  left  island  overnight  stay overnight   

Program４－２ 

burned-out  whenever  

Program４－３ 

found  fall out  turn(ed)  ship  have ～on ...  hat   

       コア 

Program４－４ 

a couple of ～  arm(s)  hurry  slowly  teeth  blood  weakly  tear(s)  ran  

 連語・熟語                接頭辞・接尾辞(形＋ly) 

Program５－１ 

overseas  collect(ing)  stamp(s)  used stamps   South Asia  sell    

                      その他（反意語）  

medicine  impress(ed)  report 

コロケーション 

Program５－２ 

Papua New Guinea imagine  official  official language  commonly  pidgin English  Tok Pisin 

                                                接頭辞・接尾辞(common＋ly） 

Program５－３ 

street  effective        communication  international  local 

  接頭辞・接尾辞(名＋ive) 接頭辞・接尾辞(動＋ion) 

Let’s Practice（P.45） 

Robert Elizabeth  Betty  Liz  be surprise at ～ 

                             連語・熟語 

Let’s Communicate(P.46) 

across  front  in front of～  have... with～  green  nothing  cut  cut ～in two 

       連語・熟語 
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Program６－１ 

Okinawan  melody  mix(ed)  mix ... with ～ musical instrument  

Program６－２ 

musician(s)  born  French  express  through  wish   

接頭辞・接尾辞（名＋ian） 

Program６－３ 

THE BOOM Argentine  Buenos Aires  struck  decide(d)  himself  hit  Argentina 

translate(d)  foreign   

    コロケーション 

Let’s Communicate（P.55） 

feeling  interested  be interestid in～ 

         連語・熟語 

Program７－１ 

Hello there.  feeling like ～  go off  magic   

Program７－２ 

jet lag  Big Ben  boat  the Thames  dialect  accent  the London Eye 

Program７－３ 

ate  fish and chips  sold  Speaker's Corner  King's Cross  start off 

その他（不規則動詞） 

Let’s Practice（P.63） 

flower(s)  garden  

Let’s Communicate(P.64・65) 

platform  between  between ～ and ...  get off  right  corner  block(s)  left 

bank  until  problem  No problem. 

  前置詞・ニュアンス(byと) 

Program８－１ 

Cathy Freeman  enter(ed)  race  victory lap  flag  Aborigine(s)  indentity  drive 

Program８－２ 

inhabitant  Australian Continet  Aboriginal  rich  rich in～ style(s)  

                  その他（反意語） 

 

different from ～ to ...  tribe  foot  foot stamping   imitate 

                                                品詞 

Program８－３ 

inteviewer  memory  childhood  Christmas  relative(s)  advice  believe in ～ ourselves 

接頭辞・接尾辞(動＋er) 

achievement          goal(s)  

接頭辞・接尾辞(動＋ment)  同じ内容(purpose, end , aim) 

Let’s Practice(P.71) 

money  farm  cup  
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Let’s Communicate（P.72・73） 

shoe(s)  Space Giant  Queensland  on your way home  Australian  singer-songwriter   held 

Program９－１ 

lonely  grew  flew  fly  Joy  ～,and so on.  company  

接頭辞・接尾辞（形＋ly） 

Program９－２ 

spring after spring  sang  suddenly  broke  break  side  

                     接頭辞・接尾辞(形＋ly) 

Program９－３ 

shed  softly  seed  carefully  

   接頭辞・接尾辞(形＋ly)  

Program９－４ 

in time  cover(ed)  be covered with ～  plant(s)  full  full of ～  nest  

      連語・熟語          品詞 

 

 

 

 

 
 
 
 

★ 辞書指導を振り返って 

・各年度、または３年間を見通しての辞書指導の方向性を探ることができた。 

・分類化することで教師側のねらいが明確になった。 
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５ 関東ブロック東京大会 第４分科会資料と記録 

 

（１）語い指導と辞書指導のあり方 

～入門期の辞書指導のあり方と辞書を活用した語い指導の実践～ 

 

江戸川区立篠崎第二中学校 上尾 栄美子 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

 平成 24 年度より全面実施となる新学習指導要領の「３ 指導計画の作成と内容の取り扱い」には、

「カ 辞書の使い方に慣れ、活用できるようにすること。」と記されている。これは、現行学習指導要

領の「キ 辞書の初歩的な使い方に慣れ、必要に応じて活用できるようにすること。」と比較すると、

辞書指導により重点が置かれた内容となっている。 

 また、平成 20 年 7 月に告示された中学校学習指導要領解説外国語編には、「授業での自己表現活動を

自発的に行ったり、家庭での教科書から離れた英語学習などに持続的に取り組んだりする上で、辞書を

活用できることは必要不可欠である。辞書の使い方に慣れさせるためには、生徒が適宜辞書を繰り返し

使用し、調べたい単語を辞書を使って自由に調べるということを普段から行わせる必要がある。」とあ

る。これは、生徒に自ら学ぶ力、自学する力を身に付けさせるには、辞書指導は不可欠であるというこ

とを示していると考えられる。 

 この数年間、私自身は、1 年生を指導する機会を得られず、3 年生を指導することが続いた。授業の

中で辞書指導を試みてはいたが、自身の指導力不足もあり、辞書を進んで活用できるようになった生徒

は多くなかった。そこで、1 年生を担当することとなった今年度は、生徒が英語を学びたいという意欲

をもっている好機を逃すことなく、入門期から辞書指導を導入し、辞書を活用した語い指導のあり方に

ついて、実践研究することとした。 

 

Ⅱ 研究の概要 

 今年度は、１年生６クラスを週３時間担当している。辞書指導に関する目標を「辞書の使い方に慣れ、

自ら進んで辞書を引こうとする態度を育てる。品詞に関して、名詞・動詞などの大まかな区別を理解さ

せる。」とし、以下のような流れで指導を行った。 

 

 １ 辞書指導の開始時期 

  アルファベット小文字導入直後から辞書指導を始めた。以下の先行研究を参考にした。 

  北原延晃「英語授業の『幹』を作る本(上巻)」ベネッセコーポレーション p.67 

 辞書指導は、１年１学期アルファベット小文字導入直後から始める。辞書を使うこと自体が小

文字の定着を促進するので、小文字の定着を待つ必要はない。１年生ではまず文字を導入するが、

生徒はなかなか覚えない。もっと速く覚えてもらう方法を考えたとき、「文字が認識できる＝辞書

を引ける」「辞書を引ける＝文字がわかる」と気づいた。 

 

 ２ 辞書の種類 

  英語学習初心者にとって引きやすいジュニア版を薦めた。 

 →調べたい単語が見つからず、辞書を使うこと自体を嫌いになってしまうことを避けるため。辞書に

慣れ親しませるため。 
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 ３ 辞書指導導入 

  生徒が辞書を開いて、気づくことを確認した。生徒からは以下のような意見が挙げられた。 

・アルファベット順に載っている。・文字の大きさや色が違うものがある。 

・特集ページがある。 

・a や t など、普段書いている小文字と形が違うものがある。 

・s で始まる単語が多い。 ・x や z で始まる単語は少ない。 

 

 ４ 辞書指導初期 

  （１）辞書引きのウォームアップ「どっちが前に載っている？」ゲーム－教師が見せる２枚のアル

ファベットカードのうち、前に載っている方を素早く答えるゲーム。 

  （２）辞書引きレース（班対抗戦）－班の中で答える順番を決めさせ、１問につき１人ずつ解答す

る。教師が口頭で出題する単語を辞書で見つけられたら、その生徒は起立する。早く引けた班にポイン

トが入る。その際、解答者以外の生徒も同時に辞書を引き、班員全員が早く単語を見つけられるよう協

力させる。班でポイント数を競う。 

  （３）辞書引きレース(個人戦)－出題方法は班対抗戦と同様。個人で辞書を引くスピードを競う。

単語を見つけられた生徒は起立する。教師は生徒に「No.1, No.2…」と順番を言い、励みにさせる。 

  （４）辞書引きレース（ワークシート編）－教科書の始めの方に出てくる単語を、名詞や動詞など、

同じ品詞でまとめたワークシートを使用する。いくつかの単語を引き、意味と品詞名、所要時間を記入

させる。辞書には、名 や 動 など品詞が載っていることを指導する。所要時間が短縮していくことを

励みにさせる。以下は名詞だけ集めたワークシートの例である。 

 

１ 次の単語を辞書で引いてみよう。引いたら横に 名 動 など品詞と意味を書こう！ 

 animal   (    )                                            

 father   (    )                                            

 friend   (    )                                             

 moon     (    )                                             

 picture  (    )                                            

 teacher  (    )                                            

 word     (    )                                            

                                                所要時間（  ）分（  ）秒 

 

 ５ 帯活動 

  授業の 初の数分を使って、短時間で、以下のようなワークシートに取り組む。 

  ・ワークシート「仲間はずれを探せ」 

 次のグループから仲間はずれを探そう！知らない単語は辞書で調べよう。 

① Saturday    Tuesday   September   Wednesday    Friday                           

② sunny       cloudy    windy       rainy        snow                             

③ mother      sister    brother     son          friend                           

    ＊参考「中学 英語辞書の使い方ハンドブック」日薹滋之 ２００９ 明治図書 
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 ６ 日常的な辞書指導 

  教科書を指導する過程で、１ページのうち、１つか２つ単語を引かせる。例として、以下 

のページを取り上げた。 

NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition 1  ２００５ (株)三省堂 

Lesson 3-1 “I Play Football” 

 I have a ball in my bag. 

  This is the ball. 

  I like football very much. 

  I often play it. 

  上記のページでは、‘have’を取り上げ、辞書の中に見られる表現として、‘have a sister’‘have 

a cold’などに触れ、コロケーションでの指導を紹介した。 

 

 ７ 家庭学習用ワークシート 

  教科書本文を利用して作成した、既習語いを繰り返し学習するワークシートを１年生の３ 

 学期から導入する予定である。このワークシートには、例えば、あるページで‘what’が出 

 てきたら、既習の疑問詞をすべて書かせたり、‘my’が出てきたら、‘me’‘mine’も書かせる 

 など、既習語いを復習させる問題を設けている。また、‘family’という単語が出てきたら、 

 「家族に関する語をできるだけたくさん書こう！」という問題を設けるなど、辞書を引かせ 

 る工夫をしてある。 

以下にその例を一部紹介する。 

NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition 1  ２００５ (株)三省堂 

Lesson 9-1 “A Letter from the UK” 

                                15 January 

                                   ① 

Dear Ken,  

② 

Thank you for your letter.  I received it yesterday. 

          ③ ④            ⑤  ⑥ 

   You asked me about Peter Rabbit.  He lived in the Lake District. 

             ⑦ ⑧           ⑨  ⑩ 

   Last summer I visited the Lake District with my family.  I enjoyed it very much. 

          ⑪                ⑫    ⑬ 

   It is a very beautiful place. 

 

① January  「１月」 →４月～１２月を書こう！ 

                                           

 

② dear （ 形 ）詞 「親愛なる、いとしい、（手紙の書き出しとして）～様、拝啓 」 

 →以前に出てきた dear を含んだ表現は？                       
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③ for (     ) 詞  「                     」 

 

④ your  「           」 

 「あなたは」は？            「あなたを（に）」は？            

 「あなたのもの」は？           （ヒント p.102） 

 

                                   （以下省略）                                 

 

Ⅲ 研究の成果と今後の課題 

 １ 研究の成果 

６月末時点で、辞書を使った活動について生徒にアンケートをとった。生徒には、「簡単だった」「難

しかった」「楽しかった」「つまらなかった」「役に立った」「役に立たなかった」など、理由を添えて

意見を求めた。以下にその一部を抜粋する。(下線は上尾) 

 

・辞書引きは楽しいです。単語がわかったりやるごとにタイムが変わったりしてとても楽しいです。

もっとやりたいといつも思っています。今では、単語を見つけたら辞書で引いていて楽しいです。 

・辞書を使って活動するのは、とても楽しいです。なぜなら、この活動はタイムを計ります。毎回毎

回やっているとタイムが縮まります。そのときはとてもうれしいからです。このうれしさが楽しいと

思える理由だと思います。 

・難しかったけど楽しかったです。単語を見つけるとき、スピードを競い合っていて、はやく終わっ

た達成感とワクワクでいっぱいでした。 

・楽しいです。理由は辞書をひくのも速くなるし、自分が他の人より先に終わった後も、終わってな

い人に教えたり、ヒントをあげて協力し合えるからです。もっといっぱいやってほしいです。 

・楽しかったです。英語の辞書を使うのが初めてで、引き方など、ていねいに教えて下さったからで

す。今は、勉強(家)でわからないものが出てきたら、英和辞書でパッとはやくひらけるようになりま

した！ 

・学校で使うことにより、家庭学習で分からない語が出てくると、自然に辞書で調べようとする習慣

ができた。そのため辞書を使う学習はとても良かった。 

・授業の中で辞書を用いたことはすごく楽しかったし、また、役に立つと思いました。分からない単

語を辞書で引くくせをつけられるので、辞書を引くくせがついていけるのならば、すごく良いと思い

ます。これから先も「くせ」がついているとすごく便利だと思うからです。 

・楽しいです。自分で単語を調べたり、意味がわかったりするので、すごく役にも立ちます。自分で

やった方が頭にはいると思います。 

・難しいけれど役に立つ。自分で辞書を引けば、人に聞いて覚えるより、その何倍も覚えられる。 

・辞書を使うことでその単語の意味もわかり、自分で開くことで、そのことは忘れにくく、自分のた

めになる。 

・日本語の辞書は簡単だからあまり楽しいとは思えないけど、英語の辞書は少し難しくやりがいがあ

るし、引いたときに他の単語も見られるからです。 

・辞書は役に立ちます。理由は調べたい単語を見つけるときに、意味やこの単語はこういうふうに使

うんだよと教えてくれるからです。 
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・辞書をひくことで、単語の初めの文字を覚えたり、速く辞書をひけるようになる。誰が一番辞書を

ひけるか競争も楽しい。 

・役に立つと思います。理由は辞書をひくのもはやくなるし、辞書を引くことによってアルファベッ

トもはやく覚えられたと思いました。それに単語もその方がはやく覚えられると思います。 

・辞書を使うのはアルファベット順も学べるので、役に立ったと思います。でもちょっと面倒です。 

・辞書を使った学習は、とても役に立ちました。楽しく学習できて、それに、アルファベットの順番

をはやく覚えることができました。 

・難しい。理由はあまり辞書を開くことがないから上手に（速く）開けない。 

・難しい。小文字がよくわからないから。 

・辞書は役に立つけれど、小文字だから少しこんらんして難しい。 

 

  上記意見から、生徒の多くが辞書を使用することに楽しさを見出していること、また、それによっ

て辞書に慣れ親しみ、家庭学習においても、進んで辞書を活用するようになってきていることがわかっ

た。また、辞書を使用することが、アルファベットの定着を促進すると感じている生徒が多いというこ

ともわかった。 

 

 ２ 今後の課題 

  授業で辞書を引かせる語いについては、教科書の１ページごとに、どの語を引かせるかというシラ

バスを作成しているが、実際に指導してみると、語いを変更した方がよいと思われる部分も出てきた。

語いの定着を図る上で、生徒の実態に合わせて、どの段階でどの語を引かせるのがよいか検討し、辞書

指導シラバスを改善していく必要がある。 

 

参考文献：「英語授業の『幹』を作る本」 北原延晃 ２０１０ ベネッセコーポレーション 

     「中学 英語辞書の使い方ハンドブック」 日薹滋之 ２００９ 明治図書  

     「英語が使える中学生 新しい語い指導のカタチ-学習者コーパスを活用して-」  

太田洋/日薹滋之 ２００６ 明治図書 

     「英語語いの指導マニュアル」 望月正道/相澤一美/投野由紀夫 ２００３ 大修館    
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（２）辞書を活用した語い指導の実践・・・８、９年（中２、３年） 

 

品川区立小中一貫校日野学園 岡 﨑 伸 一 

 

Ⅰ はじめに 

平成 24 年度より全面実施される新学習指導要領では、辞書指導に関する箇所では、「カ 辞書の使

い方に慣れ，活用できるようにすること。」とある。これは、現行学習指導要領よりも、辞書を活用

させる重要性が増すと考えた。その新学習指導要領の解説には「授業での自己表現活動を自発的に行

ったり，家庭での教科書から離れた英語学習などに持続的に取り組んだりする上で，辞書を活用でき

ることは必要不可欠である。」とも述べられている。これは、自律した学習者を育てるために、学校

以外でも辞書を活用できることが必須であると捉えた。 

  そこで、４月から各学年で授業内や課題で辞書を意識的に活用させ、語い指導を行った。その実践

を紹介する発表になった。 

尚、平成 22 年 8 月に東京都中学校英語教育研究会（都中英研）・研究部のワークシップにおいても、

「語い指導と辞書指導のあり方」のテーマで都中英研・研究部員である上尾栄美子先生と共に発表し

た。夏のワークショップにおいても私が中２、３年生のものを発表した。 

 

Ⅱ 各学年のめやす 

  年度当初に学年や指導形態を考慮し、各学年のめやすを設定した。それは以下の通りである。 

７学年（中１）・・・辞書に親しむ、引き慣れる、基本動詞①＜週１回の少人数＞ 

８学年（中２）・・・量的な広さ（breadth）：品詞、基本動詞②、多義語＜週１回の少人数＞ 

９学年（中３）・・・質的な深さ（depth）：類義語、例文探し＜週３回の組一斉＞ 

  年度当初のめやすのため、指導過程にてほぼ達成できたと思われる時には、次学年のめやすに移行

することになる。 

 

Ⅲ ８年生（中２）で辞書指導 

 １ ８年生での辞書指導開始 

初めて辞書指導をする７年生（中１）と同様の手順で８年生（中２）でも「辞書の使い方」と「辞

書引き活動」を行った。その際、「辞書指導パック」パワーポイント（ベネッセ）お試し版を活用

した。 

７年生と同じ活動ではあったが、８年生の活動時間は半分で済んだ。それは、パワーポイントで

テンポ良く提示できるのと反応の速さからであろう。また、７年生以上に楽しんでいたのが印象的

であった。 

２ ８年生での課題 

週１回の少人数制では「聞きトレ６４」（浜島書店）を使用している。大まかな流れは、CD を聞

く→答え合わせ→内容理解→音読練習→本文写し→課題、である。 

その課題として、本文から辞書を活用するようなものを与えている。例えば、本文中に“Hello.”
とあれば、他の挨拶を書いてくる。国名があれば、他の国名とその言語を書いてくるなどである。

他には、動詞を簡単なイラストとともにできるだけ書（描）かせたり、町にある建物や様子を表す

形容詞をたくさん書かせたりなどした。 
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 ３ ８年生へのアンケート 

   (1) 活動についてのアンケート 

母数は少ないのだが、１９名についてアンケートを実施した。「辞書引き」と「辞書引きレー

ス」について３項目の４段階で評価してもらった。以下、結果である。 

辞書引きについて     

   1 2 3 4   

 つまらない 0 5.3 42.1 52.6 楽しい 

 役に立たない 0 5.3 21.1 73.7 役に立つ 

 難しい 0 10.5 47.4 42.1 易しい 

       

辞書引きレースについて    

   1 2 3 4   

 つまらない 5.3 5.3 47.4 42.1 楽しい 

 役に立たない 5.3 0 36.8 57.9 役に立つ 

 難しい 5.3 10.5 57.9 26.3 易しい 

※少数第二を四捨五入、数字は％である 

   (2) 辞書を使ってみてのアンケート 

    「辞書を使ってみて」どうであったかの自由筆記のアンケートも実施した。それらの生徒の意

見を否定、中立、肯定の３分割にした。 

          辞書を使ってみてどうでしたか。（自由筆記） 

否定 中立 肯定 

０ 36.8 63.2 

※少数第二を四捨五入、数字は％である 

 

    肯定的記述には、「look 形の宿題のときに、形容詞がいくつも書いてあるページがあって、一

度にたくさんの形容詞が分かった。」などが見られた。 

    中立的記述には、「普段は電子辞書を使っているので辞書を使うのは苦手でした。でも、授業

でみんなと競い合うのはとても楽しく、やる時間はとても好きです。家では辞書を使って取り組

もうと思います。がんばります。」などがあった。 

 

Ⅳ ９年生（中３）で辞書指導 

 １ ９年生での辞書指導再開 

   課題を通して辞書を活用する場面はあったが、４月からはより意識的に授業でも辞書を活用させ、

課題では「めやす」にあるように「深さ」について調べさせるように考えていった。 

   使用教科書が SUNSHINE（開隆堂）のため、付属の「スパイラル学習ワークシート」（下図を参照）

を活用している。７、８年生時には復習用として、９年生時には予習用として活用している。予習

としているが、問われているものは全て既習事項である。 

   ８月の都中英研・研究部のワークシップでは、そのシートから「深さ」についてどの語いをピッ
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クアップするのかを考えてもらった。数名に尋ねると、生徒に「深さ」について辞書を引かせたい

ものは異なることが多かった。各先生方は、担当される生徒を想像しながら考えていたのだろう。

私の場合、learn と study の比較、smile と laugh の比較、draw と paint と write の比較などについ

て辞書を引かせる課題を出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ９年生の課題の作品 

  課題をやってきた生徒の例文や絵の一例を下に紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   このように活躍できる生徒が出てくると嬉しい。ただ、絵に懲りすぎて時間がかかったと思われ

るものもあった。言葉で理解するのも良いが、絵はよりイメージが湧いて生徒は理解しやすい。 
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３ ９年生の語いノート 

９年生は受験生でもあるため、いろいろな英文を読む機会を与える多読指導も取り入れている。

「じゃれマガ」（浜島書店）を夏休みの読む課題にしている。そこでの未習語についてノートにま

とめさせている。 
  「語いノート」の作成をさせる。その内容は、左ページには①ページ数、②未習の英単語・語句、

③品詞、④「右ページには④意味、⑤(②を含む)引用文、⑥辞書からの例文、で見開き２ページで

作成させている。 
   このノートは、夏休み後にも継続し、どの英文でも未習語について書かせていき、語い指導の１

つとしており、継続中である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅴ おわりに 

自律した学習者を育てるために、辞書を活用できるようにすることが大切であると実感している。

紹介させて頂いたことをヒントにしてそれぞれの先生方が「辞書指導をしてみよう」と思い、辞書指

導を始めるためのはじめの一歩を踏み出して頂けると嬉しい。今後、辞書を活用した語い指導の実践

を改善・継続をし、またどこかでご紹介できたらと思う。 

 

参考文献：『英語のメンタルレキシコン』（門田修平編著 2003 松柏者） 

『英語授業の「幹」をつくる本』（北原延晃 2010 Benesse○R ） 

※上巻には辞書指導の詳細や成果についても紹介されている。参考にされると、より辞書指

導がしやすい。 

※平成 23 年 2 月 23 日に都中英研・研究部の研究発表にて各教科書で辞書を引かせるべき語

句とその理由などの語い指導についての発表を予定している。 

 HP（http://www.eigo.org/kenkyu/）で詳細をご確認ください。 
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６ 夏の語い指導ワークショップ 

7／26(月) 赤坂中学校    語い指導 WS 1 

 

 初見の Picture describing…中学 3年生  

 
 深川第八中学校 石 井   亨 

 
 ねらい・既習の英語を使い、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) 
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    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。 

    初見の絵を見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 
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    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) 
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・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、 

その英語を 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 
 (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. 
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7／26(月) 赤坂中学校  語い指導 WS 2 

 

基礎基本の語い指導 

 

町田市立山崎中学校 大貫 由季 

 

１ はじめに 

現在教えている生徒は２年生で、１年生から続けて指導している。今現在できるようになっているこ

とは１年生の活動のどのような部分が基本になっているのだろうか、また今の活動に１年生のどのよう

なことがつながっているのだろうか。これから３年生になったときにどういったことができてほしいか、

そのためには何をしたらいいのか。こういったことを考えながら授業を行っている。ワークショップで

は参加者と情報を共有することを大切にしながら日々の実践を紹介した。 

２ ワークショップの流れ 

（１）自己紹介 

 さまざまな自己紹介の方法があるが、まずリラックスしながら日本語で行いお互いを理解する。その

後、英語で①名前＋１文②夏休みのできこと③話したことに対する質問と答えといったようにやさしい

段階から少しずつステップアップしながら言いたいことがいえるようにしていく。また、時間を計り、

緊張感を持たせつつ、自分がいいたいことをまとめながら言えるようにしていく。 

（２）１年生での実践紹介 
１学期に行ったこと・・・単語、辞書指導、音読指導 

２学期に行ったこと・・・発表活動を増やす、動詞を繰り返し使う 
３学期に行ったこと・・・ワークシート、書くこと、ＱＡ活動 

 ここでは、ジェスチャーを使った単語導入の例や動詞の後にどのような単語がくるのかを共有する活

動、辞書指導の導入に関して話し合ってもらった後、ワークショップを行い、実践を紹介した。 
（３）２年生での実践紹介 

２年生の１学期に行ったこと・・・ワークシート、書くこと、ＱＡ活動 
      これからできるようにしたいこと 

以上のことを紹介した。ワークシートに関してや教科書のピクチャーカードを用いてのＱＡ活動を実

際に行った。  
 ワークシートは教科書本文に関する自作プリントである。既習事項の単語を取り扱い、 
辞書を用いながら自学できることを目標としたものである。ＱＡ活動は教師が英語で質問をして、生徒

が英語で答える形式の教科書本文の導入である。教科書のピクチャーカードを黒板にはり、英語で質問

をする。質問は「はい」「いいえ」でこたえられるやさしいものから文で答えるものもある。例) T: Who 
is this boy?    S: He is Ken.  T: Is he Ken ?     S: Yes, he is. 
（４） 質問など-Brainstorming、研究部からの意見 

・質問：ワークシートの使い方をどのようにしていくといいか。 
 回答：授業で時間を作る、残りを宿題にする、チェックは行う、１５分くらいで行う。 
・タスクが語いになりがちなので、文型練習、内容理解をたずねることもできるだろう。 
・レッスンのまとめで行う方が効果的ではないか。 
・ペアワークで行う活動や、チャットにつなげていくとよい。     
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7／26(月) 赤坂中学校 語い指導 WS  3 

 

 辞  書  指  導 

 

辞書指導港区立赤坂中学校 北 原 延 晃 

 

１ 新旧学習指導要領比較 

現行・・・キ 辞書の初歩的な使い方に慣れ，必要に応じて活用できるようにすること。 

新・・・・カ 辞書の使い方に慣れ，活用できるようにすること。      （下線は相違点） 

（「３ 指導計画の作成と内容の取扱い」より） 

 平成２０年７月に告示された中学校学習指導要領解説外国語編では、次のような解説がある。 

授業での自己表現活動を自発的に行ったり，家庭での教科書から離れた英語学習などに持続的に取り組

んだりする上で，辞書を活用できることは必要不可欠である。 

 辞書の使い方に慣れさせるためには，生徒が適宜辞書を繰り返し使用し，調べたい単語を辞書を使

って自由に調べるということを普段から行わせる必要がある。 

 なお，辞書指導に関しては，３学年間を通して適宜辞書を活用させることが大切である。           
（下線は北原） 

 

２ 辞書指導完全リニューアル版 

「どの語をひかせたか？」赤坂中学校での２年間の実践(使用教科書 New Crown)  
(  )つき語は題材語 

1 基本動詞                                      教科書本文 

            何度も引くから・・・ 

have(１年Lesson 3-1) 
take(１年Lesson 4-3) 
give(２年生Lesson 6-2)

辞書は大事に使わない

付箋やインデックスを

うまく使おう 

I have a ball in my bag. 
Take a picture. 
I will give you some examples. 
 

This is a nice kite. 
Then, what is it? 
I see. 
We have music class today. 
He stayed for five days. 
Welcome back from your trip. 
Which do you want, the map or the glass? 
See you at the station. 
Then I can spend time with trees, I can sa
ve  
them, and I can save nature. 
 

2 多義語 

nice(１年Lesson 2-1) 
then(１年Lesson 2-3) 
see(１年Lesson 4-3) 
class(１年WORD CORNER 3) 
stay(２年生Lesson 1-3) 
back(２年生DO IT TALK 1) 
glass(２年生DO IT TALK 1) 
station(２年生Lesson 4-1) 
save(２年生Lesson 5-3) 
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3 How だけでもこれだけある！ 

how(１年Lesson 4-2) 
(１年Let's Start 1) 
(１年USE IT 2) 
(２年WORD CORNER 2) 
(２年DO IT TALK 2) 
(２年USE IT 4) 
(２年DO IT TALK 4) 
(３年Lesson 2-1) 
(３年Lesson 2-3) 
(３年DO IT TALK 3) 
(３年DO IT TALK 4) 
(３年Lesson 8-1) 
(３年付録p.110) 

How many birds do you see? 
How are you? 
How was your 'Golden Week'? 
How's the weather in London? 
How do you use it? 
How about you? 
How much is it? 
How do you feel about your life here? 
How long have you painted Tingatinga? 
How can I get to the zoo? 
How about "Gandhi"? 
I'm learning how to sign. 
How do you do? 

 

4 第一義（コアの意味）をまず教える   

turn(２年生DO IT TALK 6) 
keep(３年生Lesson 1-1) 

turn off the light 
Start here and keep cutting. 

 

5 似たような意味を持つ語のニュアンスの違い   

learn(２年生Lesson 1-3)         →study 
feet(２年生WORD CORNER 1)  →leg 
foot(２年生WORD CORNER 1)  →leg 
leg(２年生WORD CORNER 1)   →foot, feet 
home(２年生USE IT 2)         →house 
large(２年生Lesson 3-2)         →big  
wood(２年生Lesson 3-3)        →tree 
 

hear(２年生Lesson 4-2)         →listen 
listen(２年生Lesson 4-2)        →hear 
spend(２年生Lesson 5-3)       →use 
 

until(２年生Lesson 6-3)        →by 
watch, see, look 
little, small 
in, into 
road, street 
hill, mountain 
during, for 
above, over 

But he learned "Ta". 
例文なし 

 

 

I stayed at home.     
The large animals need more space. 
Because people cut down the forests for wo
od and for farms. 
You can hear the sounds of nature in the 
music. 
Listen to me. 
Then I can spend time with trees, I can sa
ve them, and I can save nature. 
They ruled India until 1947. 
 

 

 

 

 

 



 - 89 -

near, by 
each, every 
among, between 
 
6 前置詞 

 

 

 

 

 

It's for soft tennis. 
We live with nature. 
It's near the shop. 
Under the stairs. 
He is a singer of folk songs. 
The person is by the tree. 
It's difficult without a hint. 
What did you do during the winter vacation?
It is popular among my friends. 
I'm going to ride my bike along the river. 
 

 
 
I don't know the game. 
There will be many things to see : horses  
running in races and people wrestling in 
Mongolian sumo matches. 
 

 

It's fun and easy. 
Can you show me another trick? 
And the music was more exciting. 
I was surprised at its size. 
That's a really shocking photo, Kumi. 
 

 

 

 

What time did you get up this morning? 
 

for(１年Lesson 3-3) 
with(１年Lesson 4-3) 
near(１年DO IT TALK 2) 
under(１年DO IT TALK 2) 
of(１年Lesson 5-1) 
by(１年Lesson 8-2) 
without(１年Lesson 8-3) 

ある程度出てきた

ら辞書をひかせる 

「名詞の前 に置か

れるから前置詞。 

だから後ろのこと

ばと一緒に覚えて

おこう」 

during(１年DO IT WRITE 2) 
among(２年生Lesson 1-1) 
along(２年生DO IT TALK 3) 
 
7 例外のつづり 

know(１年Lesson 3-3) 
restle(３年生Lesson 5-1) 
 

ひいてみよう 

けっこうあるよ。 

 

 

8 まぎらわしい語 

fun(１年Lesson 3-3)              →interesting
another(３年生Lesson 1-2)         →other, th
e other 
exciting(３年生Lesson 3-2)        →excited 
surprised(３年生Lesson 3-3)       →surprising
shocking(３年生Lesson 7-3)       →shocked 
bring                            →take 
early                            →fast, quickl
y 
 

9 phrasal verbs 

get up(２年生USE IT 1) 
 

10 日本語に訳しにくい語 

every(１年Lesson 3-2) 
any(１年Lesson 4-2) 
some(１年Lesson 4-2) 

I practice it every weekend. 
Do you see any birds? 
I see some plastic bags too. 
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each(１年Lesson 8-1) 
anyone(２年生Lesson 1-1) 
thing(２年生DO IT TALK 2) 
put(２年生DO IT TALK 4) 
share(２年生Lesson 5-3) 
 

wear(２年生Lesson 6-1) 
hope(２年生DO IT WRITE 2)  →afraidとの違い 

leave(３年生Lesson 3-1) 
even(３年生Lesson 6-2) 
 

 

 

11 品詞の変換 

「ひいたら前後を見よ」 → 語いの拡充 

nature(１年Lesson 4-1)        →natural 
 

dancer(１年Lesson 5-1)       →dance 
dance(１年Lesson 5-1)        →dancer 
speech(２年生Lesson 5-1)     →speak 
life(２年生Lesson 1-1)        →live 
danger(２年生Lesson 8-1)     →dangerous 
imagine(２年生Lesson 8-2)    →imagination 
(weaken)(３年生Lesson 7-3)  →weak 
 

 

We help each other. 
Does anyone know? 
We carry things in it. 
I'll put it in a box. 
Third, plants, animals and humans- all    
 living thingsshare the earth. 
What's she wearing? 
I hope to see beautiful mountains in New 
Zealand. 
If you leave a little, it means you are full 
and  
happy. 
There were even drinking fountains that   
they could not use. 
 

 

At a nature park.(１年L.4タイトル） 

We live with nature. (１年L.4-3) 
She is an Eisa dancer. 
She is in the dance club. 
例文なし 

Let me tell you about my life in Australia.
They are danger signs. 
I can imagine that. 
The weakened child was dying. 
 

 

12 複数の品詞を持つ語     

＊教科書を調べて他品詞をチェック 

right(１年Lesson 1-1) 
favorite(１年Lesson 5-2) 
before(１年DO IT TALK 3) 
hard(１年Lesson 6-3) 
well(１年USE IT 8) 
like(２年生Lesson 1-1) 
 

clean(２年生Lesson 2-1) 
(fan)(２年生Lesson 2-1) 
plan(２年生USE IT 3) 
free(２年生Lesson 4-1) 

You are from China. Right? 
This is my favorite picture. 
On Saturday evening before dinner 
Mio works very hard. 
Can you play basketball well? 
Like many people in Australia, I love  
sports. 
Washi needs clean water. 
We made uchiwa fans with the washi. 
例文なし 

Emma, are you free after school? 
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after(２年生Lesson 4-1) 
plant(２年生Lesson 5-3) 
 

excuse(２年生DO IT TALK 5) 
light(２年生DO IT TALK 6) 
since(３年生Lesson 2-1) 
 

13 接頭辞・接尾辞 

＊re-, mid-, non-, -ous, -ist, -  
useful(１年Lesson 7-2) 
wonderful(２年生DO IT TALK 2) 
cloudy(２年生WORD CORNER 2) 
rainy(２年生WORD CORNER 2) 
windy(２年生WORD CORNER 2) 
snowy(２年生WORD CORNER 2) 
(musician)(２年生Lesson 5-1) 
easily(２年生Lesson 8-2) 
finally(３年生Lesson 1-1) 
interview(３年生Lesson 2-1) 
unequal(３年生Lesson 6-2) 
able(３年生Lesson 6-4) 
 

 

14 数えられる語と数えられない語 

Emma, are you free after school? 
Third, plants, animals and humans- all livi
ng things share the earth. 
Excuse me. 
turn off the light 
I have lived in this town since 2003. 
 

 

 

It's useful. 
Wonderful. 
例文なし 

 

 

 

Akira wants to be a musician. 
Are they removed easily? 
Finally, cut along the rings. 
Thank you very much for this interview, M
s Kileo. 
African-Americans' lives were separate and 
unequal. 
One day the sons of former slaves and the 
sons offormer slave-owners will be able to s
it down toge- 
ther at the table of brotherhood. 
 

paper(２年生Lesson 2-1) 
water(２年生Lesson 2-1) 
fish(２年生USE IT 5)  ＊通常単

数形 

  
    

高校生用の

辞書にはＣ

とＵ の表

記がある 

We made washi, Japanese paper with him.
Washi needs clean water. 
I'll go to the supermarket to buy some fish.
 

 

例文なし 

Martin Luther King heard this news. fruit(２年生USE IT 5)       ＊通常単数形 

news(３年生Lesson 6-3) 
 

15 同じ内容を表す語 

（language function 言語機能とからめて指導）    他の語（句）で言い換えさせる 

fine(３年生DO IT TALK 2)   
(Just a minute. )(１年Lesson 4-2) 

Fine.    →OK. Good. Great. Perfect.  
Wait a second/moment. Hold on. 
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16 コロケーションを大切に                                     

moon(１年Lesson 2-3)      ＊通常theがつく 

tell(１年Lesson 6-1)        ＊後ろに人＋物 

(schoolyard)(２年生Lesson 1-2) school＋ｺﾛｹｰｼｮﾝ

own(２年生Lesson 7-2) 
same(３年生Lesson 1-2)    ＊通常theがつく 

 

17 冠詞のあるなし 

a few(３年生Lesson 2-1)   ＊fewなら否定的 

a little(１年Lesson 8-1) 
most, the most,  
last, the last 
 

18 文化による差異 

evening(１年DO IT TALK 3) 
rice(２年生Lesson 1-2) 
morning(２年生USE IT 1) 
 

afternoon(２年生USE IT 1) 
 

night(２年生USE IT 1) 
finger(２年生WORD CORNER 1)    8 fingers
 

19 連語・熟語 

have a good time(１年Lesson 7-1) 
each other(１年Lesson 8-1) 
 

It's 'moon'. 
The dog tells her, "Someone is at the door."
In the schoolyard. 
But we need to do our own research too. 
Are our rings the same? 
 

 

May I ask you a few questions? 
So I can speak it a little. 
 

 

 

 

On Saturday evening before dinner. 
I liked the curry and rice. 
I cooked breakfast in the morning and play
ed  
tennis in the afternoon. 
I cooked breakfast in the morning and play
ed  
tennis in the afternoon. 
What time did you go to bed last night? 
例文なし 

 

 

They are having a good time. 
We help each other. 
 

20 置かれる位置に注意すべき語                            

too(１年Lesson 2-2) 
often(１年Lesson 3-1) 
also(１年Lesson 5-3) 
sometimes(１年Lesson 5-3) 
ago(１年Lesson 9-2) 
always(２年生Lesson 1-2) 
usually(２年生Lesson 1-2) 
 

 

Is that your cup too? 
I often play it. 
Daichi is also nice. 
Do you sometimes go to Okinawa? 
The Trust started over 100 years ago. 
We always eat lunch in our classroom. 
But students in Australia usually eat outsi
de. 
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21 その他 

easy(１年Lesson 3-3)                   形容詞

ready(１年Lesson 4-1)                  形容詞

PE(１年WORD CORNER 3)              省略

work(１年Lesson 6-3)                    発音

more(１年Lesson 6-3)                    語義

can(１年Lesson 8-1)                   助動詞 

mean(１年Lesson 8-2)                    語義

person(１年Lesson 8-2)                   語義

meet(２年生Lesson 1-2)            不規則動詞

breakfast(２年生USE IT 1)           他の食事

 

(web)(２年生Lesson 2-1)                 語源

research(２年生Lesson 7-1)               発音

roof(２年生Lesson 7-3)           ←→basement
happen(３年生Lesson 1-1)           happening
should(３年生DO IT TALK 3)          助動詞

 

 
It's fun and easy. 
Is your group ready, Ratna? 
 

Mio works very hard. 
But we need more. 
So I can speak it a little. 
They mean 'person' and 'tree'. 
They mean 'person' and 'tree'. 
I can meet friends from other classes. 
I cooked breakfast in the morning and     
played  
tennis in the afternoon 
 

Let's do research and find out. 
There are many plants on this roof.  
What will happen to the rings? 
Where should I get off? 

 

資料１   
１年生から辞書指導を 

  一昨年４月から英語が週３時間になって先生方は授業の中で何を削られましたか？もし、辞書指

導であったらとてももったいないことだと思います。もっと前から辞書指導を授業でやっていないと

すればさらにもったいないことだと思います。 

  中学生になって初めて英語を勉強する中学１年生にとって未知の世界である英語への案内役は先

生であると同時に英和辞書です。（昨今では小学生から英語を始める生徒も少なくありませんがその

場合でも辞書を手にするのは中学になってからでしょう）授業時数が減って先生の手が届かない部分

はもう一人の案内役である英和辞書に動機付けを委ねたらどうでしょう。そのためにも中学時代に辞

書指導が必要だと思います。 

  辞書指導と書きましたが、そんなに大それた事をする必要はありません。生徒が「そうか、こう

使えばいいのか」と合点するような場面を授業のところどころに設定するだけのことです。辞書の有

用性に目覚めた生徒たちは自分たちでどんどん辞書を引き始めます。 

  まずは１年生の１学期。文字を導入したらすぐに辞書指導を始めましょう。Lesson 1に出てくる

３～４文字の名詞を引かせましょう。辞書引き競争の始まりです。ポイントは３つ。 

  １つ目は引いたらその単語に赤丸をつけること。学校で引く単語は重要語中の重要語です。辞書

を引いたら赤丸をつける癖をつけましょう。２度、３度引くこともありますが、赤丸がついていれば

捜しやすいですよね。また勉強した痕跡が一目でわかり、励みになります。第一義の訳でない場合は

訳語にも、場合によっては品詞にも赤丸をつけさせましょう。 

  ２つ目は引いたら立ち上がらせること。教師はNumber 1, Number 2...というように立ち上がっ
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た順番を言います。早く引けた生徒には励みになります。 

  ３つ目は立ち上がって一通り辞書の訳語や例文を読んだ生徒にまだひけていない生徒の手助けを

させることです。その際にページを教えないで引き方を教えるように指導します。こうすることによ

ってクラス全体の辞書引き速度が速くなります。 

 こうしてときどき辞書指導をすることによって生徒は自分でどんどん辞書を使い始めます。「先生

、この単語どういう意味？」などという質問は無くなります。 

  ところで生徒は辞書をどうしていますか？私は「辞書は２冊用意しよう」と言っています。「１

冊は学校に、もう１冊は家に置こう」１冊は小学校卒業記念でもらったものでＯＫ。もう１冊をどう

するか、です。「近所に卒業生の先輩がいたらその辞書をもらおう。高校では絶対使わないからね。

」とも言います。なるべくお金をかけないで２冊用意させたいのです。 

  今年の１年生の多くはＡ社の英和辞典を持っていました。辞書をもっていない生徒は少数派でし

た。彼らにはチャレンジ英和を貸しました。そして辞書引き競争が始まったのでした。結果はチャレ

ンジの勝利でした。何しろ「早く引ける」を合い言葉に改訂したのですから。 

  ここでチャレンジ英和改訂の主なポイントを説明しましょう。編者の橋本光郎先生の改訂の趣旨

は「もっと中学生が使いやすい辞書に、早く確実に引ける辞書に」でした。そこで具体的に以下の点

を改訂のポイントにすることになりました。 

 ①編集の方でよかれと思って重要語のポイントを上げたり、朱色を使ったりすると生徒の目は目的

の語を素通りしてしまうので見出し語は同じポイントで色も黒一色とする。重要語は別に詳しく説明

する項目を立てる。 

 ②ジュニア版として必要のない語は思い切って削除する。辞書の命は収録語数というのは大人の論

理。中学生には目的の語を早く引けるように必要 小限の語だけを載せる。 

＊以上の出典は下記の書籍です。 

（「英語授業の幹をつくる本（上巻）」2010.3.16.ベネッセコーポレーションより抜粋） 
 

３ 演習「あなたならどの語を引かせますか？」 

 

New Crown Book 1 Lesson 5-1 "My Friends in Okinawa" 
 

 This is Daichi. He lives in Okinawa. He is a

 singer of folk songs.  

 This is Yuri. She is my friend too. She is an Eisa

 dancer. She is in the dance club. 
 

Target 
This is Koji. Koji is      from Osaka. 
This is Koji. He is (He's) from Osaka. 



 - 95 -

 

New Words 

he   singer   of   song   she   dancer   dance   club 

 

 

 

New Crown Book 2 Lesson 5-2 "Speech - 'My Dream'" 
 

 I want to be a tree doctor. Why? First, I like

 trees. 

In spring, I go to the park to see trees. Fresh

 leaves cover the trees. The trees are growing.

 They are  

beautiful. 

  Second, some trees are sick. We must take c

are of 

them. 
 

Target 
Koji went to the park. 
Koji went to the park to play soccer. 
 

New Words 

doctor   fresh   leaves ←leaf   cover   grow   sick   c

are   take care of ～ 
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４ どの語を引かせたか？    （下線と理由）                 

2009 年 赤坂中学校１年生の実践(New Crown 1)より 

Lesson 5-1 
he    singer    of    song    she    dancer    dance    club    he's←he is 
          品詞                    品詞 

(folk song) 
 

Lesson 5-2  
who    oh    her   favorite   sea    she's←she is    (who's←who is) 
(diver)             品詞 

 

Lesson 5-3 
her    also    him    sometimes    go    to    happy    sing    swim    they   kind 
      位置            位置 

me    Me too   
 

２年生 

Lesson 5-1 
speech     dream    all     travel    around    around the world    (astronaut    
musician) 
動詞形                                                                    語尾 

 

Lesson 5-2 
doctor    fresh    leaves     leaf     cover    grow    sick    care    take care of～ 

 

Lesson 5-3 
plant    human     living    share     together     respect     future    spend    save 
多品詞         日英で違う                               use     多義語 

 

資料２ 
 

本校生徒の成績（平成２２年７月２６日現在）      港区赤坂中学校３年生 在籍数３４名 
・港区標準学力調査（３年生４月実施） 

 前年度全国平均正答率６７．１％  本校平均正答率８１．９％  （＋１４．８点） 

 港区平均正答率   ７３．２％    本校平均正答率８１．９％  （＋ ８．３点） 

・中英研コミュニケーションテスト（２年生１１月実施） 

 都平均点      ６１．７点  本校平均点  ７４．４点  （＋１２．７点） 

                         都偏差値５６ 

・３年生第１回検定終了時の英検級取得者数と取得率  
 （ ）内は前任校「わくわく授業」学年の数値（３年生第１回～２回検定） 
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    ２級        １名   ３％（ １％）   

 準２級    ７名 ２１％（１６％）     
  ３級以上  ２２名 ６５％（５３％）                       
  ４級以上  ３０名 ９１％（５０％）                  
 ＊前任校「わくわく授業」学年が３年生２学期末の時の成績をすでにはるかに超えている。 

 
資料３ 辞書指導ワークショップに参加された方々の声 

・第一回のワークショップ後、学校で Challenge の辞書を 40 冊ずつ買ってもらって自分でも使ってみ

ました。北原先生の授業のようにやってみると辞書のメッセージ量の多さにあらためて驚かされまし

た。（第１回東京、中学） 

・「自ら英語を学ぶ力」をつけるために辞書指導は欠かせないと思います。生徒が教師を頼らなくなる

のは、辞書指導の大きな成果を示す姿の一つだと思います。（第７回愛知、高校） 

・辞書指導について、詳細まで講演していただき、ありがとうございました。辞書指導は、早い段階か

ら適切に行うことが重要だと感じました。さらに語いを増やすため、ワークシート（ENGLISH 
ESXPRESS）や、辞書引き競争や、引いたページにふせんを張るなどの工夫にも驚きました。（第８

回群馬、中学） 

・ 初から 後まで充実した、きめ細やかな指導法の講演に感動しました。実に緻密で、テンポが良く、

楽しい授業を私も受けてみたいと思いました。 後の音楽で感動！！です。自分の娘、母のことを考え

ながら涙が出てきました。今日、ご指導いただいたことを少しでも必ず自分の授業に取り入れていきた

いと思います。本当にありがとうございました。（第９回佐賀、中学校） 

・英語の時間が週３時間になって、削ったものは辞書指導でした。生徒の中学校での３年間という限ら

れた時間の中で力を付けて行くためには、生徒が自分で学習しようと思う、自分で学習できる、教師側

の見通した指導力が大切だと何度も「目からうろこ」が落ちながら、お話を聞かせていただきました。

（第１０回大分、中学） 

・辞書に対するイメージが変わりました。中学生向きの辞書は語数が少なくて使えない。高校生用のも

のは難しいし…と思って、辞書を使う機会をほとんど作っていませんでした。でも、実際に中学生が使

いやすいようにたくさんの工夫がされていて、感動しました。特にチャレンジ辞典の真ん中の色々な表

現集はとてもすばらしい！（第１１回三重、中学） 

・辞書を使用して こんなこともできるのか…、と辞書指導の幅広さを実感することができ、とても充

実した時間で感謝の一言に尽きます。（第１２回徳島、大学） 

・中学生のうちから辞書を使用することに慣れるということは大切だと思った。今は，電子辞書が普及

して，手軽に単語を調べる生徒が増えているように思えるけれど，紙の方が北原先生のやり方を考える

と断然いい！と思いました。本当に辞書は教え方 1 つでクリエイティブな授業の助けになるし，単語の

イメージや語いの習得にすごく役立つと再確認しました。（第１３回広島、大学） 

・今までまともに辞書指導をしてこなかったことを、今ここに反省しています。週３時間しかない授業

数を嘆く前に、いかに効果的に指導をしていくか、先生の熱意にとても感動しました。（第１４回福岡、

中学） 

・入学当初に辞書指導をし、授業で時々辞書を引かせています。授業で実際に使ってみて発見させない

と英語学習のやり方はわからないと思います。時間がないだの辞書を使えないと生徒に嘆く同僚に一発

ガツーン！！と聞かせてやりたいワークショップでした。（第１５回鳥取、高校） 
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・教科書のうしろの辞書も使えないような生徒たち。もちろん私が１年時に指導しなかったことが原因

でした。今年度、２年生を習熟度別分割にし、スローラーナークラスを持ちましたが、辞書を引くのが

嫌いだと思い込んでいた子たちでしたが、英作文の語順からの訓練をしていくうちに、教室中の辞書ケ

ースがからっぽになりました。１年次の指導をすごく反省しています。（第１６回大阪、中学） 

・英語辞書の話もよかったですが、子育ての話の方がズーンときました。自分の子、学校の子供たちと

の時間を大切にします。（第１７回京都、中学） 

・ 

・英和を効果的、継続的に使うことについて考えるよい機会をいただきました。辞書を使うことで、辞

書を使わない力も身についていることがわかりました。まず意味や用法を知り、その中から自然に力を

つけていったのでしょう。（第１８回長野、中学） 

・辞書指導のノウハウを、１つ 1 つ丁寧に分かり易く話をしてくださり、辞書の使い方について目から

ウロコが落ちました。それを実際に、授業の中でとなると、早く引けるようになるまでには根気が必要

だと思いますが、挑戦しようと思います。そして、私も、生徒たちも、どんどん辞書を引いて、楽しい！

引かなくても読める！という感動を味わえるようになるまで、頑張りたいです。（第１９回香川、中学） 

・教える立場になってからすっかり忘れていましたが、自分が中・高生で英語がわかる・使えるように

なって楽しいと思っていた時、必ずそばには辞書がありました。辞書があることで、先生がいなくても、

わからなそうな英文を前にしても怖くなかったことを思い出しました。そういった体験を生徒達にも伝

えてあげたいと思います。具体的な指導法も紹介していただき、自分でどう指導していこうか、想像し

ながら聞くことができました。（第２０回山口、高校） 

・"辞書指導"の大切さ、分かっていても…。（本当はわかってなかったと思います。）たくさんの飽き

ない指導法を惜しみなくシェアして下さる北原先生に心から感謝です。（第２１回沖縄、中学） 

・辞書が子どもたちを支え，助け，鍛えてくれるということを再認識しました。引きやすい辞書を与え

る大切さも感じました。（第２２回熊本、中学） 

・全校生徒 15 名の小さな学校で、（副教材費のこともあり）図書室の辞書を一人一冊使える状態です。

ですが、引いた語いにチェックを入れられず、悩んでいました。今日で決心がつきました！ 購入の方

向で、保護者にお願いしてみようと思います。（第２３回鹿児島、中学） 

・私が１年から３年まで通して教えることのできた生徒の中に、１人だけよく辞書（英和・和英がいっ

しょになったもの）を開いている子がいました。勉強は好きでない男の子（いわゆるちょっと不良）で

したが休み時間もそうしていました。他の成績は３くらいでもその子の英語は４の評価。３年の終わり

ごろ「どうしてそんなに辞書見てるの？」と聞くと、「先生が１年の初めに言ったからこの辞書を買っ

てずっと読んでるんだ」という答えが返ってきました。今日、そのことを思い出しました。私が辞書指

導をしなければ誰がするんだ！と思いました。火曜からうまく辞書を取り入れて（むずかしいと思うの

でキリよく来年度から…かもしれません）子供たちのボキャブラリーをビルドアップさせていこうと思

います。（第２４回福島、中学） 

・辞書指導の大切さは高校教師である私も充分心得ているつもりですが、徹底的に使わせるまでには至

っていませんでした。電子辞書が紙の辞書に比べて便利だと感じている生徒の意識を変えられるヒント

を得ることができた貴重なワークショップだったと思います。中学校に限らず、高校の英語教育にも応

用できるものをたくさん教えていただきありがとうございました。（第２５回高知、高校） 

・適宜な辞書指導にも、生徒の将来（高校、その後など…）を考えるとものすごい効果があることがわ

かりました。実践します。（第２６回長崎、中学） 
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・自分が英語を学ぶ上で辞書は欠かせないものであったにもかかわらず、辞書指導を行ってこなかった

というのはまったくおかしな話です。中学卒業時の生徒の英語力、狛江一中の発表には英語に対するや

る気が見られました。指導法によってこれだけ生徒の姿が違ってくるものか…と反省しました。（第２

７回岩手、中学） 

・実践のわかりやすい発表ありがとうございました。辞書指導、語い指導の実際、効果的な在り方など

参考になりました。もともと高校で教えていましたので、中学校のご苦労がわかりましたし、高校の立

場から中学校に期待したい部分も正直ありました。（第２８回宮崎、教育委員会） 

・辞書指導の必要性を感じました。生徒たちのコメントで、『辞書を引く回数が減った』というのがす

ごいと思いました。辞書の使い方を教えれば、自主学習の助けになる。そうすれば自分で英語の勉強を

して、英語力がアップする。辞書指導、自律学習の基礎だと思いました。（第２９回栃木、中学） 

・現在、主に 2 年生を教えています。1 年生のときに辞書指導を十分にすることができなかったので、

先生のおっしゃったとおり、まさに「生徒が教師の手から離れない」状態になっています。お話を聞き

ながら、「こんなことがしてみたい」という思いがふくれあがってきました。（第３０回滋賀、中学） 

・私の勤務校は定時制高校です。ほとんどの生徒が中学校にまともに通えなかったので英語の基礎が全

くできておらず、高校でありながらも基礎力の指導に力を入れています。今回の辞書指導ワークショッ

プは本当に興味を持って受けさせていただきました。英語の基礎力をつけるためにどういう方法がある

のか探しているところだったので、さっそく授業に取り入れさせていただきたいと思います。（第３１

回兵庫、高校） 

・今回の指導法は中学校向けでしたが、高校でも十分活用できる内容でした。 

高校側として残念なことは、電子辞書を持つ生徒がクラスの三分の一程度いて、一度も紙の辞書の使い

方を習わないまま利用していることです。（第３２回青森、高校） 
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8／4(水) 品川区立小中一貫校日野学園   語い指導 WS  1         

 

「中３初挑戦の Picture Describing」etc. 

 

江戸川区立清新第一中学校  関 口   智 

 

1  中３初挑戦の Picture Describing 

（１）ねらい 

既習の語い、表現を用いて絵の描写を行うことにより、既習事項の確認と定着を図る。 

（２）教 材 

New Crown English Series 2 USE IT 4 

 

※名前はこちらで記入した。 

（３）やりかた 

    ①絵を見せる。 

②使える表現を板書する。 

       ・動作／be ～ing 

     ・存在／There is(are) 

   ・表情／～look･･･ 

 ・意見、予想／I think (that)･･･ 

③ワークシートを配布する。 

④3分間でできるだけ多くの文を書かせる。 

⑤ペアを作る。 

⑥相手から気に入った文をもらって写す。その際、自分の文と区別するため、ペンの色を変え

させる。（2分間） 

⑦全員を起立させ、挙手して発言したものから座らせていく。 

⑧一人一人の文を皆の前で確認し、生徒の様子や表現に応じて全員に繰り返させる。 

⑨回収し、ＡＬＴが添削し、返却。 
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（４）生徒の文例 

動作① 

  Mayu is talking with Yukiko. 

 Mayu and Yukiko are talking. →with each other.   

  Tama is sleeping by the chair. 

  Koji is reading a book on the chair. 

 Koji is sitting on the chair. 

  Pochi is running in the park. 

  Pochi is running under the tree.   

動作② 

  Mina is singing ( a song ) on the wall. 

   Mina is singing with three birds. 

   Three birds are flying in the sky. 

   Hajime is eating lunch (with his family). 

   Tsuyosi's family are eating lunch. 

  Tsuyoshi, Yoko and Hajime are eating lunch under the tree. 

Tsuyoshi is smiling.  

存在① 

  There are five birds. 

There is a (big) tree in the park. 

  There is a bike near Mina. 

  There is a bike near (by) the wall. 

  There is a cat by the chair. 

  There are two birds on the tree. 

   There are three birds flying in the sky. 

   There are seven people in the park. 

   There are five birds in this picture. 

  There are three people on the sheet. 

  There are two girls under the tree. 

存在②  

There is Mina near the bike. 

    There are Mayu and Yukiko under the tree. 

There is Koji on the chair. 

      There is the dog under the tree. 

    Tama is by the chair. 

    Koji is on the chair. 

※下線部の誤りに関して、生徒に辞書を引かせ、there is(are)の用法を調べさせた。 

【語法／there is [are]…】  

(２)主語になる語句は不特定のもの［人］で 

  the, this, my など特定のものを限定する語句はつけません。 
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       × There is my pen… 

         ○ My pen is on the desk. 

        （以上ジュニア プログレッシブ英和辞典）  

表情 

  Pochi is cute. 

  Tsuyosi looks happy. 

  Yoko looks happy. 

  Mayu looks happy. 

  Mina looks happy. 

  Tsuyosi's family look happy. 

  Tama looks sleepy.   

  Hajime looks hungry. 

意見・予想 

  Tsuyoshi is older than Koji. 

  Tsuyoshi is Hajime's father. 

  Yoko is Hajime's mother. 

  I think that Hajime will eat lunch. 

  I think that Pochi will run away. 

  I think that Pochi will start running. 

  I think that Koji will sleep.  

  I think that Koji is a student. 

 I think that Yoko is drinking tea. 

  I think Tama is sleeping. 

  I think that Koji will keep reading the book. 

  I think that Tsuyoshi's family are very happy. 

  I think that Yukiko and Mayu are enjoying talking. 

  I think that Tsuyoshi, Yoko and Hajime are enjoying having lunch. 

（５）表現の限界 

 I think that they will come back home. 

→当たり前のことは書かない。 

 I think that Mayu and Yukiko will go shopping. 

→絵から読み取れないことは書かない。 

 I think that Koji is reading a difficult book. 

→an interesting book の方がよさそう。 
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2 辞書指導（教科書編） 

（１）New Crown English Series 2  Lesson 1-1 “Life in Australia”   

  Hello, everyone. 

Let me tell you about my life in Australia.  Like many people in Australia, I love 

sports.  I played netball every Saturday.  It is popular among my friends.  

  Now it is spring in Japan.  The season is different in Australia.  It is autumn 

there.  Why?  Does anyone know? 

 

Target（Review) 

   Amy plays netball. 

   Amy played netball yesterday. 

 

New Words 

  life   like   love   sport   among   different   why   anyone 

①life 

多義語→ここでの意味は？ 

life-saver の際の life は？ 

品詞の変換→動詞 

Live は「住んでいる」だけじゃない。 

   ②like 

複数の品詞を持つ語 

ここでは主語がない、命令文でもない→動詞ではない。 

名詞の前にあるということは？ 

③among  

（まぎらわしい）前置詞 

教科書の巻末には「～の間で（に）」とあるだけである。 

→「コア」的な意味がわからない。 

辞書では「（３つ以上のもの）の中で、・・・の間に」とある。 

「３つ以上の間」があれば「２つのものの間」もあるはず 

辞書の among の説明の中からそれを探せ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（チャレンジ英和辞典） 
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（２）New Crown English Series 3  Lesson 2-3 “Interview with Ms Kileo”    

       Ken: Ms Kileo, I hear you’re also interested in art. 
Ms Kileo: Oh, yes.  I like to paint Tingatinga. 

       Ken: Tingatinga? 

Ms Kileo: Yes.  It’s the most famous painting style in Tanzania.  Look at this 
book. 

       Ken: these pictures are beautiful. 

Ms Kileo: I’m glad you like them. 
       Ken: How long have you painted Tingatinga? 

Ms Kileo: For about ten years. 

       Ken: I see.  Thank you very much for your time. 

Ms Kileo: You’re welcome. 
 

Target 

   How long have you played the piano? 

   I have played it for about two years. 

 

New Words 

  interested   art   paint    famous    painting    style    I hear～  be 

interested in ～  

①hear                   

         基本動詞①聞こえる③（うわさ・情報など）を耳にする  

       I hear (that)・・・といううわさだ、・・・だそうだ 

（ジュニアプログレッシブ英和辞典）    

   ②be interested in             

        連語・熟語は辞書のどこにあるか慣れさせる必要がある。 

③see                               

      基本動詞・多義語 

「百聞は一見に如（し）かず」→見るということは物事が・・・ 

see には本当に「わかる」という意味があるか調べさせる。 
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8／4(水) 品川区立小中一貫校日野学園   語い指導 SW 5 

 

辞書を活用した一年生への語い指導 

 

江戸川区立篠崎第二中学校 上 尾 栄美子 

 

１ はじめに 

 今年度の夏の語い指導ワークショップでは、入門期における辞書指導の実践を紹介した。 

 この数年間、私自身は 1年生を指導する機会を得られず、3年生を指導することが続いた。 

授業の中で辞書指導を試みてはいたが、自身の指導力不足もあり、辞書を進んで活用できるよ 

うになった生徒は多くなかった。平成 24 年度より全面実施となる新学習指導要領は、現行学習 

指導要領と比較して辞書指導により重点が置かれた内容となっている。この点も踏まえ、1学 

年を担当することになった今年度は、生徒が英語を学びたいという意欲をもっている好機を逃 

すことなく、入門期から辞書指導を導入してきた。 

 その実践に関しては、１１月に行われた、関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会(以下、

関ブロ東京大会)第４分科会において、「語い指導と辞書指導のあり方」のテーマで発表した。以下にワ

ークショップの流れをまとめたが、関ブロ東京大会のまとめと重複する部分は省略させていただいた。

詳細については関ブロ東京大会に関するページを参照いただきたい。 

 

２ ワークショップの流れ 

 1 辞書指導の開始時期 

  アルファベット小文字導入直後から辞書指導を始めた。 

 

 2 辞書の種類 

  英語学習初心者にとって引きやすいジュニア版を薦めた。 

 →調べたい単語が見つからず、辞書を使うこと自体を嫌いになってしまうことを避けるた 

 め。辞書に慣れ親しませるため。 

 

 3 辞書指導導入 

  生徒が辞書を開いて、気づくことを確認した。以下は生徒から挙がった意見である。 

  ・アルファベット順、小文字で載っている。・文字の大きさや色が違うものがある。 

  ・特集ページがある。・a や t など、普段書いている小文字と形が違うものがある。 

  ・s で始まる単語が多い。 ・x や z で始まる単語は少ない。 

 

 4 辞書指導初期 

 （１）辞書引きのウォームアップ「どっちが前に載っている？」ゲーム 

 （２）辞書引きレース（班対抗戦） 

 （３）辞書引きレース(個人戦) 

 （４）辞書引きレース（ワークシート編） 

    －教科書の始めの方に出てくる単語から、名詞や動詞など、同じ品詞でまとめたいく 
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    つかの単語を引き、意味と品詞名、所要時間を記入する。以下にその例を紹介する。 

１ 次の単語を辞書で引いてみよう。引いたら横に 名 動 など品詞と意味を書こう！ 

 friend   (    )                                           

 teacher  (    )                                           

 animal   (    )                                            

 picture  (    )                                            

 word     (    )                                           

 moon     (    )                                           

 father   (    )                                           

 mother   (    )                                           

                                                所要時間（  ）分（  ）秒 

 

 5 帯活動 

  授業の 初の数分を使って、短時間で、以下のようなワークシートに取り組む。 

  ・ワークシート「仲間はずれを探せ」 

 次のグループから仲間はずれを探そう！知らない単語は辞書で調べよう。 

 father        mother        brother     sister     

  grandfather   grandmother   uncle       aunt 

  neighbor      nephew        niece       cousin                            

 

 6 日常的な辞書指導 

  使用教科書の１ページを取り上げ、参加者の先生方に、どの単語を引かせるべきか、考え 

 ていただいた。 

 

 7 「辞書を使った活動について」６月末時点で行った生徒アンケートの意見を紹介した。 

 

３ 今後の課題（研究部からの意見） 

 ・辞書引きのワークシートは、単語の順番を辞書の引きやすい順にする、単語の数を減らす等、スロ

ーラーナーへの配慮が必要である。→関ブロ東京大会では単語の順番について改善を試みたワークシ

ートを紹介している。 

 ・「仲間はずれを探せ」では、単語を慎重に選ぶ必要がある。生徒が発音できる語をひかせるべきで

ある。単語数は少なめにする。→関ブロ東京大会では問題点を改めた例を紹介した。 

 ・授業で辞書を引かせる語いについて、教科書の１ページごとに、どの語を引かせるかというシラバ

スを作成し、改善を重ねる必要がある。 
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8／4(水) 品川区立小中一貫校日野学園   語い指導 WS  3  

 

辞書を活用した語い指導の実践…８、９年（中２、３年） 

 

品川区立小中一貫校日野学園  岡 﨑 伸 一 

 

１ はじめに 

平成 24 年度より全面実施される新学習指導要領では、辞書指導に関する箇所では、「カ 辞書の使い

方に慣れ，活用できるようにすること。」とある。これは、現行学習指導要領よりも、辞書を活用させ

る重要性が増すと考えた。その新学習指導要領の解説には「授業での自己表現活動を自発的に行ったり，

家庭での教科書から離れた英語学習などに持続的に取り組んだりする上で，辞書を活用できることは必

要不可欠である。」とも述べられている。これは、自律した学習者を育てるために、学校以外でも辞書

を活用できることが必須であると捉えた。 

 そこで、４月から各学年で授業内や課題で辞書を意識的に活用させ、語い指導をしていった。その実

践を紹介するワークシップになった。 

尚、平成 22 年 11 月に関東甲信地区中学校英語教育研究協議会の東京大会がある。その第４分科会「語

い指導と辞書指導のあり方」のテーマで都中英研・研究部員である上尾栄美子先生と共に発表するため、

夏のワークショップにおいても私が中２、３年生を発表した。 

 

２ 各学年のめやす 

 年度当初に学年や指導形態を考慮し、各学年のめやすを設定した。それは以下の通りである。 

７学年（中１）・・・辞書に親しむ、引き慣れる、基本動詞①＜週１回の少人数＞ 

８学年（中２）・・・量的な広さ（breadth）：品詞、基本動詞②、多義語＜週１回の少人数＞ 

９学年（中３）・・・質的な深さ（depth）：類義語、例文探し＜週３回の組一斉＞ 

 年度当初のめやすのため、指導過程にてほぼ達成できたと思われる時には、次学年のめやすに移行す

ることになる。 

 

３ ８年生（中２）で辞書指導 

1 ８年生での辞書指導開始 

初めて辞書指導をする７年生（中１）と同様の手順で８年生（中２）でも「辞書の使い方」と「辞

書引き活動」を行った。その際、「辞書指導パック」パワーポイント（ベネッセ）お試し版を活用し

た。 

７年生と同じ活動ではあったが、８年生の活動時間は半分で済んだ。それは、パワーポイントでテ

ンポ良く提示できるのと反応の速さからであろう。また、７年生以上に楽しんでいたのが印象的であ

った。 

 

2 ８年生での課題 

週１回の少人数制では「聞きトレ６４」（浜島書店）を使用している。大まかな流れは、CD を聞く

→答え合わせ→音読練習→本文写し→課題、である。 

その課題として、本文から辞書を活用するようなものを与えている。例えば、本文中に“Hello.”と
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あれば、他の挨拶を書いてくる。国名があれば、他の国名とその言語を書いてくるなどである。他に

は、動詞を簡単なイラストとともにできるだけ書（描）かせたり、町にある建物や様子を表す形容詞

をたくさん書かせたりなどした。 

 3 ８年生へのアンケート 

 （１）活動についてのアンケート 

母数は少ないのだが、１９名についてアンケートを実施した。「辞書引き」と「辞書引きレース」

について３項目の４段階で評価してもらった。以下、結果である。 

 

辞書引きにつて      

   1 2 3 4   

 つまらない 0 5.3 42.1 52.6 楽しい 

 役に立たない 0 5.3 21.1 73.7 役に立つ

 難しい 0 10.5 47.4 42.1 易しい 

       

辞書引きレースについて     

   1 2 3 4   

 つまらない 5.3 5.3 47.4 42.1 楽しい 

 役に立たない 5.3 0 36.8 57.9 役に立つ

 難しい 5.3 10.5 57.9 26.3 易しい 

※少数第二を四捨五入、数字は％である 

 （２）辞書を使ってみてのアンケート 

   「辞書を使ってみて」どうであったかの自由筆記のアンケートも実施した。それらの生徒の意見

を否定、中立、肯定の３分割にした。 

 

          辞書を使ってみてどうでしたか。（自由筆記） 

否定 中立 肯定 

０ 36.8 63.2 

※少数第二を四捨五入、数字は％である 

 

   肯定的記述には、「look 形の宿題のときに、形容詞がいくつも書いてあるページがあって、一度

にたくさんの形容詞が分かった。」などが見られた。 

   中立的記述には、「普段は電子辞書を使っているので辞書を使うのは苦手でした。でも、授業で

みんなと競い合うのはとても楽しく、やる時間はとても好きです。家では辞書を使って取り組もう

と思います。がんばります。」などがあった。 

 

 

４ ９年生（中３）で辞書指導 

 1 ９年生での辞書指導再開 

  課題を通して辞書を活用する場面はあったが、４月からはより意識的に授業でも辞書を活用させ、

課題では「めやす」にあるように「深さ」について調べさせるように考えていった。 
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  使用教科書が SUNSHINE（開隆堂）のため、付属の「スパイラル学習ワークシート」を活用している。

７、８年生時には復習用として、９年生時には予習用として活用している。予習としているが、問わ

れているものは既習事項である。 

  ワークシップでは、そのシートから「深さ」についてどの語いをピックアップするのかを考えても

らった。数名に尋ねると、生徒に「深さ」について辞書を引かせたいものは異なることが多かった。

各先生方は、担当される生徒を想像しながら考えていたのだろう。 

  私の場合、learn と study の比較、smile と laugh の比較、draw と paint と write の比較などにつ

いて辞書を引かせる課題を出した。 

2 ９年生の課題の作品 

  課題をやってきた生徒の例文や絵の一例を下に紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このように活躍できる生徒が出てくると嬉しい。ただ、絵に懲りすぎて時間がかかったと思われる

ものもあった。言葉で理解するのも良いが、絵があるとよりイメージが湧いて生徒は理解しやすい。 

3 ９年生の語いノート 

９年生は受験生でもあるため、いろいろな英文を読む機会を与える多読指導も取り入れている。「じ

ゃれマガ」（浜島書店）を夏休みの読む課題にしている。そこでの未習語についてノートにまとめさ

せている。 
  「語いノート」の作成をさせる。そのノートには、（左ページには）①ページ数②未習の英単語・

語句③品詞④意味、（右ページには）⑤(②を含む)引用文⑥辞書からの例文、について見開き２ページ

で作成させている。 
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  このノートは、夏休み後にも継続し、どの英文でも未習語について書かせていき、語い指導の１つ

としていく。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

自律した学習者を育てるために、辞書を活用できるようにすることが大切であると実感している。紹

介させて頂いたことをヒントにしてそれぞれの先生方が「辞書指導をしてみよう」と思い、辞書指導を

始めて頂けると嬉しい。今後、辞書を活用した語い指導の実践を改善・継続をし、またどこかでご紹介

できたらと思う。 

 

参考文献：『英語のメンタルレキシコン』（門田修平編著 2003 松柏者） 

『英語授業の「幹」をつくる本』（北原延晃 2010 Benesse○R ） 

※上巻には辞書指導の詳細や成果についても紹介されている。参考にされると、より辞書指導がしやす

い。 
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8／19(水) 江東区立第三砂町中学校   語い指導 WS  1 

 
語いのインプットからアウトプットへ 

 

江東区立第三砂町中学校 永 松 朋 美 
 

１ はじめに 

 ２年生から受け持った生徒たちだったが、１年間指導をしても、なかなか力をつけてやることができ

なかった。３年生になった彼らに、どんな力をつけてやることが も大切かを考えたとき、「語いを増

やすこと」、という答えに至った。重要な語いをインプットして、いずれはアウトプットできるように

なれるようにと考えた。学習に関心をもてない、積極的に授業に参加することができない生徒が取り組

むことのできる活動を試行錯誤した。 
今回のワークショップでは、ペアで行う語い学習の活動を紹介し、そのメリット、デメリット、改善

点などを、参加者の方たちと意見交換をすることができ、大変良い機会になった。 
 

２ どんな語いをインプットするか？  

 生徒に語いをインプットするときに、どんな語いを選ぶかということが大切になる。 
私は、＊「都中英研研究部推奨発表語いリスト written」６３５語を基準にインプッと 
する語いを選んでいる。 

＊「都中英研研究部推奨発表語いリスト written」６３５語 
検定教科書７社で使用されている語いと、アメリカの first dictionaries や、日本の児童用辞書、そ

れから青山語いリストをもとに選定したもの。中英研研究部のホームページからダウンロードができ

る。 
 
３ ペアで行う語いインプットの活動 

 （１）動詞とその意味、例文を一覧にした表を配布する。 
（２）全体で発音を確認する。 
（３）１分間でそれぞれ覚える。 
（４）ペアを作り、ジャンケンをする。 
（５）ジャンケンで勝った生徒が負けた生徒に問題を出す。 
（６）答えられたらチェックする。（１分間で交代） 
（７）生徒の様子を見ながら、帯活動として、５～６回行う。 
（８）まとめとして、単語認識テスト（適した日本語を選ぶ）を行う。できる生徒には、例文も書か

せる。 
 
４ コロケーションを活用する 

＊「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」を参考に、例文をいくつかあたえる。

動詞を単語だけで覚えるより、文章の中でコロケーションを意識しながら覚えた方が定着が良い。使っ

ている教科書での使われ方だけでなく、他社教科書を含めて出現頻度の高い使われ方も練習することで、

応用力がつく。 
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＊「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」 
「中英研研究部発表推奨語いリスト６３５語」をもとに、重要動詞を ask から write までの５６語に選

定。コーパスソフト Ant Conc 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、出現頻度の上位５位をリストアップしたもの。 
 
５ 課題、いただいた改善点など 

・どのような例文を選ぶかが大切である。例文は、生徒が使う表現であることが望ましい。生徒が使

って不自然にならないような表現をたくさんインプットすれば、アウトプットにつながる。または、

生徒が聞いて理解できるようになって欲しい表現を選ぶことも考えられる。 
・この活動を次にどのような活動につなげていくか、どのようなアウトプット活動につなげていくか

を考えると、どのような例文にするべきかが見えてくる。例えば、目標をＡＬＴとのインタビューに

するのであれば、そのときに使いそうな表現を例文に入れ前もってインプットするなど。または、ス

ピーチで使うであろう表現を選んで、延長線上にスピーチ活動を取り入れるなど。 
 ・日本語を介して英語を言わせることは、生徒に力をつけることになるのか。 
 ・ワークシートの作り方に工夫が必要。生徒の目線で見て、見やすいもの、使いやすいものを考える

ことが大切。 
 ・難易度の調節が必要。単語レベルから文レベルへは、難易度が急に上がりすぎではないか。その間

の段階を工夫できないか。 
 
６ 最後に 

 今回、たくさんの参加者の方から貴重なご意見をいただき、とても勉強になった。まだまだ勉強不足

なので、今後「語い指導」の研究を深めて、生徒にとって効果的な指導ができるようにしたい。 
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8／19(水) 江東区立第三砂町中学校   語い指導 WS  2 

 

語いを繰り返し使う工夫 

 

江東区立深川第一中学校 原 田 博 子 
１．語いの定着と指導について 

「教科書では新出語が 6 回以上繰り返し使われていることはほとんどありません。したがって教科書

を読んでいれば自然と新語が学習されるということは期待できません。新語が定着するような活動を与

える必要があります。1 つには、教科書で扱ったトピックに関する別のテキストを読ませたり、異なっ

た文脈で接する機会を提供したりする活動が考えられます。」(『英語語いの指導マニュアル』望月正道、

相澤一美、投野由紀夫 p.97) 
上記の引用文に述べられているように、ただ語いを与えるだけではなく、いろいろな活動を通して、

その語に何度も接する機会が多ければ多いほど語いの定着が促進される。 
そこで、授業の中で、bingo, dictation、他の読み物教材の reading、連語などの語いリストを利用し

た語い練習、picture describing、oral introduction、teacher talk などの活動を通して、語に繰り返し

出会う機会を作っている。特に３年では、１つの Unit の中で４技能に関わる活動を行い、その活動を

通して、同じ語に何度も接する機会を設けた。次に、その活動例を紹介する。  
 
２．Oral introduction から retelling の先に続く２つの活動 

(1) Oral introduction から retelling―次に続く本文内容を創作する活動 
① Oral introduction による導入を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
〈Oral introduction の例〉After that, Jenny and Hiro are going to see cherry blossoms.  On the way 
to flower viewing, they see a terrible scene in the bus.  Look at the picture.  Can you see a young 
man? What is he doing?  He is listening to music.  What does he have in his left hand?  He has a 
mobile phone…and he is taking up two seats.  How does he look?  Does he look nice?  No.  He 
looks mean.  There is a woman with a …baby by him, and she is standing.  Look at Jenny.  How 
is she feeling?  She is feeling angry, and says to Hiro, “Someone should tell him to move over.”  
Question: Who’s going to tell him to move over?  Listen to the CD and check the answer.  
  ② 本文の内容理解を行う。 
③理解した内容を音読によって表現する。音読が retelling への橋渡しの役割をもつので、音読をお

ろそかにすると retelling をスムーズに行うことができない。音読練習は次のような流れで行っている。 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒Chorus reading  paced reading  buzz reading  individual reading  read and look up  虫食い

Later, in the bus:        Unit 1 Flower Viewing (p.7)    教科書 3年 Columbus 21 
Jenny: Look at that man.  He’s taking up two seats.  Unbelievable!   
Hiro: Yes, but he looks really mean.   
Jenny: And look.  There’s a woman with a baby…  Someone should tell him to move 
over. 
Hiro: Not me. 
Jenny: OK, then I will.  He’s so selfish. 
Hiro: All right.  All right.  I’ll talk to him.   
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シートを使い音読練習：ここに至るまでに、本文の音読がかなりスムーズになり、次の retelling につ

なげやすくなっている。 
④本文のオーラルイントロダクションで使った Questions に対する答えの文をつなげたり、key word
を使いながら retelling の練習をする。  
⑤retelling の練習および発表。発表の際に、感想や意見を述べるように促す。 
⑥ 本文 p.7 の話の展開を想像して書く活動を行った。 

〈生徒作品より〉 
(ア) Hiro went to the man.  The young man said, “What?”  Hiro asked him to move over.  But the 
young man didn’t listen to Hiro.  But Hiro asked him to move over again.  But the man didn’t try 
to listen to Hiro.  Hiro said, “Move over!”  He got angry and said, “Why?”  
Hiro said, “There’s a woman with a baby over there.” （男子生徒の作品） 
(イ) Hiro went to the man.  And Hiro asked him to move over.  He moved over. 
Hiro was relieved.  After that Jenny and Hiro got off the bus.  （女子生徒の作品） 
(2) oral introduction から retelling―要約文を書く活動  

Oral introduction から retelling までは、２．(1)①～⑤で示した手順で行い、要約文作りを行った。

その際、内容を伝えるために必要な文を落とさずにまとめ、さらに自分の感想や意見もできるだけ書く

ように伝えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈生徒要約文〉 
Hiro and his classmates are in Shinshu. They experienced on the farm.  Maybe many people have 
never done this before. But Jenny did a good job and enjoyed planting shoots.  Hiro did a terrible 
job because his shoots are falling over.  But I think Hiro will be able to do a god job.  After a while, 
they finished the job.  But Kazu still did it.  His job was great.  He’s going to be a farmer. In the 
evening they talked about their dream.  I think farming is important.  But I don’t want to be a 
farmer.                                                                     (女子生徒の作品) 
 

３．まとめ 

  １つの題材に対し、４技能にからめ、各活動を通し接していくうちに内容と語いが深まり、 後の書

く活動である要約文、話の創作活動も予想以上にスムーズに行うことができた。 

Unit 3 Jenny's Experience on a Farm (p.20,21) 教科書 3 年 Columbus 21 
(1) Out in the rice paddy : 
   Hiro : Oh, my back hurts when I bend over! 
   Yumi : Jenny, you're doing very well! Have you done this before? 
  Jenny : Of course not, but it's fun. It's nice to stand in the mud with bare feet.  
   Yumi : Hiro, you're doing a terrible job. Your shoots are all falling over. 
   Hiro : Do I have to push them in deeper? I don't really know what to do. 
 (2) Yumi : OK, everyone, I've finished. 
Daisuke : Look at Kazu. He's doing a great job. 
   Hiro : I'm not surprised. He's going to be a farmer. He'll take over his grandfather's 

farm in Niigata. 
Daisuke : You're kidding.  Farming is no fun. 
  Jenny : Well, I don't know about that. But it's an important job. 
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8／19(水) 江東区立第三砂町中学校   語い指導 WS  3  
 

「授業の幹」をつくる語い指導 

（「英語授業の幹をつくる本（上巻）」2010.3.16.ベネッセコーポレーションより抜粋） 

 

港区立赤坂中学校 北 原 延 晃 
１ フラッシュカード 

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

づいた指導を行っていらっしゃるだろうか？短い時間で効率的にしかも生徒を飽きさせずに語いを習

得させたいものだ。以下は私のふだんの語い指導の流れである。 

  1 フラッシュカードの効果的な使い方 

   (1)出来合いか手作りか？ 

  教科書会社が作っているフラッシュカードがある。きれいな印刷で見やすく角が揃って扱いやす

い。しかし１学年で２～３万円するので３学年分全部揃えると大層な額になる。 

 また複数教師で同一学年を持っている場合には２セット必要になる。学校予算がある時はいいが、

そうでないときにはピクチャーカードは購入し、フラッシュカードは手作りした。 

   (2)カードの体裁  

  自作する場合もいろいろなことを試した。まずは用紙だ。かつては板目紙をカットして使って

いた。しかし狛江一中の時に３人の英語教師がそれぞれ３学年分のフラッシュカードを作ると１

枚あたりの紙の値段もばかにならない。そこで群馬県の先生方から「白ボール紙」というのが一

番コスト的に安いということを知った。白ボール紙は表は白いが裏は灰色に近い色をしている。

またロールになっているので、業者に縦横のサイズを指定してカットして納入してもらった。 

  次にサイズだ。板目紙を横１／３にカットするか１／２にするかは教師の手の大きさに合わせ

て決めたらよい。 

   (3)どんな情報を盛り込むか？ 

  表面・・・フォニックス（ルール通りは緑色で、例外は赤で）、アクセント、重要語（つづり

まで求める語）には赤丸。 

  裏面・・・和訳、絵、品詞、反意語、同義語、活用形 

       基本は「あまりごてごてさせない（色、情報）」 

  例として Sunshine English Course Program 7 Section 3 を例に取って説明する。 

 

for 
 

 

 

 

 

eat 
 

 

 

 

 

just 
 

 

take 
 

 

bite 
 

 

everythin
g 

 

 

 

 

 

sandwich
 

＊実際のカードはフォニックスルールに合致しているものには緑線、例外(breakfast の ea など)は赤線

を引いている。 

 カードの裏面に意味など情報を書き入れる。（フラッシュしやすいように英語面とは上下逆に書く） 

 

前  ～のため 

 

 

 

 

 

動  食べる 

 

 

 

 

 

ちょっと 

 

 

動 取る、ある動作をする 

 

 

 

 

 

一噛み 
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すべてのもの 

 

 

 

 

 

サンドイッチ 

 

   (4)提示の段階 「飽きないくり返し」 

  ピクチャーカードを使って oral introduction をやって new words の音を聞かせた後 

  ①黙って見せる（生徒自身に発音させてみる）  

   → 自立した学習者を作るためには絶対不可欠 

  ②発音にスポットを当てて（フォニックスのルールに触れながら既習語を思い出させる） 

   例「ea をイーと発音する語は？」クラスで協力して思い出す。  

  ③裏面を見せながら、意味にスポットを当てて 

   和訳はあくまでも記憶を助けるため。細かなニュアンスは辞書で確認させる。→ 辞 

   書指導の絶好のチャンス 

   必ず文の中で提示。（コロケーション指導） これをしないと使えない。 

      既習の反意語、同義語を言わせる。 未習語はだめ！ 

  ④表面と裏面をフラッシュさせてもう一度発音練習 

  ⑤表面を素早く見せて発音させる。         → 語の形で認識 

  ⑥語の 初の３文字を見せて発音させる。   → 実際的 

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

  ⑧裏面を見せて発音させる。 

  ⑨裏面を見せてつづりを書かせる。Write the spelling in the air. 
   (5)復習の段階（次時） 

  ①裏面を見せて発音させる。 

  ②裏面を見せてつづりを書かせる。Write the spelling in the air. 
    ③表面を見せてその語が使われている本文を言わせる。（オプション） 

 

２ 語い指導の場面 

  a. 未習語                        → フラッシュカード 

  b. 既習語の強化                  → English Express* 
   例 同じ発音を含む語、別の品詞、同じカテゴリーの語 

      English Express*・・・p.52 で詳説 

  c. 既習語の別の使い方            → English Express、辞書 

   例 別の品詞、別の語義 

  d. 意図的な語いのリサイクル      → Teacher Talk, English Express,  
  e. 既習語を元に語いを広げる      → フラッシュカード, English Express 
   例 反意語、同義語、同じ発音を含む語、品詞別まとめ、カテゴリー別 

   例 dictation test の後に毎回１分間カテゴリー別に語を書かせる。 
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  f. 既習語どうしをつなぎ合わせる  → シナプスがつながる 「あっそうか！」 

      例 2004.5.12.の２年選択授業で 

     T : Did you pay for "Talk & Talk Book 2"? 
         Ss : Yes, I did. 
         T : What's a pay day in Japanese?  What's a pay phone in Japanese? 
 

３ 理論に裏打ちされた語い指導を 

 私の語い指導には理論的裏付けがある。（詳しくは「英語語いの指導マニュアル」（望月、相澤、投

野）２００３年大修館を参照されたい。）都中英研研究部では上記の本から次のような語い指導チェッ

クリストを作成した。これらはいずれも語いの定着に効果があると認められた語い指導である。１つの

語を指導するのに多角的に何度も提示した方が記憶に残りやすい。是非参考にしていただきたいと思

う。まずは頻度の高い指導法（網掛けの部分）を採用してみたらいかがだろうか。 

表中の数字は語い指導の頻度を表す。 

３・・・頻繁に行なっている 
２・・・時々行なっている 
１・・・あまり行なっていない          
０・・・全く行なっていない 
語い指導アンケート（都中英研研究部平成１５年度研究冊子より抜粋） 

A2 B2 C2 A3 C3 D3 E3 F3 ﾁｪｯｸ
欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒がすでに持っているカタカナ語の知
識を利用している。 

3 2 2 3 3 
 

2 
 

3 
 

3

既習の同意語や反意語、反義語を同時に指
導している。 

2 3 2 3 3 
 

2 
 

3 
 

3

コロケーションを指導している。 2 1 2 2 3 3 2 3
フラッシュカードをフラッシュさせて使
っている。 

2 3 3 2 3 
 

2 
 

1 
 

2

フラッシュカードの 初の１～２文字を
見せ素早くその語を言わせている。 

3 3 2 3 3 
 

2 
 

1 
 

2

早く言える（音読できる）ように指導して
いる。 

3 3 1 3 1 
 

3 
 

3 
 

3

単語だけでなく句や文の中で変化した音
も発音させている。 

1 3 2 2 3 
 

3 
 

3 
 

3

アクセントをしっかり指導している。生徒
も意識して発音している。 

3 3 2 3 3 
 

3 
 

3 
 

3

文字と発音の関係を指導している。（狭義
のフォニックスと考えていい） 

3 3 2 3 2 
 

3 
 

3 
 

3

似ている綴りの語から特定の語を素早く
探す訓練をしている。（例 f rom,  f ron ,  
f row, f l o mの中から f romと同じつづり
をさがす） 

0 0 0 0 0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0

記憶に残るように語根指導（語源にちかい
話 breakfas t →  f as tをbre akする
など）をしている。 

2 3 0 2 0 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2

いろいろな文脈で単語を使っている。 1 1 1 2 1 2 1 3
ニュアンスの違いを（日本語などを使って
）説明している。例 l ookとsee ,  watch

3 3 2 3 2 
 

3 
 

3 
 

3

reg i s ter*（言語の使用域）を踏まえた指
導をしている。    *研究部の過去の
研究冊子を参照 

1 1 0 2 1 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3

新語と母語の既知の概念とを結びつける
指導をしている。（vacat ionと日本語の
休日の概念など） 

3 1 1 3 2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3

接辞(接頭辞・接尾辞re - ,  un - ,  pre - ,  
-ation, -ful, -ment)の指導をしている。 

2 3 1 3 1 
 

3 
 

3 
 

3
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新語の言い換え（recent ly  →not  l ong  
ago）や定義(zebra  →  Th is  an imal  
l i ves  in  A fr i ca .  I t  has  b lack  and  
white stripes.）を使って指導している。 

0 2 1 1 2 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30点
満点 
 
 

１つの単語について６回以上指導している。 0 1 3 1 3 3 1 3
絵や実物、ジェスチャーを見せながら指導
している。 

1 3 2 1 2 
 

2 
 

2 
 

2

近い日本語訳を与えている。 3 2 3 3 3 3 3 3
辞書指導をしている。 3 1 1 3 1 2 2 2
生徒が話したり、書いたりする活動で既習
の語いを使うように指導している。 

3 3 3 3 2 
 

3 
 

3 
 

3

文脈から推測する練習をしている。 0 3 1 2 2 3 0 3
単語テストを行っている。 0 3 1 0 0 2 3 0
ビンゴをやっている。 3 3 3 3 3 3 0 3
ワードサーチやクロスワードパズルを行
っている。 

0  2 0 0 1 
 

0 
 

3 
 

0

しりとりなど単語を使ったゲームをして
いる。 

2 2 1 2 0 
 

1 
 

0 
 

1

各校平均点 21 23 22 27 28 24 25 23
   

Ａ２・・・狛江１中（北原）２年      
Ａ３・・・狛江１中（北原）３年      

（「英語語いの指導マニュアル」望月正道・相澤一美・投野由紀夫共著 ２００３大修館書店）を参考

に作成した。 

 

４ カテゴリ別単語書き（２年生） 

 ディクテーションテスト直後に１分間の時間を与えてカテゴリー別に語いを書かせている。目的は生

徒個人が持つ語いを共有させることにある。手順は以下のようである。 

  1.ディクテーションテストに続いて行う。カテゴリーを与える。ディクテーションペーパーの裏に単

語を書く。（つづり間違いは気にしない） 

例 Today's category is animals. You have one minute. Write as many animal names as possible.  
  2.（１分後）書いた数を挙手によって尋ねる。 

例 How many words have you written? Zero? One? Two?.... 
  3.一番多く書いた生徒に言わせる。 

例 S1, will you tell us your words? 
 生徒が速く言った場合は友だちのためにゆっくり言うように指示する。 

例 S1, slow down so that your friends can write down the words. 
 一般生徒は自分が書けなかった語でその生徒が言った語を赤ペンで書く。 

  4.他の生徒に尋ねる。挙手しないで発言するように言う。 

例 Any other words? You don't have to raise your hands, but just tell us. 
  5.生徒は返されたディクテーションペーパーをディクテーションノートに貼り、裏の単語を写す。つ

づりの怪しい語やわからない語は辞書で調べる。単語を書く欄は広めにとっておき、後日そのカテゴリ

ーに入る語を習ったり思い出したら書き込めるようにする。 
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  6.ディクテーションノート兼ボキャブラリーノートの例 

 

 

 

 

 

 

 

Dic tat i on  Card    （ ）月（ ）日（ ）    ２年（  ）組氏名（    

  ） 

 

 

 

 

   

  

Anim als 
書けた語 horse    dog     c a t     m onkey     e re fant      t i ge r     キ

ャメル 

                                  e l ephant             c a
mel 
友達が言った語 pig     donkey      snake     gorr i l l a      c o w    mo u
se      

 

思い出した語 g i ra f f e     d inosaur     f ox     do lph in 

 

新しく習った語  whale       h ippo 
 

 

 

 これまでに使ったカテゴリーは次の通りである。(animals, fruit, vegetables, sports, colors, food, 
drinks, jobs, body parts, countries, flowers, fish, stationery, electric appliances, landmarks in the 
city, something about Christmas/nature/winter, something you see in the sky/on the beach/in 
school/in the kitchen/in this room, something you ride on, 感情を表す形容詞、首から上を使う動詞、

前置詞） 

 

５ 受容語いと発表語いを区別して指導する 

 近私は授業で生徒に「家に帰って単語を覚えるな。単語は授業中に全部覚えてしまうようにしなさ

い。家では句・文単位の勉強をしなさい」と言っている。ワンセクションに出てくる新出単語を全部授

業の中でつづりまで覚えることは不可能である。ではなぜ私はこういう言い方をするのだろうか。 

 語いは使用頻度によって軽重をつけて指導すべきである。語いは大きく分けて受容語い（receptive 
vocabulary)と発表語い(productive vocabulary)がある。つぎのように考えるとわかりやすい。 

①受容語い（発音できて意味がわかる） 

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

③発表語い 2（その音を文字化できる。ライティングに使用する。） 

さらに教科書語いでは次の語いカテゴリーも考慮した方がいい。 

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

では①に達しない語い。 
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 まとめると私は軽重をつけて授業では③を一番時間をかけて②、①の順に重きを置いて指導してい

る。１セクションに出てくる③レベルの語は（学年によっても違うが）そんなに多くない。２、３年生

の場合、それらは授業の中で綴りまで覚えてしまうことが可能だ。 

 そこでどうやって①②③の語いの選定をするかだ。東京都では現在文科省検定教科書の６冊全部が使

われている。そこで入試の観点から本校では現在次のように③の語い選定を行っている。 

1.６社全部で使われている語は注釈なしで都立高校入試問題に使われる。（頻度数６） 

2.トピックの関係で１社が使っていない語。（頻度数５） 

3.４社で使われている語で英語科３人で相談して、これは是非ライティングまで持っていきたいと判断

した語。（平成１８年度に研究部では研究部推奨発表語い(written)を６３５語選定した） 

研究部推奨発表語いリスト(written)６３５語の内訳 

  アルファベット順 

a, able, about, act, after, afternoon, again, age, ago, air, all, alone, along, already, also, always, am,     

among, an, and, angry, animal, another, answer, any, anyone, anything, April, are, arm, around,     

arrive, as, ask, at, August, aunt, away                          ３８語 

baby, back, bad, bag, ball, baseball, basketball, bath, be, beautiful, because, become, bed, before,      

begin, believe, best, better, between, big, bike, bird, birthday, black, blue, boat, body, book, borrow,     

both, box, boy, bread, break, breakfast, bring, brother, brown, build, burn, bus, busy, but, buy, by  
                                                                                           ４５語       

cake, call, can, car, card, care, carry, cat, catch, center, chair, change, child, choose, church, city,      

class, clean, close, clothes, cloudy, club, cold, color, come, cook, cool, corner, could, country,      

cover, cross, cry, cup, cut                                 ３５語 

dance, dark, daughter, day, dead, dear, December, deep, desk, did, die, different, difficult, dinner, do,     

doctor, does, dog, door, down, draw, dream, dress, drink, drive, drop, dry, during        ２８語 

each, ear, early, earth, east, easy, eat, egg, eight, either, e-mail, end, English, enjoy, enough, enter,      

evening, ever, every, everyone, everything, exciting, explain, eye               ２４語 

face, fall, family, famous, far, fast, father, favorite, February, feel, festival, few, field, fight, fill, find,     

fine, finish, fire, first, fish, five, floor, fly, fond, food, foot, for, forget, four, free, Friday, friend,      

from, front, full, fun, future                                ３８語 

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

hair, half, hand, happy, hard, has, have, he, head, hear, heart, heavy, hello, help, her, here, hers, hi,          
high, hill, him, his, hit, hold, home, homework, hope, hot, hotel, hour, house, how, hurt, husband 
                                            ３４語 

I, ice, idea, if, important, in, inside, interested, interesting, into, invite, is, island, it, its    １５語 
January, Japan, Japanese, jeans, job, July, June, junior, just                 ９語 

keep, kill, kind, king, know                                    ５語 

lake, land, language, large, last, late, later, lead, learn, leave, left, leg, lend, lesson, let, let's, letter,      

life, light, like, line, listen, little, live, long, look, lose, lot, love, low, lunch          ３１語 

make, man, many, March, may, May, maybe, me, meet, milk, mind, mine, minute, Monday, money,     

month, moon, more, morning, most, mother, mountain, mouth, move, movie, Mr., Mr. Ms., much,      

music, must, my                                    ３２語 

name, near, need, never, new, news, newspaper, next, nice, night, nine, no, north, not, nothing,      

November, now, number                                １８語 

October, of, off, office, often, old, on, once, one, only, open, or, other, our, ours, out, over     １７語 
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paper, parent, park, part, party, pass, past, pay, people, person, pick, picture, piece, place, plan, plant,     

plastic, play, please, point, police, poor, popular, practice, present, president, pretty, price, promise,     

pull, put                                         ３１語 

question, quiet                                      ２語 

radio, rain, raise, reach, read, ready, real, really, reason, red, remember, return, rice, rich, ride, right,     

rise, river, road, room, rule, run                             ２２語 

sad, same, Saturday, save, say, school, science, sea, second, see, send, September, set, seven, shall,     

shape, she, ship, shop, shopping, short, should, shout, show, sick, side, sign, since, sing, sister, sit,      

six, sleep, small, smell, smile, snow, so, soccer, some, someone, something, sometimes, somewhere,     

son, song, soon, sorry, south, space, speak, special, spend, sport, spring, stand, star, start, station,      

stay, step, still, stop, store, story, street, strong, student, study, such, summer, sun, Sunday, sunny,      

sure, surprise, swim                                   ７７語 

table, take, talk, tall, tea, teach, teacher, team, tear, telephone, tell, ten, tennis, test, than, thank, that,     

the, their, theirs, them, then, there, these, they, thing, think, third, this, those, three, through, throw,     

Thursday, time, to, today, together, tomorrow, too, top, touch, town, train, travel, tree, trip, trouble,     

try, Tuesday, turn, two                                 ５２語 

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

very, visit, voice                                   ３語 

wait, walk, wall, want, war, warm, was, wash, watch, water, way, we, wear, Wednesday, week, well,         
were, what, when, where, which, white, who, whose, why, wide, wife, will, win, window, winter,      

with, without, woman, wood, word, work, world, worry, would, write, wrong         ４２語 

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

   総計 ６３５語 
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７．夏の語い指導ワークショップ参加者の声 

 
７／２６ 赤坂中 

石井亨教諭によるワークショップ 

・私自身も picture describing をぜひ取り入れたいと思っていたので、実際に生徒の立場にな 
って体験できてとても有意義でした。難しい活動だと教師が思ってしまうのではなく、スモ 
ールステップで段階をきちんと追い、力のある子とスローラーナーが共に学び合える場(近く 
の生徒と相談)をきちんと意識して設けることが大事だと思いました。また年間授業計画の大 
切さも改めて感じました。 

・picture describing に英検 2，3 級の絵を用いるのは目からウロコのアイディアでした。 
秋から生かしていこうと思います。 

・非常に参考になりました。「自分で考えて英文をつくる」活動としては 適と思います。 
私の授業にはこのような部分が抜けていると思いました。特に全員立たせて言えた生徒から 
座らせていく活動はすぐにでもやってみたいと思いました。 

・実際の手順を何度かくり返しやってもらえたのでとてもわかりやすいです。自分で考えて、 
 となりの人と話し合ってから発表させる、というスモールステップをふめば無理なくできる 
ことがわかりました。 

・取り入れ方がよくわかりました。生徒がやる気になったり、間違いに気付く手立てが細やか 
に考えられていてすごいなと思いました。英語力を総動員して、skill up できる取り組みだと 
思いました。 

 

大貫由季教諭によるワークショップ 

・生徒の成長を願って取りかかりやすいプランをたくさんお持ちですごいなぁと思いました。「絵から

単語 1 つずつ言う」とか、簡単に生徒が乗ってくれそうなプランも多いので使わせて   
 いただきたいと思います。 
・ＷＳ内での、いきなり解答を求めるのではなく、まず、ペアで意見交換させ、次にクラスでそれを share

するという流れは授業のなかで有効かと思いました。また、自分も同じようなワークシートを作って

きたつもりでしたが、大貫先生の細かい配慮が込められており勉強になりました。 
・勤務校では英語に苦手意識をもつ生徒が多くレベルも低いためどのように授業に参加させるかが課題

です。英語によるＱ＆Ａは難しいですが絵を見て単語を言わせる活動は取り入れることができると思

いました。 
・普段の語い指導がいかに不足しているか、また、力のある子に辞書指導を通して自学力をつけさせる

責任力がいかに重要かを気付かされとても勉強になりました。 
・1，2 年生の授業での取り組みということで午前中の石井先生の授業を実施する前段階という 
 感じで取り入れるといいのかな…などイメージをもってお話を聞いておりました。“Ａ or   

B”などパワーポイントを使うとスムーズだし、見ている方も集中してとりくめるなぁと思います。 
 

北原延晃教諭によるワークショップ 

・赤坂中の生徒のビデオを見せていただき、感動しました。教科書の後ろについている辞書（の 

ようなもの）はよく使わせますが、辞書の例文を読ませることの大切さを再認識しました。 
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・北原先生のワークショップの度に自分をふりかえります。「教え方が上手い」のを目指すの 

ではなく、子どもに「学ぶ力をつけさせる」ことを主眼とすること。教師の仕事はつまると 

ころ「勉強したい」というモチベーションの火をつけることと、その火を燃え続けさせてや 

ることなのかなと思いました。子どもから「引き出す」という姿勢を忘れずにいたいです。 

・「新出単語調べを宿題でやらせてはいけない」という一言は衝撃的でした。言葉で理解させ 

る授業から感覚でつかませる授業へ、自らの授業改善が必要であると改めて感じさせられ 

ました。 

・いただいた資料だけでも今日来た意味があった！と思えるくらい分かりやすい資料でした。 

授業では、つい教えたことは覚えさせる必要がある…と思い込んでいた自分に気付きました。だから、

いつも時間に追われたり、盛りだくさんの授業になってしまうのだと思いました。「辞書を引いて、

『あっ！そうだ』と気付きがあればいい」という北原先生の言葉に、少し肩の荷が軽くなったような

気がします。一度で覚えさせるよりも、くり返し気付かせることの大切さを学んだような気がします。 

・辞書を引くことが言葉の感覚を身に付けるためにとても役立つと感じました。辞書を引く 

機会を意図的に設け、生徒の英語力を向上させたいと思います。 

 
８／４日野学園 

関口 智教諭によるワークショップ 

・前回の石井先生と同じテーマだったが人が替わるとアプローチも替わると知り面白かった。２学

期は私も PD やります！やりたい！と思った 
・辞書を引くと語いが増えると声高に生徒に伝えようと思った。私も生徒をダイナミックに動かし

たい 
・Picture Describing の方法や辞書指導の重要性が改めて分かりました。特に定着させる手法は活

用したい 
・PD は難しいと思っていたが、個人→ペア→全体と手順を踏めばよいと分かった。仲間から学ぶ

ことが多いと知った 
・自分もやってみようかなあという気持ちになる内容。ありがとうございます！ 
 

上尾 栄美子教諭によるワークショップ 

・楽しく授業に参加させる方法が分かった。 
・辞書指導を具体的に提示していただいた。わかりやすかった。 
・生徒の興味をひく工夫を学んだ。品詞を辞書でひかせ学ばせる方法が 素晴らしい。 
・辞書のゲームが素敵だった。昨年同様、参考になった。 
・生徒のアンケートが大変参考になった。 
・辞書指導の年間計画や時間配分を知りたかった。 
 
岡崎 伸一教諭によるワークショップ 
・軽快な語り口で楽しい講義だった 

・教具や教材、ワークシートの活用が素晴らしい 

・学年ごとの目標が設定されていて良い。発達段階に即していると感じた 

・話が上手かった。発問やアドバイスもよく考えられ idea が豊富で参考になった 
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・「岡崎先生から学んだら力がつく」という気持ちが生徒に生まれると思った 

・知識として教え込むのではなく、生徒が辞書を活用し学ぶことが素晴らしい 

・生徒の自学力をつけるため宿題の活用が有効だと学んだ。 

 
８／１９三砂中 

永松 朋美教諭によるワークショップ 

・単語だけでなく英文を順々に覚えていくのはとても重要な学習だと思います。ただし、例文が長いと

ややむずかしい。 
・「文の中で動詞を覚えよう」いいと思いました。今まで、授業の中ではなんども口頭で説明していた

ことをこのようにプリントにまとめることは生徒たちにとってわかりやすくとてもよいと思った。 
・英語の単語テストでせっかく書いたのに×になってしまうのでますます英語が嫌いになるという生徒

に対しては選択問題を出すとよいなどよいヒントをいただきました。 
・資料は３年生のものだけだと思われるのですが、１～３年生それぞれの段階に応じた指導法を紹介し

ていただけるとさらによかったと思いました。 
・「アウトプットのためのインプット」こういう視点で考えると、インプットの選択は難しいですね。

あらためて思い知らされました。 
・ 帯活動の一分間で何かができるというのがとてもいいアイディアだと思いました。「この活動がどん

な表現活動につながっていくのか考えると例文がかわる」というのが心に残りました。 
 
原田 博子教諭によるワークショップ 

・日本語と英語を丸暗記させるだけでなく retelling や picture describing で使わせて吸収させる 
授業を私もやれるようがんばります。 

・自然に語い練習を繰り返すことのできる工夫された授業運び参考になりました。 
retelling のとき key words を表示するのはとても有効だと感じました。 

・教科書を何度も音読して内容を確認するくらいで終わっていたのを retelling や要約文を書か 
  せるなどここまでやらせることができれば完璧だと思います。 
・絵を用いた retelling や picture describing はとても敷居の高いものだと感じていましたが、 
今日のワークショップのお話を聞いて手軽に取り組めそうなヒントを頂くことができました。 

・語いの重要性をしっかり説明してくださり、しっかりやらなければという気持ちになりました。animal 
describing や教科書の retelling/reproduction など生徒の表現力に驚きました。 
やはり、一年生のころからの積み重ねもあるのだろうと思い、普段から少しずつ発表する 
機会を与えていこうと思いました。 

・教科書を使用した retelling, summary writing, picture describing という語いを使用した活動を 
学んで、夏休み後の授業に取り入れてみようと思いました。 

 

北原延晃教諭によるワークショップ 

・フラッシュカードの使い方にバリエーションが増え、２学期の３年の授業で真似をさせて 

いただきます。先生の本を買うことを固く心に決めました。３度のワークショップ本当に勉強させて

もらいました。 

・とても楽しく、あっという間に時間がたっていました。フラッシュカードを用いた指導では、木や魚
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などの名前をその場で確認させるなど、簡単にできることなのに、私はやっていなかったなと思いま

した。「日常生活に結び付けて学習できない」と思っていましたが、結びつけた指導をしていなかっ

たのは私だと思い反省しました。 

・教師の持つ知識の幅が問われると感じました。まずは自分自身がしっかり準備しなければと思います。 

・単語は家で覚えさせるなと先生はよく言ってらっしゃいますが、その意味が今日はじめて 

わかりました。一枚のフラッシュカードであれだけ多くの語い指導ができるのかと関心しました。 

・「今までのやり方を捨てる」というお話で生徒のビデオを見て表現力や発音に本当におどろいてやり

方を変えてがんばらなくてはと思いました。フラッシュカードは今までなんとなく使っていたので、

様々な使い方がとても参考になりました。 
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８ 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 



 - 127 -

Ｖ 今後の課題 

 
研究部では、辞書指導シラバスの作成に取り組み、教科書で提示される語いの中から、生徒に辞書

をひかせるべき語いのリストを作成した。今後の課題として次の点が挙げられる。 
 
 
１ 多義語など同じ語が繰り返し提示される場合、どの学年で何をひかせるかについては、研究部の

中でも部員により意見の相違が見られた。また、どの語を授業でひかせるのかについては今後も

検討が必要である。 
２ 辞書指導の実践を通して、授業で辞書指導を行う場合、生徒の辞書をひくスピードに個人差があ

ることで、一斉指導がスムーズに進まないことがあった。 
３ 辞書指導を行うには、生徒各自に辞書が必要であるが、生徒に個人で辞書を準備させることが難

しかった。授業で使用する辞書をどのように準備するかが、今後の課題である。 
 
  

 
上記の課題に対して以下のような取り組みが考えられる。 
 
１ 辞書指導においては、どの語をひくかについては、授業の目的や意図によって異なってもよい。

実際に辞書を活用し生徒の反応や学習状況を得ながら継続して指導することが重要である。 
２ 本年度、研究部による夏の WS で発表したように、ゲーム的な活動を通して辞書に慣れ親しませ

るとともに、ペアやグループなどで生徒同士が協力して辞書を引かせるなど、学習者へ配慮した

指導の工夫が大切である。 
３ 辞書の準備方法としては①個人で購入する②学校の英語科予算で購入する③学校の図書予算で

購入する④区市町村からの配布制度を利用する⑤小学校の卒業記念品として配布される等の方

法がある。 
学校で準備する辞書は、生徒自身が自由に下線等の書き込みができず、また自宅に持ち帰ること

もできない。家庭学習での活用を促すためにも保護者の理解を得て、生徒個人に辞書を準備させ

る必要がある。 
 
 
以上の点を鑑みながら、次年度以降も、自立した学習者育成の一助として辞書指導に取り組みたい。 
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Ⅶ 編集後記 

 

 東京都中英研にとって今年度は特別な年でした。九年に一度巡ってくる関東甲信地区英語教育協議会

東京大会（以下、「関ブロ東京大会」と略す）の年に当たったからです。関ブロ東京大会は平成２４年

度の中学校新学習指導要領の全面実施を２年後にひかえ、全都をあげて新学習指導要領の趣旨を生かし

た研究と実践を行い、その成果と課題を９都県に問う大会でした。 

 その中で研究部は分科会全体の企画・運営を担当しました。３月２日の第１回分科会発表者・担当者

会議を皮切りに、分科会担当者である研究部員は発表者、指導・助言者、司会者、記録者のとりまとめ

役という大役を務めました。また「語い指導と辞書指導」という分科会を担当し、これまでの研究成果

を披露しました。まさに研究部の総力戦と言っても過言でない働きをしたと思います。特に分科会では

今年度の研究部の研究テーマである辞書指導を取り上げ、これまでの語い指導にいかにつなげていくか

といった発表をしました。辞書指導はこれまであまり顧みられてこなかった指導分野ですが、新学習指

導要領では現行指導要領と比べて次のような違いがあります。 

現行・・・キ 辞書の初歩的な使い方に慣れ，必要に応じて活用できるようにすること。 

新・・・・カ 辞書の使い方に慣れ，活用できるようにすること。         （下線は相違点）

                       （「３ 指導計画の作成と内容の取扱い」より）

 また、平成２０年７月に告示された中学校学習指導要領解説外国語編では、次のような解説があります。 

 授業での自己表現活動を自発的に行ったり、家庭での教科書から離れた英語学習などに持続的に

取り組んだりする上で，辞書を活用できることは必要不可欠である。 

 辞書の使い方に慣れさせるためには，生徒が適宜辞書を繰り返し使用し，調べたい単語を辞書を

使って自由に調べるということを普段から行わせる必要がある。 

 なお，辞書指導に関しては３学年間を通して適宜辞書を活用させることが大切である。 

                                                              （下線は筆者）

 まとめると、学校で先生に教わるだけでなく、生徒が自分から積極的に辞書を用いて学習を進めるよ

うに指導してほしい、ということです。要するに生徒の自学力をつけるには辞書が欠かせないというこ

とではないでしょうか。週あたり授業時数が全学年で１時間増えることも辞書指導には追い風になって

います。 

 私たちの辞書指導研究はまだ始まったばかりです。今後、中英研会員の先生方とも手を携えて研究・

実践を続けていきたいと思います。 

  

 後になりましたが、これまでご指導・ご助言をいただいた講師の先生方、都中英研会長、ＯＢの先

生方に心より感謝申し上げます。                               
 

平成２３年２月２３日 研究部長 北原延晃（港区立赤坂中学校） 
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