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Ⅰ あ い さ つ 

 

都中英研を牽引する研究部の組織力 

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

                     会 長  井 田 宗 宏 

（練馬区立豊玉中学校長） 
 
都中英研には、これまで多くの先人たちが苦労を重ね培ってきた財産があります。そ

れらを礎に着実に受け継ぎ、さらに発展するための具体策を考えることが今、求められ

ています。厳しい変化の中で、これからは、組織としての力量や結束力を試されることが多

くなりそうです。一人一人が大きな目標達成に向け、手を携え合い歩んでいく必要があります。 
都中英研では、これまでも常に時代の要請を的確に踏まえ、将来の英語教育に関わる

課題について研究を重ね発信してまいりました。改めて歴史の重みを実感することがあ

ります。今日における英語教育を取り巻く環境は急速に進展しております。いよいよ次

年度から新学習指導要領が全面実施されます。都内の各学校では創意工夫を生かした指

導計画が練られ着実に実践されています。この１年間に開催された研究部の活動の中で

も、その経過を具体的に把握することができます。 
今こそ変革期にある中学校英語教育を確かな方向へと導くことが求められています。

都中英研に関わる英語科教員は、「まず自分の学校を、子どもたちを大切にし、なおかつ

人一倍、英語教育に厚い情熱を持ち続ける」という基本姿勢を踏まえることが大切です。 
 研究部では、平成１７年度に選定した「日本の中学生に必要な発表語い 635 語」をも

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

まれた「重要動詞におけるコロケーションリスト」を活用して新たな研究を展開してい

ます。ワークシートやテスト等を作成し、部員が授業の中で活用し検証しています。ま

た、そこで得られた成果と課題を部会で検討を重ね、夏季休業中に３回実施される“語

い指導ワークショップ”で、事例として発表しています。 
また研究部のホームページには、有益な情報がたくさん掲載されています。「教科書使

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

お知らせ」や「Flash Card 表示ソフト Word Flash のダウンロード」などは、その一例です。 
さらに、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。 
 最後になりましたが、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。 
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Ⅱ 研究部の歩み 

 

 東京都中学校英語教育研究会・研究部では、1976 年（昭和 51 年）より下記のような

研究を継続的に行ってきた。今年度の研究もこの延長線上にあるものである。 
 

1976（昭和 51）年度 「英語教師のニードとその資料源」 

            研究授業者：森永  誠（北区立赤羽台中学校） 
            指 導 講 師：福田 大昭（都立教育研究所） 
 
 1977 (昭和 52) 年度 「英語教師のニードとその資料源 その 2」 

             「外来語と英語教育（１）」 

                 －小学校高学年教科書に現れた外来語リストー 

            研究授業者：里見 光昭・宗政 剛郷（千代田区立麹町中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1978 (昭和 53) 年度 「外来語と英語教育（２）」 

             －中学校英語教科書に現れた外来語リストー 
            研究授業者：野中  清（江東区立深川第二中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1979 (昭和 54) 年度 「外来語と英語教育（３）」 

                       －外来語の強勢付加によっておこる変化－ 
            研究授業者：萩野 浩・須田 昌義（千代田区立一橋中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1980 (昭和 55) 年度 「外来語と英語教育（４）」 

                       －英語の意味別頻度と外来語・英語の意味とのかさなり－ 
            研究授業者：後関 正明（墨田区立両国中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1981 (昭和 56) 年度 「外来語と英語教育（５）」 

                       －フォニックス（つづり字と発音のルール）－ 
            研究授業者：小林 幸子（千代田区立錬成中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1982 (昭和 57) 年度 「外来語と英語教育（６）」 

                       －選定語いについて－ 
            研究授業者：小西 照明（足立区立伊興中学校） 
            指 導 講 師：堀口 俊一（東京学芸大学） 
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 1983 (昭和 58) 年度 「語いと英語教育（７）」 

                     －選定語い（２）・発表語い（１）・外来語と英語教育（７）－ 
           研究授業者：長  勝彦（江東区立第三亀戸中学校） 
           指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学） 
 
 1984 (昭和 59) 年度 「語いと英語教育（８）」 

                      －発表語い（２） 外来語と英語教育（８）－ 
           研究授業者：蔦原 秀子（新宿区立西戸山中学校） 
           指 導 講 師：森住  衛（大妻女子大学） 
 
 1985 (昭和 60) 年度 「語いと英語教育（９）」 

                    －「英語基本語い 1000 語」と「補足 460 語・外来語（英語）

400 語」Interim Report「外来語と英語教育（９）」 
言葉遊びをとり入れての指導実践例－ 

           研究授業者：長  勝彦（墨田区立両国中学校） 
           指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学） 
 
 1986 (昭和 61) 年度 「語いと英語教育（10）」 

                      A.英語・基本語い 1000 語・Appendices 
                      B.授業の中でどのように語いをふやすか 
                      C.CLT（Communicative Language Teaching）について 
           研究授業者：日薹 滋之・Ms. Yvonne Broekman (Australia) 
           指 導 講 師      （新宿区立牛込第三中学校） 
           指 導 講 師：隈部 直光（大妻女子大学） 
 
 1987 (昭和 62) 年度 「語いと英語教育（11）」 

         A.基本語いの定着化－授業の中でどのように語いをふやすか (Part2)－ 
          （ Bingo Game,  Guess Work,  Pair Work & Skit を行って ） 

            B. CLT（Communicative Language Teaching）と 
   CF (Communicative Function) について 

      －東京都公立中学校で使用されている４種類の教科書に現れる 
         Functions（言語機能）/ Forms（言語形式）の学年別 Function List－ 
           C. Assistant English Teacher に関するアンケート調査のまとめ 
         －AET 導入の年数・採用方法・派遣状況・派遣時数・その他－ 
           研究授業者：青木 弘子・Mr. Phillip Roberts (Australia) 

（新宿区立牛込第三中学校） 
           指 導 講 師：塩澤 利雄（宇都宮大学） 
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 1988 (昭和 63) 年度 「語いと英語教育（12）」 

               A. NHK ラジオ続基礎英語（1986.4～1987.3）の dialogs に現れる 

伝達機能とその言語形式 
               B. 日常の授業で活用できる伝達機能とその言語形式 
           研究授業者：福井 康真・Ms. Robarta Schudrick (U.S.A.)  

             （千代田区立九段中学校） 
           指 導 講 師：萩野  浩（聖徳短期大学） 
 
 1989 (平成元) 年度 「語いと英語教育（13）」 

            CLT（Communicative Language Teaching）と 
            CF(Communicative Functions)について 
              東京都公立中学校で使用されている４種類の教科書に現れる 
          Functions（言語機能）/ 例文の LIst 
           研究授業者：鶴田 峰子・太郎良 博（大田区立南六郷中学校） 
           指 導 講 師：斎藤 誠毅（神奈川大学） 
 
 1990 (平成２) 年度 「語いと英語教育（14）」 

A.日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続）  
      －実情報にかかわる機能－ 

                B. 東京都公立中学校における英語教育実態調査報告 
           研究授業者：山本 展子・Mr. Frank Berberich (U.K.) 

（江東区立深川第七中学校） 
           指 導 講 師：島岡  丘（筑波大学） 
 

 1991 (平成３) 年度 「語いと英語教育（15）」 

               日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続々） 
          －意志・感情にかかわる機能の言語形式の Register について－ 
           研究授業者：二宮 正男（狛江市立狛江第一中学校） 
           指 導 講 師：青木 昭六（愛知学院大学） 
 

 1992 (平成４) 年度 「語いと英語教育（16）」 

A. Teacher Talk (1) 
B. 日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式 

－意志・感情にかかわる機能の言語形式の Register に対する 
Native Speaker の Comments－ 

                  研究授業者：北原 延晃（杉並区立和田中学校） 
                  指 導 講 師：上田 明子（津田塾女子大学） 
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 1993 (平成５) 年度 第 17 回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会 

            Teacher Talk (1) 
                  研究授業者：杉本  薫（墨田区立両国中学校） 
                  指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学） 
 

 1993 (平成５) 年度 「語いと英語教育（17）」 

Teacher Talk (2) 
                  研究授業者：重松  靖（府中市立第七中学校） 
                  指 導 講 師：金谷  憲（東京学芸大学） 
 
 1994 (平成６) 年度 「語いと英語教育（18）」 

Teacher Talk (3) 
                  研究授業者：三浦 邦彦（足立区立第三中学校） 
                  指 導 講 師：森永  誠（聖徳大学短期大学部） 
 
 1995 (平成７) 年度 「語いと英語教育（19）」 

Teacher Talk (4) 
                  研究授業者：石井  亨（江東区立南砂中学校） 

 Mr. John Walding(U.K.) 
                  指 導 講 師：佐野 正之（横浜国立大学） 
 
 1996 (平成８) 年度 「語いと英語教育（20）」 

研究部の歩みと「語いと英語教育」 
第１集～19 集のダイジェスト版 

                  研究授業者：長  勝彦（墨田区立両国中学校） 
 
 1997 (平成９) 年度 「語いと英語教育（21）」 

Teacher Talk (5) 
Student Talk (1) 

                  研究授業者：太田  洋 （東京学芸大学附属世田谷中学校） 
                  指 導 講 師：投野 由紀夫（東京学芸大学） 
 
 1998 (平成 10) 年度 「語いと英語教育（22）」 

Student Talk (2) 
                  研究授業者：原田 博子（江東区立深川第五中学校） 
                  指 導 講 師：和田  稔（明海大学） 
 
 1999 (平成 11) 年度 「語いと英語教育（23）」 

Student Talk (3) 
                  研究授業者：小柳 守生（葛飾区立亀有中学校） 
                  指 導 講 師：松本 青也（愛知淑徳大学） 
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 2000 (平成 12) 年度 「語いと英語教育（24）」 

Student Talk (4) 
                  研究授業者：阿久津 仁史（文京区立第八中学校） 
                  指 導 講 師：緑川 日出子（昭和女子大学） 
 
 2001 (平成 13) 年度 「語いと英語教育（25）」 

語い指導 (1) 
                  研究授業者：門松 裕之・佐藤 恵美（墨田区立文花中学校） 
                  指 導 講 師：山内  豊（東京国際大学） 
 

 2002 (平成 14) 年度 「語いと英語教育（26）」 

語い指導 (2) 
                  研究授業者：伊地知義信（豊島区立西巣鴨中学校） 
                  指 導 講 師：望月 正道（麗澤大学） 
 
 2003 (平成 15) 年度 「語いと英語教育（27）」 

語い指導 (3) 
                  研究授業者：明石 達彦（港区立御成門中学校） 
                  指 導 講 師：木村 松雄（青山学院大学） 
 

 2004 (平成 16) 年度 「語いと英語教育（28）」 

語い指導 (4) 
                  研究授業者：関口  智（葛飾区立常盤中学校） 
                  指 導 講 師：相澤 一美（東京電気大学） 
 

 2005 (平成 17) 年度 「語いと英語教育（29）」 

語い指導 (5) 
                  研究授業者：渓内  明（大田区立東調布中学校） 
                  指 導 講 師：卯城 祐司（筑波大学） 
 
 2006 (平成 18) 年度 「語いと英語教育（30）」 

語い指導 (6) 
                  研究授業者：田口 徹（府中市立府中第二中学校） 
                  指 導 講 師：長 勝彦（武蔵野大学） 
 
 2007 (平成 19) 年度 「語いと英語教育（31）」 

語い指導 (7) 
                  研究授業者：岸  由季（町田市立山崎中学校） 
                  指 導 講 師：猪俣 俊哉（北海道室蘭市立陣屋小学校） 
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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（葛飾区葛美中学校） 
            指 導 講 師：小菅 敦子（東京学芸大学附属中学校） 

 

2011 (平成 23) 年度 「語いと英語教育(35)」 

辞書指導 (２) 
                  研究授業者：上尾 栄美子（江戸川区立篠崎第二中学校） 
                  指 導 講 師：日臺 滋之（玉川大学） 
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Ⅲ 昨年度の研究のあらまし 

 

 平成 22 年度は 4 つの教科書について、辞書指導シラバスを研究した。具体的には、

部員が使用している 4 つの教科書（New Crown, Columbus, New Horizon, Sunshine ）
ごとにグループに分かれ、教科書のどの語を辞書で引かせるかを選定した。選定にあた

っては、「英語授業の幹をつくる本（上巻）」（北原延晃 2010 ベネッセ・コーポレーシ

ョン）を参考にした。選んだ語については、毎回の部会で検討を重ね、辞書指導の授業

実践の改善を図った。 
 また、辞書指導法、picture describing の授業実践例や辞書を活用した語い指導に関

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(2)  
「辞書指導の実際とジュニア版英和辞書の調査」 

１ 研究の概要 

平成 24 年度から新学習指導要領全面実施に伴い、今後、辞書指導の充実がさらに

期待される。研究部では、昨年度に引き続き、語い指導充実のために、辞書使用の指

導法について研究し、指導の効果を検証した。また、現在出版されている 10 種類の

辞書を調査し、その特徴や内容について分析した。 
今年度も研究部主催第 10 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 120 名の先生方に参加いただき、語い指導の実践例を紹介した。 
 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１８日 港区立赤坂中学校にて 

    ・新年度の組織づくり 
    ・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：松岡敬明校長（渋谷区立鉢山中学校） 
     部長：北原   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：原田 部員：上尾、大貫、横山、中川 
    ○研究大会部会（企画・立案・運営、講師との連絡、研究冊子、会場など） 
     チーフ：石井 部員：江濱、太田、福井、前田、渓内 
    ○ＨＰ・庶務部会（ＨＰの管理と運営） 
     チーフ：関口  
     記録・出張依頼：大貫 
     会計：上尾 

・今年度の研究テーマの決定 辞書指導(2) 「辞書指導の実際とジュニア版英和 
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辞書の調査」 
     ①授業のどの場面で辞書を引かせるか 
     ②効果の検証 
  ５月１９日 港区立赤坂中学校にて 

    ・今年度の研究方針・内容確認 
    ・「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 
  ６月１４日 港区立赤坂中学校にて 

    ・辞書指導の実際について情報交換 
    ・「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 
  ７月１２日 港区立赤坂中学校にて 

    ・辞書指導の実際について情報交換、辞書調査担当者決定 
    ・「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 
    ・研究部研究発表会公開授業者決定：上尾栄美子先生（江戸川区立篠崎第二中学校） 
  ７月２７日 江戸川区立西葛西中学校にて 

    ・「夏の語い指導ワークショップ」 第１日目 
     発表者：大貫「基礎基本の語い指導と辞書指導」 

上尾「中学１年生後半からの辞書指導」 
  ８月１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２日目 
     発表者：横山「表現力を伸ばす指導」 

金子「語彙力をいかにつけるか」 
  ８月１７日 太田区立貝塚中学校にて 

    ・「夏の語い指導ワークショップ」 第３日目 
     発表者：江濱「生徒のモチベーションを高める語彙指導」 

関口「段階に応じた辞書指導」 
  ９月１３日 港区立赤坂中学校にて 

    ・「辞書指導の実際」について情報交換、辞書調査報告、辞書指導生徒 
アンケート作成 

    ・「夏の語い指導ワークショップ」反省 
  １０月１１日 港区立赤坂中学校にて 

    ・「辞書指導の実際」について情報交換、辞書調査まとめ、辞書指導生徒 
アンケート作成 

    ・研究部研究発表会指導・助言者決定：日臺滋之先生（玉川大学） 
  １１月１４日 港区立赤坂中学校にて 

    ・「辞書指導の実際」について情報交換、辞書調査まとめ、辞書指導生徒 
アンケート報告 

    ・指導案検討 
    ・研究冊子原稿分担および研究発表者の決定 
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  １２月１３日 港区立赤坂中学校にて 

    ・研究冊子原稿最終確認 
    ・指導案検討 
   １月２４日 港区立赤坂中学校にて 

    ・研究発表会の役割分担 
    ・指導案検討 
    ・研究冊子校正 
   ２月２３日 江戸川区立篠崎第二中学校にて 

    ・研究授業 
    ・研究発表  
   ３月 

    ・今年度の反省 
    ・次年度の研究内容検討 
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２．今年度の研究の流れ 

 

＜平成２２年度＞ 

教科書（４種類：New Crown / Columbus / New Horizon / Sunshine ）の辞書

指導シラバスを検討した。部員は各自が使用する教科書ごとにグループに分かれ、

どの単語を生徒に引かせるかについて意見を出し合い辞書指導についての理解を

深めた。選定にあたっては、『英語授業の幹をつくる本』に記載されたリストを参

考にした。辞書指導、picture describing の授業実践例等を「夏の語い指導ワーク

ショップ」で発表し、更なる実践への取り組みを行った。 
 

＜平成２３年度＞ 

（１）辞書指導に関する研究 
① 各部員が平成２２年度に選定した「辞書指導すべき語いリスト」をもとに、

辞書指導を実践した。 
② 授業での辞書指導についての効果を検証した。各部員が生徒にアンケー

トを行い、辞書を使って良かった点や、身についたと考える英語の学力に

ついて回答を求めた。 
・各部員が記載した項目①辞書の持たせ方②使用頻度③使用場面・引かせ方 
・生徒が回答した項目①家にも辞書があるか②辞書を活用した感想（記述式） 

③ アンケート結果を、月に１度の部会で回覧し、部員相互で辞書指導の有

効性を確認した。（ｐ21～アンケート結果参照） 
  （２）英和辞書に関する研究 

① 生徒の用いる辞書が、どのようなものであるかを把握する必要があると

考え、ジュニア版英和辞書（10 冊）を調査した。（ｐ15～辞書比較リスト） 
② 各部員が異なる２冊の英和辞書を担当し、各項目について考察を行った。

部会では、分担した辞書を複数の部員で意見交換しながら再度分析した。

その結果を辞書比較リストに反映させた。 
③ 完成した辞書比較リストを部会で確認した。 
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３ 中学生用辞書の調査研究 

 

現在出版されている辞書の中から、中学生用の英和辞典１0 冊について、項目別に特

色を調べた。辞書は各出版社にご協力いただき、送付していただいた。同一の辞書を 2
人 1 チームで各々が検討し、内容をリストにまとめ、一覧表を作成した。 
 
分析結果は以下の通りである。 
① 辞書の形態 

大きさや重さについてはおおむね同じである。 
② 収録語数 

語で記載されているものと項目で表記されているものがある。単純に比較はできな

い。 
③ 発音表記 

すべての辞書で発音記号とカタカナを併用していた。一部の辞書は英音・米音の差

異についても明記されていた。 
④ 可算名詞・不可算名詞 

可算・不可算についての表記は記載なしの辞書が多い。 
⑤ 反意語・同義語・同音異義語 

反意語と同意語についてはすべての辞書で記載があったが同音異義語については 1
冊を除いて表記がなかった。 

⑥ 引きやすさ・見やすさ 
各辞書それぞれ色刷り（カラー・多色刷り・白黒）工夫がみられる。 

⑦ 例文 
実生活に即したものを中心にしたもの、教科書との連携を意識したものなどがある。

各辞書に特色がみられた。 
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４ 辞書指導の実際 

 

附 辞書比較表 



辞書比較表
1 2 3 4 5

辞書名 オーロラ英和辞典
くもんのグリーン英
和辞典

サンシャイン英和
辞典

初級クラウン英和
辞典

ジャンプ英和辞典

旺文社 くもん出版 開降堂 三省堂 小学館

金谷　憲 高橋　潔 青木昭六 田島伸悟 五島正一郎

1 大きさ 18cm×12cm 18.2cm×12.8cm
Ａ５サイズ

(19cm×13.8cm)
Ａ５サイズ

(19cm×13.8cm)
A5(19cm×14cm)

2 重さ 約550ｇ 約550ｇ 約630g 約615g 約460ｇ

3 収録語数 12,000語 5,800語 11,000語 14,000語 8,000語

4 価格 （税込） 1,700円 1,360円 1,050円 1,680円 1,500円

5 発音の表記
発音記号
カタカナ

発音記号
カタカナ

英音・米音

発音記号
カタカナ

発音記号
カタカナ

英音・米音

発音記号
カタカナ

6
○

Ｃ ・ Ｕ　表記
× × × ×

7
反意語：○
同義語：○
同音異義語：○

反意語：○
同義語：○
同音異義語：×

反意語：○
同義語：○
同音異義語：×

反対語
関連語
同音異義語：×

反意語：○
同義語：×
同音異義語：×

反意語、同義語、同音
異義語

出版社

編著者

数えられる語・数えら
れない語の区別 C/U

16 



6 7 8 9 10

ジュニアアンカー
英和辞典

ジュニアプログレッ
シブ

スヌーピーの英和
辞典

チャレンジ英和辞
典

ニューホライズン
英和辞典

学研 小学館 角川書店
ベネッセコーポ

レーション
東京書籍

羽鳥博愛 吉田研作
C.Schulz
山田侑平

橋本光郎 浅野　博

19cm×13cm
Ａ５サイズ

(19cm×13.8cm)
18.2×12.8 18.2cm×12.0cm 19.2cm×13.5cm

約520g 約530ｇ 約540g 約385ｇ 約589ｇ

12800語 10,000語 約2,200語 12,000語 10,000語

1,680円 1,680円 2,000円 1,600円 1,470円

発音記号
カタカナ

英音・米音

発音記号
カタカナ

発音記号
カタカナ
ひらがな

発音記号
カタカナ

発音記号
カタカナ

×
○

Ｃ ・ Ｕ　表記
× ×

○
Ｃ ・ Ｕ　表記

反意語：○
同義語：○
同音異義語：×

反意語：○
同義語：○
同音異義語：○

反意語：○（例文中）
同義語：○（例文中）
同音異義語：×

反意語：○
同義語：○
同音異義語：×

反意語：○
同義語：○
同音異義語：×

17 



辞書比較表
1 2 3

8 見出し語は全て黒字で統一されて
おり、重要語は太字。また、語の重
要度を星印で示してある。見出し語
の見つけ方についての丁寧な解説
がある。

全てのページに最初の見出し語と
最後の見出し語を表記してあり、初
心者には親切で引きやすい。

見出し語は、文字はすべて黒で統
一され、重要語のレベルに応じて太
い活字で印刷されており、語の重要
度によって赤の印がついているの
で、語を探すときにその語の重要度
から条件を絞りながら引くことができ
る。

9 重要語は形容詞、副詞の比較変化
形や動詞の活用形を色つきで枠囲
みして表記してあり注意をひきやす
い。また単語の意味だけでなく、用
法・参考・注意などの欄で文法の解
説があり、ミニ対話や質問コーナー
もついていて中学生の助けとなる。
一方で、やや字ばかりが多い印象も
受ける。

見出し語は太字、それ以外は全角
で１文字分下げてあるので単語を探
しやすい。３色刷でスッキリとした印
象。見出しは、やや枠の色が薄く、
見にくい。

写真や絵で語の意味をより具体的
に分かりやすくために、写真や絵を
必要な語につけているので語の感
覚が磨かれる。見出し語の意味は、
よく使われる順に並べられているの
で、意味が絞りやすい。

10 分かりやすく中学生が使えそうな例
文が多数そろっている。また、ミニ対
話で会話例も学べる。

例文が簡潔である。教科書で使わ
れている表現よりも実際の生活で使
われている表現が多い。

中学生が教科書で学習するレベル
の英語で書かれており、その例文は
いろいろな場面で使える例文がそ
ろっている。

11 イラストパートというページが66ペー
ジほどあり、分野別に様々な単語を
まとめてイラストで紹介している。

小学生にも配慮した辞書なので、例
文の内容を図示したり、必要に応じ
て名詞を図解している。イラストのみ
で写真はなし。

同意語のニュアンスの違いを説明し
たり、文法に関する情報を提供した
り、文化に関する情報などが豊富で
ある。

12
付

不規則動
詞活用表

○ ○ ○

カテゴリ別
語彙集（シ
ソーラス）

○ ○（本文の囲み記事） ○

英米など
の地図

○ ○ ○

文法のま
とめ

○ ○ ×

場面を重
視した対
話例

○ × ○

機能を重
視した対
話例

○ × ○

発音補助
（口の形の
絵など）

○ ○（図はないが発音記号を詳説） ○

手紙の書
き方

× ○ ○

形容詞、
副詞の不
規則変化

○ × ○

イラスト

引きやすさ

見やすさ

例文

18 



4 5 6

語の「イメージ」の解説あり、core
meaning、接頭、接尾の解説ある
左ページに最初の見出し語、右
ページに最後の見出し語を表記

単語の色は黒と赤だが、文字が太く
はっきりとしているため、読みやす
い。単語の意味と例文は何語かずら
して始まっているため、区別しやす
い。多くのページに写真や絵が２つ
～３つくらいはあるので楽しく引け
る。変化形も分かりやすく、入門者
や初級者によい。

単語の意味のみでなく詳細な文法
説明や英会話表現、文法演習問題
が混在している。

二色刷り
最重要語　赤、 フォント大、網がけ
重要語　赤

文字の色は黒と赤の二色刷りであ
る。１ページを2段に区切って単語が
配列されているが余白も多くすっき
とした印象を受ける。とてもシンプル
である。言葉の使い方や文化背景
などは「メモ」というタイトルで囲み枠
で解説されているので分かりやす
い。

赤と黒の二色刷。中学基本語、最重
要語、必修語（合計約１５００語）が
赤色で印字されている。

会話例が多く、イラストを用いた文法
解説を伴う用例が豊富だと感じた。

教科書に出てくる単語と成句が収録
してある。日常生活でよく使いそうな
例文も多い。動詞については多くの
例文を載せている。しかし時々今の
生徒には少し分かりにくいものもあ
る。

例文は豊富で、分量は十分ある。特
に動詞には全て例文を載せているよ
うである。教科書との連携はやや少
ない印象。

対話(吹き出し)
図解
人物の表情に変化
機能語にもイラスト

重要な語にはできるだけ写真やイラ
ストを添えている。すべての絵や写
真がカラーなので入門期の中学生
が楽しめる。特に付録についている
「目で見る英語」コーナーは食べ物・
衣服・文房具などがきれいで見やす
く分かりやすい。

絵・写真共に多数掲載されている。
文字だけでなく視覚的イメージから
も意味が捉えられるように配慮され
ている。

○ ○ ○

○
(関連語)

○ ○

○ ○ ○

○
(まちがいやすい文法）

× ○

○ ○
○

（ＣＤ付）

○
(見出し語に補足)

×
○

（ＣＤ付）

○ ×
○

（ＣＤ付）

× × ○

× ○ ×

19 



辞書比較表
7 8 9 10

8 左右両端にA～Ｚの文字が
並んでいたり、見出し語が
左上と右上に書いてあった
りと早く引く工夫をしてあ
る。文字もはっきりとしてい
て、重要な単語は字が太
い見やすい。重要語句の
選定に力を入れており、使
い方や文法説明などが分
かりやすい。動詞や形容詞

見出しは各ページ同じ位
置に大文字一字のみで表
されているため、初級者に
は目的語に到達するまで
時間がかかる。

全ページ下にA～Z表表
があり便利。全ページ左
右に３文字インデックスが
ついている。

多品詞語、多義語は見出
し語の下に意味がまとめて
出ている。マークが有効に
使われており、例文や解
説が見つけやすい。

9 赤と黒の色分けをしていた
り、フォントの大きさを変え
たり、大切な単語は枠で囲
みがあったりし工夫があ
る。分かりやすいと感じる
生徒もいるだろうが、苦手
な生徒は単語を見過ごし
てしまう場合がありそうであ
る。発音に関して「アクセン
トに注意する」などと明記し
てあり分かりやすい。

各ページにカラーイラスト
があり手にとりやすい。例
文中の同意語・反意語は
太字で表示されているが、
入門期の生徒にはやや使
いづらいと思われる。

見出し語と意味が太字に
なっているので分かりやす
い。発音記号の真上にカ
ナ発音がありすぐ読める。
使い分け、プラスワン、ミニ
情報の表示あり。品詞が
赤字なので読みやすい。

文字は黒で統一されてお
り、見出し語は太字。マー
クは赤。紙面がすっきりし
ていて見やすい。

10 教科書を参考にした用例
が多いが、会話に関する例
文もかなり意図的に載せて
ある。重要語には特に多く
の例文を提示している。似
たような単語についても区
別できるように丁寧に解説
してあり、分かりやすい。

例文数は多く、各例文が
一つの話題のもとに作ら
れている。また、見出し語
を説明する例文などもあり
簡単な英英辞典のように
使える。ただし中１程度だ
と例文の文構造が難しい
と感じるかもしれない。

同じ意味でもニュアンスの
違いに合わせて例文が複
数記載されている。日本
語訳も分かりやすい。

会話例が豊富である。同じ
内容を表す例文が複数
載っている。名詞にはコロ
ケーションを重視した例文
が多い。

11 イラストは多くはない。しか
し、意味の多い基本単語
については、イラストを効果
的に使用していて分かりや
すい。

ほぼ全ページにあり。ス
ヌーピーの登場人物で展
開されておりスヌーピーを
知っていれば親しみやす
い。カラーイラストで例文を
分かりやすくしている。

多用されており、視覚的で
楽しい。英語で話そう、単
語図鑑の記述あり。

物の名前、ニュアンスの違
い、文化の説明などに、分
かりやすいイラストや写真
がついている。

12
不規則動
詞活用表

○ ○ ○ ○

カテゴリ別
語彙集（シ
ソーラス）

○ ○（和英小辞典） ○（和英小辞典） ×

英米など
の地図

○ ○ ○ ○

文法のま
とめ

○ ○ ○ ×

場面を重
視した対
話例

○ ○ ○ ○

機能を重
視した対
話例

○ ○ ○
見出し語の例文に対話例
があるが、１ターン程度

発音補助
（口の形の
絵など）

○（口形なし） × × ×

手紙の書
き方

× ○ ○ ×

形容詞、
副詞の不
規則変化

× ○ ○ ○

イラスト

引きやすさ

見やすさ

例文

20 
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４ 辞書指導の実際 

 
1. 千代田区立九段中等教育学校                    第１学年

     調査対象人数 ３６名  平成２３年１１月実施 

 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① 中学 1 年生の 6 月より使用。辞書販売のお知らせを配布し、生徒に渡す。 

② 学校に辞書を置くように指導。授業ではほぼ毎回辞書を使う時間を設けている。 

③ 教科書の導入→内容理解→音読練習の後に辞書指導。 

10 秒以内で、該当語を引けるように指導している。 

また英語の歌やワークシートなどでも必要な時に辞書を引かせる。 

教科書準拠ワークの宿題で、1 回の宿題につき、4 つ以上の例文を書いてきた生徒

にはボーナス・ポイントを与えている。 
④ 英和辞書が家にある(33/36 人) 和英辞書が家にある(26/36 人) 

電子辞書を持っている(29/36 人) 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎授業や自分の学習で辞書をどのように活用していますか？ 
授業で行っている辞書活動を通してできるようになったこと、自分の意識が変わっ

たことなどを具体的に記入して下さい。 
                               〈分類－類似意見数〉 
・知らない単語を調べるようになった。 

・辞書を引くのが速くなった。 

・辞書を引くのが速くなり、宿題をする時間が短縮できている。 

・単語の知識が増えている。 

・辞書引き競争などで辞書を引くのが楽しくなった。 

・マーカーをすると重要な所を振返ることができる。 

・単語にマーカーをすると、次も調べたいなと思うようになった。 

・以前は電子辞書に頼っていたが、辞書で調べるようになった。 

・例文を調べると、ついでに近くの単語や文も見るため、活用

法や色々な単語を知るようになった。 

・辞書を引くとつづり、意味などが覚えられる。 

・辞書で調べると、単語のつづりを自信を持って書けるようになった。 

・英語に対する興味もわいてきた。 

・例文調べで、おもしろい文があると日常で使ってみている。 

・単語を文単位で考えるようになった。 

・例文によってその単語の使い方や文中での位置がわかる。 

・単語を発音から覚えることが身に付き、使い方も学ぶようになった。 

 自発性      １９ 

 速く引ける    １８ 

 

 語い増強     １０ 

 辞書引き競争    ５ 

 引き方       ４ 

 

 

 電子辞書→紙の辞書  ３ 

 

 紙の辞書の俯瞰性   ２ 

 

 つづりが覚えられる  ２ 

 

英語への興味     ２ 

 例文 

発音 
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・調べた単語を発音してみたりすると「発音がよくなったね」

と言われることが増えてきた。 

・１つの単語に色々な意味があるという意識が変わった。 

・Uなどの印でa、anをつけないことがわかった。 

・アルファベット順もさっとわかるようになった。 
・家の辞書は付箋を付け、よく調べるものとそうでないものを

分けている。 

・ハリーポッターの洋書を辞書で調べながら、読みました。 

・Stressedなどをつける所がわかる。 

・本を読んでいるみたいでおもしろい。 

 

発音・語法 

 

 発音・語法 

不可算名詞 

 アルファベット順  

家にも辞書 

 

 教科書以外の教材 

 強勢 

 面白さ 
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2. 港区立赤坂中学校                            第１学年 

      調査対象人数 ４５名  平成２３年１１月実施 

 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① 全員がチャレンジ英和・和英合本を持っている。 

② 毎時間 

③ New Words導入のとき（２，３年生はCatch a Wave, じゃれマガ、読みトレ１００の時も） 

  キーになる語（「英語授業の幹をつくる本」上巻第５章参照）を引かせる。 

 引けたらマーキングをして立ち上がる。それからふさわしい語義を見つけ、例文を読む。 

④ 全員が港区から贈られた入学祝いの和英辞典（New Crown）を持っている。学校に英和 

 辞典を置いている生徒は家にも英和辞典がある。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。）  

◎辞書を使っての感想（発見、良かったこと、伸びたこと） 

       〈分類－類似意見数〉 
・自分で調べた方が印象に残って意味が覚えられて忘れにくいし、

アルファベット順だからつづりも覚えやすくなりました。 

・日本語でも英語でもひけてすごく便利でした。とくに説明の

しかたがとても良かったです。また必要な言葉、季節、月、

曜日がかかれていて分かりやすかったです。辞書を使ってみて

「これは何を表しているのだろ」と思った時はさし絵を見たり、

日本語の説明をみました。 

・北原先生の授業ではよく辞書をつかうので、辞書のひきかた

も早くなり、よくなっています。 

・分からない単語があった時に辞書をひいてその同じ単語が何

回もひいていた事が分かったときに、自分がその字が苦手だと

いう事がわかったことがよいと思いました。 

 そしてその字をたくさん練習してこくふくできました。 
・自分で考えて文を書くときとかも辞書はとても役に立つので、

これからもたくさんつかいたい。 

・アルファベットのつづりに自信がないとき、辞書を使ってかく

じつに分かるようにする。 

・辞書を引くくせがついた。 

・すぐに辞書で調べることができるから難しい問題もやりたい

と思えるようになりました。 

・英語がもともとできる私には意外と意味がこうだと思ってい

たのがいざ辞書でしらべると意味がちがく、おかげで勉強をす

るのが楽しくなりました。 

 覚えやすい     ８ 

 

 辞書の構成がいい １１ 

 

 

 

 

 速く引ける        １２ 

 

 色ペンチェック   ６ 

 

 

 

 ライティングに役立つ ４ 

 

 つづり調べ     ２ 

 

 習慣化       ３ 

 自学     

 

 新たな発見 
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・知りたいことや初めて知ったことがたくさんあったので面白い

なと思いました。日常で使えるのを見たりつづりがわからない

とき、例文があってどんなとき使うのか便利でした。 

・単語をさがす時にその単語の周りの単語も詳しく分かっておも

しろいです。 

・知らない単語にふれる機会が増えた。発音が正しく出来るよう

になった。動詞の原形がわかる。 

 例文 

 

 

 紙の辞書の俯瞰性 

 

 語い増強 
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3. 江東区立深川第一中学校                        第１学年 

調査対象人数 ３８名  平成２３年１０月実施 
 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

①  辞書を使えるようになると語い力がつき、英語の力が伸びるので授業でも辞書を使用す

ることを伝え、中学生用の英和辞書（ベネッセの辞書を薦めた）を用意するように 4 月

の授業開きに伝えた。学校にも生徒分辞書（ベネッセの英和・和英）があるので、用意

できない生徒にはその辞書を使わせている。（38 名中 8 名が自分の辞書を持っていない） 

②  各 Unit 単位でまとまった時間を設けて使用する。 

③  たとえば、動詞で学習した like が This is like a dream.の文で Unit4 で出現したとき、

また、Is your training so hard?の hard が He trains hard.で出現したときの語義の違い

を確認する。また、have など動詞を中心にコロケーションの確認をする。 

④  学校と家の両方に自分の辞書を置いている生徒はいない。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

(1)辞書を引く利点はなんだと思いますか。 

(2)辞書を使ってできるようになったことはなんですか。 

                         〈分類－類似意見数〉  

 (1) 
・単語の意味がわかること。 
・意味のわからない単語があったとき、すぐに探すことができた

り、いろいろな意味が載っていること。 
・単語の他の意味や読み方がわかる。 
・たくさんの単語を使えるようになること。 
・新しい言葉を覚えられる。 
・スペリングがわからないときに引ける。 
・自分で語を探すので、スペリングなども覚えやすいし、例など

も載っているので。 
・英文にどのように単語が使われるかが、例文でわかるところ。 
・辞書を引くと探していた単語以外のものを目にして知るこ

とができる。 
・目当ての語のほかに、近くに載っている言葉も一緒にみられる。 
・英語の知識が増える。 
・自然と単語を覚えられる。 
・意味や使い方がわかる。 
・しるしができる。 
・自分で引いて、自分で調べること。 
・問題集の意味を調べるのに役立つ。 

 

 単語の意味        ３ 

 

 

 多義語・読み方   ２ 

 語い増強      ２ 

 

 スペリング調べ 

  

つづりを覚えられる ２ 

 例文 

 

 紙の辞書の俯瞰性  ２ 

 知識増加 

 

 記憶強化 

 語法 

 引き方 

 自発性 

 教科書以外の教材 
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・詳しく書かれているので役立つ。 
・わからずもやもやしていることが、分かり、すっきりする。 
(2) 
・速く引けるようになった。 
・多くの単語を使えるようになった。 
・単語が書けるようになった。 
・簡単な英文が読めるようになった。 

・単語の知識が深まる。 
・英語の知識が深まる。 
・スペリングを覚えられるようになった。 
・意味が知りたいときにはすぐに引けるようになった。 
・探している単語をみつけたときの楽しさ。 
・辞書の見方がわかってきた。 

・探したいとき、大体の場所が感覚でわかるようになった。 

 詳しい説明 

 疑問の解決     ２ 

 

 速く引ける    １６ 

 語い増強 

 書く力 

 読む力 

 知識の深まり    ２ 

 

つづりを覚えられる ２ 

自発性 

 楽しさ 

 辞書の見方     ２ 
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4. 大田区立貝塚中学校                          第１学年 
                   調査対象人数 ７６名  平成２３年７月実施 

 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

① ５月にプリントで英語では辞書を使用するため、購入してもらうように家庭にお知

らせを出した。学校ではベネッセのチャレンジ英和辞典を推薦した。 

② ほぼ、毎時間使用。 

③ フラッシュカードで語い指導した後、特に引かせたい語いをピックアップして一斉

に引かせる。 

④ アンケートでは、７６人中４８人が家に辞書があると回答。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎辞書を引くことであなたができるようになったことなど、辞書について何でもよいの

で記入してください。 

                          〈分類－類似意見数〉 

・小学校の頃は教えられた単語をそのまま読むだけだったけど辞

書を引いてからは意味をよく考えて英文を読めるようになった。 
・意味が分からないまましゃべるよりも意味が分かっていえ

るので楽しい。 
・辞書に単語の読み方ものっていて便利。 
・わからない単語を辞書で調べて辞書の中に引いたしるしが

いっぱいついてうれしい。 
・辞書を引くのに 1 分ほどかかっていたのが 20 秒ほどになっ

た。辞書を引くのが早くなった。 
・調べた単語に例文がついていてより覚えられるようになった。 
・辞書を引くことでスペルを覚えやすい。 
・品詞がいろいろあって文の中でどのようなところでどんな

品詞が出てくるのか調べるのが楽しい。 
・学校以外でも英語でわからない単語が出てくると辞書で調

べるようになり、意味が納得できて楽しい。 
・自分の身の周りの単語がわかるようになった。 
・単語の意味がすぐ分かるので、辞書を引くのが楽しい。 
・英語の授業の最初の頃に行った、辞書引き大会が楽しかった。 
・辞書に絵がついていてわかりやすい。 
・今使っている辞書の単語はすべて基本で大切なので中学校

時代に覚えたい。 
・1 つの辞書だけではなく、いろいろな辞書を見るのも楽しい。 
・辞書は気軽に調べられてよい。 

 単語の意味    １８ 

 

 

 

 読み方       ３ 

 

 引き方       ３ 

 

 速く引ける     ５ 

 例文        ５ 

 つづりを覚えられる ２０ 

 品詞        ５ 

 

 自発性       ３ 

 

 使える英語     ８ 

 楽しさ       ５ 

 辞書引き大会    ５ 

 辞書の絵の効果   ５ 

  

学習意欲 

 辞書への関心    ２ 

 気軽さ       ２ 
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5．葛飾区立桜道中学校                           第１学年 

 調査対象人数 ８６名  平成２３年１１月実施 
 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① ２学期最初の授業で、単語の使い方について詳しく知るために辞書を使うことを伝

え、初級者用の辞書を用意するよう伝えた。（ベネッセの辞書を薦めたが、限定はし

なかった。）学年の約４分の３の生徒が自分の辞書を使用している。辞書を用意でき

ない生徒には、学校の辞書を貸し出している。 

② ２時間に一度の割合で使用している。 

③ 新出単語導入また本文理解の際に使用している。 
 例１：have、get、come、go などの基本的な動詞の使われ方 
 例２：good の意味(“You’re a good cook.” “The food is good.” “We are good friends.” 
④ 家に辞書のある生徒も何人かいる。ほとんどの生徒は１冊の辞書を学校と家庭で使

用している。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎辞書を使ってみて、どんなことが勉強になりましたか。 

                                                    〈分類－類似意見数〉 

・１つの単語にいろんな意味があることが分かる。 

・１つの単語について意味がいろいろ載っているので役に立っ

た。例文があって、さらにわかりやすかった。 

・パラパラめくるだけでもいろいろな単語が見えて勉強になっ

た。例文がいろいろあり、わかりやすかった。 

・どんなところでこの単語を使うかがわかる。 

・試験勉強の時に、わからない単語を調べたりすると、意味が

わかったり、つづりが覚えられる。 

・辞書で引くと単語を覚えられるし、近くにある単語も覚えら

れた。 

・人に聞いて覚えることもいいが、自分で調べることの大切さ

がよくわかった。辞典が存在することによって、積極的に調べ

ることが多くなった。 

・ドラマを見ていて、わからない単語が出てきたらすぐに意味

を調べてわかることができた。 

 

 多義語      １６ 

 例文        ８ 

 

 

 

 

 

 語法        ３ 

 つづりが覚えられる ５ 

 

 記憶強化・語い増強 ２ 

 

 自発性 

 

 教科書以外の教材 
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6. 板橋区立上板橋第二中学校                       第２学年 

調査対象人数 ８７名  平成２３年１０月実施 
 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① ４月に希望者に購入させた。持っていない生徒には学校のものを貸し出している。 

② 授業内で一斉にひかせることは、あまり多くない。宿題では、必ず辞書を引かせるよう

にしている。 

③ 既習の単語が異なる意味や品詞で使われる時。 

④ 辞書所有者６２名。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎授業中や家庭学習（宿題）で辞書をどのように活用していますか？辞書をひくことに

よってできるようになったことや自分の意識が変わったことなどを具体的に書いてく

ださい。どんな小さなことでも構いません。 
                                                           〈 分類－類似意見数 〉 
・辞書の使い方に慣れて、早くひけるようになった。 

・英語の辞書だけでなく、国語辞典をひくのも早くなった。 

・わからない単語がある時に辞書をひこうと思うようになった。 

・普段疑問に思った単語を調べるようになった。 

・辞書をよくひくようになった。調べる習慣がついた。 

・辞書をひくことで、わからなかった単語がすぐにひいてわか

ることが楽しいと思うようになった。辞書をひくことが楽しく

なった。 

・自分でひくので、単語が覚えやすいし、自分で単語を探すの

で、達成感がある。 

・単語が覚えられるようになった。 

・わからない単語も「あっ辞書で見た」って思うことがある。 

・単語の綴りを少しずつ覚えられるようになった。 

・単語の読み方がわかるので、使いやすい。 

・単語の意味だけでなく動詞とか形容詞とかもわかり、どうい

う時に使えるかも書いてあって便利。 

・単語がわからないときにひいて、その下の例文を見て、使い

方を知ることができる。例文を参考にするようにしている。 

・わからない単語を調べたり、例文を読んでみたりしたら、英

文が前よりもわかるようになってきた。 

・わからない時、調べて、ついでに例文も見る。そうしたら、

ちょっと覚えている。 

・例文に興味が持てる。 

 速くひける    ３１ 

  
 自発性              ７ 

 

 習慣       １２ 

 楽しさ         ８ 

 

 

 

 記憶強化      ９ 

 

 

  
 つづりを覚えられる ２ 

 単語の読み   

 品詞 

 

 例文        ６ 
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・辞書をひいて例文を見ると、色々な使い方を知ることができる。

例文にまだ習っていない単語が出てきた時は、またその意味

を調べているので、単語をたくさん覚えられるようになった。 

・調べたい単語のまわりにのっているおもしろい語などもつ

いでに覚えたりするようになった。 

・目的以外のページを見たり、周りの単語を見たりするのが

楽しい。 

・意味を調べるためじゃなく、辞書の付録みたいな部分を見る

ために辞書を開くようになった。 

・辞書の絵などを見て、わかったりすることがある。 

・たくさんの英語を見ることができるので、意味を知りたい英

語や聞いたことのある英語を調べるのに便利。 

・辞書をひいているうちに、たくさん単語を覚えたいと思うよ

うになった。 

・辞書のおかげで単語の意味もわかるし、外国に興味を持つよ

うになった。 

・英語がわかるようになった気がする。 

・自分で勉強ができる。 

・辞書をひくことで自分で考える時間が増えた。 

・自分で文を作ってみようと思うようになった。 
 

 

 
 語い増強      ７ 

 

 

 

 

 紙の辞書の俯瞰性 ２ 

 

 
辞書の付録や絵の効果 ２ 

教科書以外の学習 

 意欲向上 

 

 外国への興味 

 
 
 
学習効果 

 自学力             ３ 
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7. 江戸川区立篠崎第二中学校                       第２学年 

調査対象人数 ６０名  平成２３年１１月実施 

 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① １年生の４月に用意させたので、ほぼ全員が個人で持っている。 

② ２授業に１回の頻度で、辞書を引かせる時間を取っている。 

③ オーラル・イントロダクション後の内容理解や新出語導入時に引かせることが多い。既

習の単語が異なる意味や品詞で現れたとき時。辞書を使用する家庭学習用課題も与えている。 

④ 自宅用の辞書を持っている生徒もいるが、それほど多くはない。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎授業や家庭学習で辞書を使っていて、できるようになったことや役に立つと思うことを書

いてください。 

                                                          〈 分類－類似意見数 〉 
・以前より素早く単語が見つけられるようになった。 

・１年生の頃は見つけるのが大変ですごく遅かったけど、２年生

になって早く単語が見つけられるようになった。 

・Ａ～Ｚの順番がＡから見なくてもどこらへんかわかるように

なって、前より早く辞書を開けるようになった。 

・動詞とか形容詞とか、２つの意味がある言葉などがわかった。 

・同じ単語の色々な意味を覚えられた。 

・単語がたくさんあって、なにがなんだか分からなかったけど

今は似ている意味もわかるようになった。 

・いろいろなスペルがわかるようになった。 

・英語の歌の歌詞の意味がわかった。 

・勉強以外でもわからない単語があれば（洋画や雑誌など）辞

書をつかうようになった。 

・辞書をひくことが楽しくなった。 

・意味とか単語が赤でわかりやすい。 

・和英もあり、さらに分かりやすくなった。 

・辞書を使うと使わないときより、理解できると思う。 

・辞書を使うと、読む力が強くなって、使っていくうちに早く

引けるようになって便利になった。 

・以前より単語がすらすら読めるようになった。 

・辞書を使っていて単語が覚えやすくなった。 

・調べた単語を覚えるようになった。 

・今まで知らなかった単語がかなりわかった。 

・日常生活で使える単語がわかるようになった。 

速くひける    ２５ 

  
 

 アルファベット順  ２ 

  
 品詞              ２ 

 多義語       ２ 

  
類義語 

  
 スペリング          ２ 

 教科書以外の教材  ２ 

 

 楽しさ              ２ 

 わかりやすさ      

 和英辞典 

 理解促進            ２ 

  
読む力       ２ 

 

 

 語い増強      ９ 

 

 使える英語     ３ 
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・前より、辞書をひかなくても意味がわかるのが増えた。 

・ワークなどの単語チェックを家でしている。 

・授業のとき使うおかげで、当たり前のように家でもやっている。 

・わからないことを友達に聞くのではなく、自分で調べるよう

になった。 

（マイナス意見） 

・辞書をひくのは面倒くさい。 

 類推 

 家庭学習      ２ 

  
 

 自発性 
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8. 千代田区立九段中等教育学校                            第３学年 

   調査対象人数 ５８人  平成２３年１１月実施 

 

《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① 授業の持ち物に英和辞典を入れている。（1年時に辞書販売の案内はしなかった） 

通常は電子辞書の持ち込みをさせていないが、オーストラリア語学研修時は電子辞書の使

用を奨励した。（所有していない生徒には学校から貸し出した） 

② 授業では、多くの生徒が毎時間、必要に応じて自発的に辞書を引いている。 

教科書本文の説明（explanation）時に、oral introductionで扱わなかった語句や、本文

の読み取りに必要な語句を中心に、辞書で意味を確認させる。 

※辞書を引く回数が多すぎると授業の流れを妨げることがあった。 

※教科書の既習の課のページを振り返る方が辞書よりも効果的な場合がある。 

③ 教科書本文のoral introduction後のexplanationの時に英和辞典を使用させる。 

④ 英和辞典（35/54名） 和英辞典（18/54名）英和辞典・和英辞典一体型（21/54名） 

  英英辞典（3/54名）  電子辞書（32/54名）その他（1/54名）→英和和英英韓一体型 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎英語の授業や自分の英語の勉強で辞書をどのように活用していますか。辞書を使うことに

よって、英語の勉強で役立っていること、自分の英語学習に対する意識が変わったことなど

を書いてください。 

                                                    〈分類－類似意見数〉 

（辞書を使う時） 

・単語を置く位置がわからない時。 

・動詞や前置詞の使い方、動詞の活用があっているのか調べる。 

・単語の使い方が分からないときなどに、例文を見る。 

・複数の意味がある時や品詞がわからない時に引く。 

（辞書使用の効用） 

・例文付きの辞書だと、文を作る時に役に立つ。 

・文で単語を使う時、関連語を調べて文に熟語として入れられる。 

・熟語系のものが出てきた時、すぐに調べられていい。 

・１つの単語でも、辞書を引いたらたくさんの意味があること

がわかった。 

・たくさんの意味があって、教科書以外のパターンを知ること

ができた。 

・簡単な単語でも、他の意味があることがわかり、語彙力が多

少ついた。 

・調べてみたら、今まで想像していたものと少し違う意味で調

べてよかった。 

 

単語の位置 

語の使い方     ３ 

 例文 

多義語・品詞 

 

 例文・作文     ２ 

 作文・熟語 

 熟語 

 多義語       ３ 
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・思ってもみない別の意味が出てくると、面白いな、使えるなと

思うことがあった。 

・類義語や句があったら、それも一緒に調べておける。 

・紙辞書では引いた後に調べたところに線を引いている。 

・見当のつかない単語を調べてマーカーを引き、２回以上調べた

単語にはその横に正の字を書いている。 

・洋楽を聞くときに、歌詞に出てきた単語の意味を知りたくて辞

書を積極的に引いている。 

・コラムがあったら読む。 

・気になった単語を引くようになった。 

・辞書で調べると、その単語がなぜか印象に残るので、違うと

ころでその単語が出てきてもすぐに思い出すことができる。 

・調べることによって、単語を使ってみたいと思うようになり、

英語への興味がわくようになった。 

・新しい単語を知ると嬉しくなる。 

（和英辞典） 

・宿題で文章を作る時に英語で言い方がわからない語や、自信

のない詞を和英辞典で調べている。 

（電子辞書） 

・発音がわからない時に音を聞ける。 

・ホームステイで会話をするときに役立った。 

・オーストラリアにいた時、辞書って本当に便利だなと思った。 

（その他） 

・辞書よりも、インターネット辞書を引いている。 

・携帯電話に入っている辞書も利用している。 

・紙辞書は分厚くて使いにくい。電子辞書の方が便利。 

 単語の意外な意味  ２ 

 

 類義語 

 

 

引き方       ２ 

 教科書以外の教材 

 

 コラム 

 

 

 

 

自発性 

 記憶強化 

 

 

英語への興味 

 

情意面への効果 

 

 作文 

 

 

 発音確認      ２ 

 使える英語     ２ 
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9. 大田区立大森第七中学校                         第３学年 
調査対象人数 １５２名  平成２３年 ６月実施 

 
《基礎情報》 

① 辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方 ④家にも辞書があるか 
 
①１、２年時では英語教室を使用することができたので、各自の机の中に学校の英和・

和英辞典を置いていた。（３年時では英語教室は作れなかったので、各教室に毎時 38
冊を運んでいた。） 

②１年時の５月の辞書指導開始以来、２、３時間に１回ぐらいの頻度。 
③新出単語の導入時や本文理解などの場面で使用する。 
④全員ではないが小学校の卒業記念でもらったりしているのでほとんどの生徒が家に

も辞書がある。 
 
《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎辞書を使って、できるようになったこと。 
       〈分類－類似意見数〉 

・すばやく単語を引けるようになった。 

・他の辞書（国語や漢字）も調べる時間がかからなくなった。 

・アルファベットの順番がすぐ出てくるようになった。 

・引くことで単語を自然に暗記することができた。 

・意味のあいまいな単語を、辞書を使って再確認することで完全

に定着することができた。 

・ボキャブラリーが増えた。 

・意味や発音の仕方がわかった。 

・連語や熟語の使い方がわかるようになった。 

・withやatなど使い方が難しいものが詳しく載っているので、

適切な使い方ができるようになった。 

・英単語の詳しい意味がわかるようになった。 

・副詞など文のどこに入れればよいかわからない時 

 辞書にある例文を見てできるようになった。 

・例文も載っているので文章を作る時、例文を見ながら作れた。

次の時は辞書を見ずに同じような英文を作れた。 

・スピーチなどで難しい文を作ることができるようになった。 

・自分で思ったことを辞書で引き、文章を作ることができるよ

うになった。 

・スキットやペアワークなどで自分で辞書を使って対話が作れた。 

・辞書を引く習慣がついた。 

・家で勉強していてわからない単語をすぐ引ける。 

 

 速く引ける     ４ 

 

 アルファベット順 

 

 記憶強化      ２ 

 

 語い増強 

意味や発音 

 連語・熟語 

 語の使い方 

 単語の意味  

  

単語の位置 

 

 例文        ３ 

 

  

作文        ４ 
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・辞書なんてめんどくさいと思っていたけれど、できるようになっ

てから、家でも辞書を近くに置いて勉強するようになった。 

・わからない単語は人に聞かないで、辞書を引くようにした。 

・辞書の付録のところを見て色々な単語を覚えた。 

・現在、過去、過去分詞を知れた。 

・わからないスペルや品詞を普段、辞書を使って引くように

なった。 

・辞書がなかったら、多分、日本文や英文に直せない。 

・日本文と英文の作りの違いが、なんとなくわかった。 

・たまに複数意味があると、発見というか、いい勉強になる。 

・同じ単語でも「こんなに違う意味があったのか」という発見

があった。 

・ＣＭで「ハングオーバー」という言葉が出てきたときに、ど

ういう意味だろうと思って調べたら、 

 「二日酔い」と出てきて、英語でもこんな言葉があるんだと驚

いた。 

・学校では習わないような英単語や知っておくと便利な英単語

を知ることができた。 

・自分で聴いた歌の分からない単語を引いて、できる限り歌の

内容を理解したいと思うようになった。 

・少し上のレベルの英語を使えるようになった。 

・「英語って何でやっているのだろう」とか前は思っていたけ

ど、辞書を使ってるとそんな考えなくても英語への価値が伝

わってきて、今までと少し違った考えを持つことができた。 

・英語に関心を持つようになった。 

・今まで辞書を使って調べるのが、めんどくさかったけど、そ

うじゃなくなった。 

・辞書を引くのが楽しくなった。 

 

 習慣化 

 家庭学習      ３ 

 自学力 

辞書の付録     ２ 

 動詞の活用 

 つづり・品詞    ２ 

 

 和文英訳・英文和訳 ２ 

 文構造の違い 

  

新たな発見     ３ 

 

 

 

 使える英語 

 

 教科書以外の教材 

  

 

 

英語力の向上 

  

 

意識の変化 

 英語への関心 

 意欲向上 

 

 楽しさ 
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10. 大田区立大森第十中学校                       第３学年 
調査対象人数 ３６人  平成２３年１１月実施 

 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

    

① 中学校 1 年生の 4 月より使用。学校としてＣＤ教材・辞書販売のお知らせを配布し、業

者が来て販売した。ベネッセのチャレンジ英和・和英を勧めた。それ以外でも初級やジ

ュニアと書いてある辞書が入門期には適していると伝えた。その時に購入した辞書をそ

のまま使い続けている生徒が多い。 
今年度(３年生になって)、英語教室を使用することができたので、各自の机の中に学校の

英和・和英辞典を置いている。 

② １年時の５月の辞書指導開始以来、２、３時間に１回ぐらいの頻度。教科書の One Unit 
で１～２語とあまり多くはない。 

③ プリント学習を行う際に辞書を引くようにさせている。教科書の内容理解、新出単語導入

時に生徒が自発的に引いていることもある。 

④ 学校では、英語教室に辞書を置いているので、ほとんどの生徒が家に辞書を持っている。 

 
《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎今年度は英語教室に英和・和英辞書を置きました。授業や家での自分の学習で辞書をどの

ように活用していますか？授業で行なっている辞書引きの活動を通してできるようになっ

たこと、自分の意識が変わったことなどを具体的に記入してください。 

      〈分類－類似意見数〉 
・早く辞書を引けるようになった。 
・漢字辞書のようにスラスラと単語を調べられるようになった。 

・アルファベットの順番を迷わなくなった。 

・発音記号の意味が少しずつわかるようになった。 

・単語の知識がふえてきた。 

・英語の勉強をやっていて自分で調べた単語が出てくると「こ

れ知ってる」と思えるようになりました。 

・自分で一度調べると長い間自分の頭の中に入っているので、

辞書はすごく良いと思った。 

・辞書で調べていると電子辞書で調べるよりも手間がかかるの

でその分調べた単語を覚えることができた。 

・調べた単語に常にラインマーカー引いて覚える工夫をするよ

うになった。 

・気になった単語をすぐ引くようになった。 

・家や授業で辞書を引くくせができたから、プリントの空欄が

減った。 

 

 速く引ける    １４ 

 

 アルファベット順  ３ 

 発音記号      ２ 

 語い増強      ５ 

 

 

 記憶強化      ４ 

 

 

 

 

 辞書の引き方 

 

 習慣化      １０ 
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・英語の勉強をするときには、近くに辞書を置いて使おうとする

ようになりました。 

・わからない単語は調べるくせがついたし、分からなかったこ

とがわかることが楽しいと思えるようになった。 

・家でも辞書を使うようになった。 

・単語を調べた時に、その単語を使った英文も見ることでしっか

りと覚えることができた。 

・自分で難しい英文が作れるようになった。 

・主に英作文の時に使う。調べて使った単語は覚えているので、

テストの時に役に立つ。 

・前は英作文の課題が出たとき、面倒で全然終わらなかったけ

ど、辞書を使うことでだいぶ書けるようになり、英語がイヤ

ではなくなった。 

・辞書で１つの単語を調べると、それに関連した熟語や文法が

載っているのでとても役にたつ。 

・いろいろな単語を調べると、その単語が文章の中でどのよう

な働きをするか知ることができる。 

・分からない単語を辞書で調べるようになってから長文が読み

やすくなりました。 

・テレビや映画など英語に触れることが多くなって来て、どん

な意味なのだろうと不思議に思ったり、調べてみよう訳して

みようと思うことが増えてきた。 

・単語がわからなくて、先生にあてられても答えられないとき

が合ったけど、辞書が使えるようになってからは自信を持っ

て答えられるようになった。 

・わからないことがあれば人に聞くのではなく、「まず、辞書を

引く」という意識になりました。 

・これからも英語教室に辞書を置いてください。とても便利です。 

 

 

 

 

 

 家庭学習 

 例文        ３ 

 

 作文        ３ 

 

 

 

 

 

 熟語・文法 

 

 語の働き 

 

 読解力 

 

 身近な英語 

 

 

  

自信        ２ 

 

 自学力 

  

利便性 
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11. 葛飾区立桜道中学校                         第３学年 
調査対象人数 ６４名  平成２３年度１１月実施 

 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① ２学期最初の授業で、単語の使い方について詳しく知るために辞書を使うことを伝え、

辞書を用意するよう伝えた。３年生なので、辞書のレベルは問わないこととした。授業を

受け持っているクラスの約３分の２の生徒が自分の辞書を使用している。辞書を用意でき

ない生徒には、学校の辞書を貸し出している。 

② ２時間に一度の割合で使用している。 

③ 新出単語導入また本文理解の際に使用している。 
  例：多義語、接頭辞、接尾辞、either~or…の使い方など 
④ 家に辞書のある生徒も何人かいる。ほとんどの生徒は１冊の辞書を学校と家庭で使用し

ている。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎辞書を使って、どんなことが勉強になりましたか。 

                               〈分類－類似意見数〉 

・１つの単語に色々な意味があることがわかって、今まで知らな

かった意味を知ることができた。 
・同じ日本語でも英語にすると色々な単語があることを知るこ

とができた。 
・単語の意味だけでなく、その単語を使った熟語を知ることが

できた。 

・１つの単語を調べるだけでも、周りの単語が目に入って覚え

られる。（２） 

・単語の綴りや意味をよくわかるようになった。 
・単語の意味を理解するのに例文が参考になった。 

・人に聞くのではなく、自分で探すので、意味などが頭に残る。 

・単語の意味を調べることで、授業中に先生が言っていること

をよく理解することができるようになった。 

・辞書を引くのが早くなった。 

 多義語       ３ 

 

 類義語        

 

 熟語 

 

 語い増強      ２ 

 

 つづり・意味 

 例文 

 記憶強化 

 理解力向上  

 

 早く引ける 
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12. 江戸川区立西葛西中学校                       第３学年 
調査対象人数 ４０名  平成２３年１１月実施 

 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

①  出身小学校（４校）の卒業記念品として共通の辞書を持っている生徒と、そうでない生

徒が居たため、中学校での購入を見合わせた。持っていない生徒には、学校で購入した

辞書（和英・英和）を授業内のみ貸出している。 

②  授業中は、ほぼ毎回使う。また授業２回に一度の宿題プリントで必ず辞書をひく課題を

出している。 

③ 使用場面：多義語等研究部での考察をもとに、授業中に全員で辞書をひく場面を作っている。 
授業の終盤や、復習で使うことが多い。教科書１ページを２時間で学習しており、第２

時には丁寧に時間をかけてひく。 
④４０名中８名が学校と家庭それぞれに辞書を持っている。 
 １冊のみの生徒は、２５名。計３３名が自分用の辞書を持っている。 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎１ あなたが辞書を使って、良かった点を書きなさい。 
 ２ 辞書を使って、身についたと思う力を書きなさい。 
                               〈分類－類似意見数〉 

１ 
・意味が分かる。 

・色々な意味がある単語が分かる。 
・家で勉強するとき役に立った。 
・品詞が分かる。 

・例文を覚えることができる。 

・たくさん線を引いたので、復習できる。 

・歌詞で分からないことも調べるようになった。 

・絵があるので分かる。 

・知らない単語があると面白い。Aからノートにまとめた。 
・休み時間に読んでいると楽しい。 

２ 

・早く引けるようになった。 
・辞書の使い方を覚えた。 

・先生が居なくても自分で長文を読めるようになった。 

３＜マイナス意見も出た＞ 

・面倒なので使いたくない。（４） 

・重いのでいやだ。（５） 

・忘れると怒られる。（１） 

 

 単語の意味    １８ 

 多義語      １６ 

 家庭学習     １３ 

 品詞       １０ 

 例文        ５ 

 引き方       ８ 

 教科書以外の教材  ３ 

 辞書の絵の効果   ３ 

 自発性       ２ 

 楽しさ       ２ 

 

 速く引ける    １５ 

 辞書の使い方   ２０ 

 読む力       ３ 
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13. 江戸川区立清新第一中学校                       第３学年 
 調査対象人数 ４６名  平成２３年１１月実施 

 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

①  本校に着任し、中学２年生の４月より使用。高校生用辞書を持ってくる者もいたが、中

学生用辞書を使うよう指導した。持っていない生徒には買わせた。 

②  授業ではほぼ毎回辞書を使う時間を設けている。 

③  教科書の導入→内容理解の際に辞書指導。 

また英語の歌などでも辞書を引かせている。 

④ 3年生なので、ほとんどの生徒が家に辞書を持ち帰って使っている。 

 
《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎授業や自分の学習で辞書をどのように活用していますか？ 
授業で行っている辞書活動を通してできるようになったこと、自分の意識が変わった 
ことなどを具体的に記入して下さい。 
                                                          〈分類－類似意見数〉 

・以前はわからない単語をそのままにしていたが最近は調べる

ようになった（面倒に思わなくなった）。 

・疑問を少しでも持てば、引くようにしている（調べないとム

ズムズして気持ち悪くなる）。 

・毎日電車の中で開いている。 

・アルファベットの順番がパッと浮かんでくるようになった。 

・単語の大体の読み方から辞書が引けるようになった。 

・使えば使うほど辞書引きが速くなっている。 

・英語で辞書を引くことに慣れると、国語でも引くスピードが

速くなり、便利になった。 

・速く引けるようになったので、授業以外でも使うようになった。 

・辞書を使って家庭学習する習慣がついた。 

・単語を調べた際に、熟語も一緒に見るようにしている。よく

使われそうなものがあり、予習になる。 

・わかっているつもりの単語でも辞書で確認してみると、自分

の知らない他の意味や、熟語も知ることができた。 

・どう引けば、句動詞や熟語の意味が見つかるかわかるように

なった。 

・品詞を意識するようになった。多品詞語が文中ではどの形で

使われているのか考えるようになった。 

・１つの単語にはたくさんの意味があることがわかった。 

 

 自発性      ２３ 

 

 

 習慣        ５ 

 

 アルファベット順  ５ 

 

 つづり字と発音 

 

 速く引ける    ２２ 

 

 家庭学習      ７ 

 

 

 熟語 

 

 

 熟語・他の意味   ５ 

 

 

 熟語・辞書の見方 
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・接頭辞(dis-)、接尾辞(-ly, -ness等)の意味がわかるように

なった。 

・意味だけではなく、例文も見るようになった。 

・例文があるから覚えやすい。 

・例文があるから、どういう時に使う単語なのかよくわかる。 

・例文を通して単語の位置を知ることができた。 

・英文を作る際、辞書の例文を参考に使うことができるように

なった。 

・先生の発音を忘れてしまうといちいち聞きに行けないが、辞

書を見れば発音までわかるのはすごいと思う。 

・今まで知らなかった文法や意味をわかり、知識の量が増えた。 

・単語の意味だけでなく、例文や活用する形など１つの単語に

対して広く知識を持てるようになった。 

・辞書には意味がいくつも書いてあるので、調べたい意味以外

の意味も一緒に覚えられた。 

・引いた単語の意味を一通り全て見るようになった。 

・辞書には必ず例文、用法、同義語、反意語などが載っている

ので一度に多くのことを学べる。 

・意味だけでなく、発音記号、例文のチェック、反意語、名詞

形のチェックができるようになった。 

・辞書を使うことで、単語の記憶が強化される。人から聞いた

意味はすぐに忘れてしまうが、自分で実際に調べた単語は忘

れにくい。 

・目立つ色でマークしておくと、そのページをめくったときに

そこに目がいくので、何度も確認できる。 

・辞書のマーカー部分を見ると授業を思い出し、復習になる。 

・効率的な学習ができるようになった。 

・自分の単語量が増えたことにより、難しい文章も読めるよう

になり、模擬テストの成績が上がった。 

・単語のレパートリーが増え、同じような意味のものを使い分

けられるようになった。 

・今まではケータイや電子辞書を使っていたが、家でも紙の辞

書を使うようになった。 

・英語の童話を買って辞書で調べて読んでいる。 

・ことわざがチェックできるようになった。 

・英英辞典の使用も何の支障もなく、できるようになった。 

・重要なところは大きな字で載っていて、見やすい。 

・今では辞書を引くことが面倒でなくなり、むしろ色々なこと

を教えてくれるので楽しいです。 

・紙辞書は友達になった。 

 

品詞        ２ 

 

 

 多義語       ２ 

 接頭辞・接尾辞  

 

 例文        ４ 

 

 例文･単語の使われ方 ３ 

 

 例文・作文     ２ 

 

 発音        ２ 

 

 

 知識の増加 

 

 知識の広がり    ８ 

 

 

 

 

 

 

 一度に多くのことを 

学べる       ４               

 

 

 記憶強化      ７ 

 

 

引き方       ５ 

 

 

 

効率性       ２ 

語い増強      ２ 
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・辞書は習った単語を思い出させたり、新しい単語を教えてく

れるとても便利なもの。 

・英語に興味を引かれるきっかけとなった。 

・これからもたくさん使い、単語の使用範囲を広げたい。 

・３年になって予習・復習するようになった。 

・自らメモするようになった。 

・調べた単語をノートにまとめて、単語集を作っている。 

・英検を自分から受けるようになった。 

 

 

 

 電子辞書→紙の辞書 ２ 

 

 教科書以外の教材 

 ことわざ 

 英英辞典 

 

 辞書のわかりやすさ ２ 

 辞書への信頼    ３ 

 英語への興味    ２ 

 学習意欲の向上   ５ 
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14. 町田市立山崎中学校                          第３学年 

  調査対象人数 ７５名  平成２３年７月実施 
 
《基礎情報》 

 ①辞書の持たせ方 ②使用頻度 ③使用場面・引かせ方  ④家にも辞書があるか  

                            

① 中学校 1 年生の 4 月より使用。学校としてＣＤ教材・辞書販売のお知らせを配布し、業

者が来て販売した。そのため、その時に購入した辞書を持っている生徒が多い。授業では

初級やジュニアと書いてある辞書を買うように勧めた。また、まずは英和、２年生くらい

からは和英もあると便利だということも伝えた。そのため英和と和英がセットになってい

る辞書を持っている生徒が多い。兄姉がいる生徒、かなり得意な生徒は（クラスに２人く

らいだが）少し厚めの辞書を使っている。 

② 授業では、ほぼ毎回辞書を使う時間を設けているため、ほとんどの生徒が辞書を持って

きている。 

③ プリント学習を行う際に辞書を引くようにさせている。教科書の内容理解、単語導入時

に引かせることもある。 

④ 家に１冊、学校に１冊置いている生徒も何人かいる。英語が苦手な生徒は辞書を持って

こないことも多い。その時は学校においてある古い辞書を使わせることがある。 

 

《生徒の声》（㊟生徒が書いたものをそのまま掲載しています。） 

◎授業や自分の学習で辞書をどのように活用していますか？授業で行っている辞書活動を通

してできるようになったこと、自分の意識が変わったことなどを具体的に記入して下さい。 

                                                            〈分類－類似意見数〉 

・分からない単語を自主的にひこうと思うようになった。 

・分からない単語や読み方が分からないときにすぐ引く。 

・使い方とかどこをみればいいのかとかも分かってきた。 

・調べた単語に線を引く。 

・早く辞書をひけるようになった。 

・家でも家用の辞書を使ってワークブックや教科書の読み方の確

認などをしているので、だいぶ早く辞書が引けるようになった。 

・家での勉強でも辞書を使って勉強するようになった。 

・覚えた単語がいっぱい増えた。 

・副詞、助動詞の単語は意味が多く難しいが、辞書をひくと意

味もわかるようになった。 
・スペリングが分からないのがあったらなるべく辞書を使う。 
・単語のつづりと意味を覚えられるようになった。 

・一度ひいた単語は意外と覚えている。 

・慣れてきたので、英文を読んでいて分からない単語や洋楽の

歌詞を見ていて読めない単語を自分から進んで調べるように

なった。 

自発性       ５ 

  
 引き方       ２ 

  
 速く引ける 

 家にも辞書 

 

 

 家庭学習 

 語い増強      ２ 

 品詞        ２ 

  
 スペリング調べ   

 つづりを覚えられる 

 記憶強化      ２ 

 教科書以外の教材 
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・単語と単語のつながりや文の構成が少しだけど分かる。 

・使われ方やよく一緒に使われる単語を覚えた。 

・教科書と違う意味が分かったりするから、普段の生活で使う

ことができる。 

・意味を引かなくてもわかるようになった。 

・文を書きたいとき辞書を引くようになった。 

・面白い例文がたまにあると面白い。 

・辞書を使うと効率がよい。 
 

 

  
 コロケーション 

 語法、コロケーション 

 使える英語          ２ 

 

 類推 

 作文 

 例文 

 効率性 
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５．夏の語い指導ワークショップ（１） 

 

 語い指導の実践例 

 

町田市立山崎中学校 大 貫 由 季 

 

基礎基本の語い指導と辞書指導 

 

１ はじめに 

現在教えている生徒は３年生で、１年生から続けて指導している。現在できるようになっ

ていることは１・２年生の指導がどのように関連しているのだろうか。３年生になった今、

１年生のときからの語い指導と辞書指導のつながりを考え、現在の実践を中心に紹介し、参

加者と情報を共有した。 

 

２ ワークショップの内容 

 

（１）模擬授業 Dictation 

  授業の始まりと導入部分を実際に行い、現在行っている Dictation を紹介した。生徒が実

際に作っているノートも紹介し、どのような単語を書いているのか、どのように辞書を活用

するのかを紹介した。 

＜Dictation のやり方＞  

 ①教科書の音読を 2 回行う ②授業前に配布しているカードに日付を記入する。 

 ③教科書の文を教師が読み上げる。最後に読まれた文をカードに記入する。 

 ④裏に提示されたカテゴリーの単語を思いつくだけ記入する。 

 ⑤交換採点、単語の共有を行う。 

 

（２）模擬授業 Picture Describing 

授業で行っている教科書本文の導入と教科書のピクチャーカードを使用した Picture 

Describing 活動を行った。比較的文が作りやすい絵を選ぶこと、なかなか文を思いつか

ない場合は QA を行ったあとに考えさせるなど実際に行っていて困っていることや改善

の方法を共有した。 

  

（３）ビデオによる授業紹介 

Dictation と Picture Describing に関してのビデオで授業を紹介した。生徒ができたこと

がどのような活動がもとになっているのかを振り返ってみた。また、改善点もあるので、

今後の授業でどのようなことが必要なのか見通しを述べた。 
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（４）今までの実践紹介 

これまでの授業実践を振り返り、おおまかな内容を紹介した。 

1 年生： ビンゴ、辞書早引き競争、授業中の音読、Oral Introduction、スキット、 

QA 活動、ライティングノート作り、教科書補充プリント、ペア活動 

2 年生： QA 活動、オリジナルスキット、ノート作り 

3 年生： グループ活動、Dictation、歌   

授業で頻繁に行った活動、3 年間かけてできるようにしたい活動、辞書の活用例を紹介した。 

 

（５）参加者からの質問と回答 

・Dictation は行っているが、いつどのような時期に行うのが効果的か。 

 回答：2 年生で行うこともいいと思う。その学校の実情で取り入れていくといいのでは。 

・Picture Describing は毎時間行うのか。 

   回答：やりやすいレッスンで行っている。Dictation の topic は辞書を使って調べるので

あれば効果がある。自主性を育てたい。 
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夏の語い指導ワークショップ（２） 

 

中学１年生後半からの辞書指導 

 

江戸川区立篠崎第二中学校 上 尾 栄美子 

 

１ はじめに 

  中学１年生後半から授業で行った辞書指導の実践を紹介した。 

  昨年度、１年生を担当し、アルファベット導入直後から辞書指導を行った。辞書指導初期

には、アルファベットを２文字比較する活動「どっちが前に載っている？」や辞書引きレー

スを行い、辞書に慣れさせる工夫をした。生徒はゲーム感覚で辞書を引き、ほとんどが辞書

を自由自在に使えるようになっていった。しかし、入門期を過ぎ、教科書の内容を扱うよう

になると、授業の中で辞書指導を行うことの難しさを感じるようになった。授業の中で辞書

を引く機会を与えることができなかったり、辞書指導が授業の流れを止めてしまうと感じた

りすることもあった。そこで、１年生の後半からは、授業のウォームアップの時間を活用し

て、教科書内容の指導とつながりをもたせた辞書指導を行うことを試みた。 

以下に、実際の授業でウォームアップとして行った実践例や、辞書を引かせるしかけを組

み込んだ家庭学習用ワークシートを紹介する。 

 

２ 授業で行う辞書指導 

 1 ウォームアップを活用して－教科書内容の指導と関連づける 

  (1) ワークシート「語尾の-er は？」（資料１）をウォームアップで使用し、生徒がすで

に学習している‘teacher’の-er を取った‘teach’が「教える」という意味の動詞で

あることを推測させ、辞書で確認させる。 

    (2) 前時の復習後、教科書の新しいページ(NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition 1 2005 

（株）三省堂, p.78 )を導入する。オーラル・イントロダクションを行った後、ＣＤを

聞き、本文を黙読させ、「久美とポールはお互いにどのようにして助け合っているのだろ

う？」という質問の答えを見つけさせる。下線部分がその答えであるが、オーラル・イ

ントロダクションでは下線部には触れない。生徒から下線部を引き出し、その部分に含

まれる‘teach’がウォームアップで出てきた語であることに触れ、「久美とポールは教

え合っているのだ」と確認する。 

 

NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition 1, p.78 より（下線は筆者） 

   I study English. So I can speak it a little. Paul studies Japanese. So he can 

 speak it a little. 

    I teach Japanese to Paul. He teaches English to me. We help each other. 
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※以下のワークシートは日臺滋之先生の「中学英語辞書の使い方ハンドブック」を参考にし

た。 
（資料１）                                      

語尾の-er は？ 

 

「-er」は 動 （動詞）に付いて、「～をする人」という意味の 名 (名詞）を作る！ 

 

例      動      意味     名     意味 

     dance       踊る     dancer    ダンサー 

 

 例を参考に、下の表の空欄に適する語や意味を推測して書いてみよう。次に、辞書で 
調べて確認しよう。 

 

 

 ① 

 ②

 ③

 ④ 

     動      意味     名     意味 

     swim       泳ぐ              泳ぐ人 

     ～を使う      user     使用者 

     ～を書く      writer      作家 

     ～を教える      teacher   先生、教師 

 

 早く終わった人は、「～する人」という意味の「-er」で終わる語を、以下にできるだ 

けたくさん書いてみよう。 

 

 

 

 Class(    )No.(    ) Name                                      
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 2 家庭学習用課題を活用して 

  教科書本文を使った家庭学習用のワークシート、ENGLISH  SUPPLEMENT を紹介した。既

習事項のリサイクルとなるように作成している。その中で、辞書を引く問題をいれる。答

え合わせは、板書などせずに、できるだけ短時間で行う。 

  以下にワークショップで紹介したワークシートの一部を載せる。 

   

    ENGLISH SUPPLEMENT  2011 

    No.4              江戸川区篠崎第二中学校第２学年英語 

                                    ２年 組 番             

                               
Lesson 2－１ 

 April 28    
  ①   

    Welcome to my page. Last week we visited Mr Sato, a volunteer teacher.     
     ②         ③       ④       ⑤  ⑥              ⑦ 

 We made washi, Japanese paper, with him.  Washi needs clean water. We made  
     ⑧           ⑨      ⑩ ⑪        ⑫       

uchiwa fans with the washi. Mr Sato was kind to us, and we were very happy. 
             ⑬              ⑭  ⑮ ⑯         ⑰ 

① April 「    」 

  １２の月をすべて書きなさい。（ヒント１年 p.66） 

      
                                                                           
 

                                                                                
 

② Welcome to ～ 「～            」 

 →「おかえりなさい」は？                   . 

③my 「     」                                
  「私は」は？      「私を」は？         
  「私のもの」は？                 （１年 p.102）  
④ last week  「      」 

   「先月」は？                「去年」は？            

 
⑦ teacher （  ）詞「                   」←教える人  

teach （  ）詞 「       」 
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動詞＋er で「～する人」という単語をたくさん書こう！他の人が書かなそうなのもが良い！ 

                                         

                                          

   

⑩ with (        )詞 「～          」 

 

⑪ him 「      」 

   「彼は」は？        「彼の」は？             （１年 p.102） 

   「彼のもの」は？         

→彼とは誰のことか？             

 
⑬ with (        )詞 「～          」 ←⑪とは違う！辞書でチェック！ 

 

３ アイディアの共有 

 最後に、使用教科書の１ページを取り上げ、参加者の先生方に、授業で引かせるとしたら

どの単語がよいか、話し合っていただき、意見交換をした。 

 多義語を引かせたいという意見や、動詞のコロケーションを意識して使い方を例文で確認

させたいという意見が挙がった。 

 

 

参考文献 

 北原延晃.(2010).「英語授業の『幹』をつくる本」.ベネッセコーポレーション. 

 日臺滋之.(2009).「中学 英語辞書の使い方ハンドブック」.明治図書. 

 東京都中学校英語教育研究会研究部 語いと英語教育（３４）  
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夏の語い指導ワークショップ（３） 

 語い指導の実践例 

狛江市立狛江第一中学校 横 山 牧 子 

「表現力を伸ばす指導」～語い指導を視野に入れて～ 

１ 始 め に  

  これまでの指導の中で、語いにかかわる指導を振り返り、特に生徒たちにとって「力が

ついた」という感想が多かった活動を中心に報告した。 

２ ワークショップの流れ 

  中学２年生の後半に行った、dictation  test  と category  writing について実践例を 
 紹介しながら説明した。そして、teacher  talk を中心にした、Oral Introduction と入

門期の辞書指導について紹介した。 

３ Category  Writing について 

 １ 指導過程  
（１） 手順： dictation  test  のあとに、制限時間の中で、その時与えられたカテゴ

リーやトピックに沿って「できるだけ多くの単語を書く。」という活動を毎回行

った。この中には、動詞、形容詞、副詞が混ざってよい。（スペルがわからなけ

れば、カタカナでもよい） 
（２） 実際に出題したカテゴリーやトピック 

flower  /  animal  /  sport  /  drink  /  nature  /  country  /  
language  job /  color  
something  you  can  see  in  the  sky  
something  you  can  ride  on 
something  about  spring  /  summer  /  fall  /  winter  
landmarks  in  the  city  /  body  parts  
動詞・形容詞など 

   ☆これらのカテゴリーやトピックを繰り返し出題する。 
 ２ 生徒から出た語い例（category  writing を半年間行って）        

flower  :  rose /  sun  flower /  cherry  blossoms  /  lily  /  dandelion  
                 tulip  /  pansy  
       animal:  rabbit  /  sheep  /  cat  /  dog  /  bird  /  pig  /  lion   

monkey  /  tiger  /  bear /  panda /  fox  / owl  /  rat  /  
horse   cow  /  など  

      nature :  tree /  wind  /  leaf (leaves ) /  stone  /  sand  /  block  /  sun  
                    star /  cloud  /  flower  /  rain  /  snow  /  warm  

           something  you  can  see  in  the  sky :  moon  /  sun  /  star  /   cloud  
                    plane  /  jet  plane  /  UFO  /  rain  /  snow  /  bird    

balloon  /  fireworks 
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夏の語い指導ワークショップ（５） 

段階に応じた辞書指導 

江戸川区立清新第一中学校  関 口   智 

１ はじめに 

 来年は中学校学習指導要領完全実施 
現行版：「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。」 
改訂版：「辞書の使い方に慣れ、活用できるようにすること。」 
２ どんな辞書をつかう 

（１）中学生用辞書か高校・一般用辞書か？ 
①中学生用辞書の特徴 

・語いが少ない。 
・調べやすい。 
・文が中学生向き。 
・職業・体の部位などのまとめあり。 
・文法事項も明快。 
・自由に読んで必要な知識が身に付く。 

②高校・一般用辞書の特徴 
・語いが多い。 

     ・調べにくい。 
・例文が一般向き。携帯用は例文なし。 
・職業・体の部位などのまとめなし。 
・文法事項も複雑。 
・自由に読むと内容が多すぎて何が自分に必要かわからない。 

（２）結論 
中学生用辞書を用いる。辞書は「クツのようなもの」で今の自分に合ったものがベ

スト。紙の辞書が望ましい。電子辞書はそのままでは例文が見えない。常に例文が見

える方がよい。 
３ 何を調べるために辞書を引く？ 

昨年、都中英研研究部では辞書指導の研究を開始した。その際、「何を調べさせるか」

という辞書指導のカテゴリーを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)から以下のように分類した。内容に関しても参照されたい。 
 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 
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（チャレンジ英和辞典より） 

 
 
６ 辞書指導で目指すもの 
①語いの増強 
   →スペリングの確認、品詞の転換、同意語、反意語、関連語、接頭辞、接尾辞 
②自立した学習者の養成 

    ・辞書は先生のようなもの 
   →必要な知識を授けてくれる。 
    ・辞書を使いこなすには慣れが必要 
      →常に身近に置く。 
  ・授業で必要な場面を作り、経験を積ませる。 

→英語の勉強の仕方を辞書を使って教える。 
    ・自分で調べると教えられたというよりも、自分で獲得したという「快」の気分となる。 
   →自ら辞書を引くようになる。 
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6. 夏の語い指導ワークショップ参加者の声 

 

(1) 平成 23 年度 夏休み語い指導ワークショップアンケート参加者結果 

 
参加者数：７月２７日 ２９人  ８月１日 ５０人  ８月１７日３７人 
 

１．教職経験年数をお教えください。   

ア：５年以内 27 人  イ：６～１０年 30 人 ウ：１１年～１５年  20 人 
エ：１６年～２０年 15 人 オ：２１年～２５年 8 人  カ：それ以上  13 人 

 

２ ワークショップを何で知りましたか。 

  ア：ホームページ 26 人     イ：案内文書  78 人   ウ：知人 7 人 
  エ：他の研究会での紹介 1 人  オ：その他 1 人（具体的に:以前に参加したので） 
 

３ 語い指導ワークショップに参加しようと思ったきっかけは何ですか。 

   (1) 辞書指導・語彙指導を学びたい。 (2)今までも参加してよかった。 
(3)授業に役立てたい。   (4)アイディアや授業のヒントを得たい。 (5)授業改善のため 
＊回答は(1)から(5)に集中していました。 

 

４．例年は午前・午後と一日のワークショップを行っていましたが、今年は、節電の関

係もあり、午前のみのワークショップとなりました。それについて、ご意見があれば

お聞かせ下さい。 

(1) 1 日の方がいい。 26 人 （理由：もっとたくさん聞きたい。遠方から来るので。） 
(2)半日がいい。 40 人（理由：午後、部活など他の用事が入れられる、集中できてよい。  

内容が濃かったので。） 
(3)どちらでもいい。  7 人（理由：半日くらいの方が集中できる。） 
(4)３０分くらい早く始めてもらえるとよい。（理由：前１をとらなくてはいけなくなった。） 
(5)午後のワークショップがないぶんだけ、回数をふやしてほしい。 
 

５ 全体についての意見・要望など 

・２学期から生かしたい。（多数）  ・いつも来ると参考になる。 
・会場が市部に近いとよい。    ・涼しくお茶のサービスがよかった。 
・全体でもっと共有できる時間がほしい。  
・brainstorming はよかった。   ・実践的でよかった。（多数） 
・brainstorming はいいアイディアだが、若手ばかりのグループは、新しい方法がとても影

響を与えてしまいそうなので、各グループに研究部の先生方が入るといい。 
・無料でよかった。 
・６０分ごとの単位がよかった。   
・時間配分がよかった。 
・午前のみのワークショップというのはよいと思いますが、半日ならばあと３０分程度ふや
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してもいいかなと思います。 
・もう少し長く１つのワークショップをやってほしい。 
・質問しやすい雰囲気だった。 
・手元にワークショップの案内がくるのが遅かった。 
・本校には案内のＦＡＸが届かなかったのか、行方不明になってしまったのか私の手元に届

きませんでした。 
・メールで返信がないのを疑問に思いながら参加してしまいました。参加手続きをもう少し

はっきり告知しておいて頂けると助かります。 
 
(2) 参加者の声 

 ７月２７日（水）江戸川区立西葛西中学校 

 大貫 由季教諭によるワークショップ  

・Dictation は、やってはいたのですが Card 形式で行うのはいいなと思いました。アイディ

アを活用させていただきたいと思います。 
・Dictation は昨年度（１年）から行っていましたが、topic の活動はとても…と思いました。

繰り返し行うと英語が苦手な生徒でもできる活動なのでみんな大好きで、私もより工夫し

たいと思います。Picture Describing 活動もぜひ取り入れていきたいです。 
・日頃の実践の様子がよくわかりました。できれば指導案の中でどの場面の活動なのかわか

るとよかったです。今回、若い先生方もいらっしゃったので流れ（どこで、どのタイミン

グで）がわかるとよいと思いました。 
・普段の授業の中で語いを増やす工夫や Picture Describing をしながら表現の幅を増やす工

夫を見させていただきました。Dictation も私も実践している取り組みですが、声かけの

仕方であったり words の確認の仕方であったり参考にさせていただきたいと思います。 
・Dictation は私も毎回やっておりますが、細かいところでは違いもあり、そこがとても参

考になりました。また毎回 topic を提示して、それに関連する言葉を書いていくのが私も

ぜひ、取り入れてみようと思いました。 
 
 上尾栄美子教諭によるワークショップ  

・辞書と普段の授業を関連づける指導を見せていただき、とても参考になりました。教科書

の中でどの語の意味を理解させたいかを明確にして辞書を活用できるように指導していき

たいと思います。 
・辞書指導に関しては今まであまり取り組んだことがありませんでしたが、ワークショップ

の中で、次第にやってみようかと思い始めました。今年は１年生を担当しているので、

２学期からがチャンスかと思いました。参考にさせていただきます。 
・とてもテンポがよく、美しい発音で授業をされていることがよくわかりました。 
・ワークシートを使って生徒に何を学ばせたいのかを考えて作られていて自分の作り方を反

省しました。辞書指導、参考にさせていただきます。 
・辞書指導は少しだけ行っていますが、授業時数の増える来年度は本格的に導入していこう

と考えています。「～する人」「～er」で終わる語を書く活動は生徒も取り組みやすく辞書

を引く意欲がわくと思いました。 
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・辞書の使い方、３年生でも使えるワークシートを提案していただきました。自分でプリン

トを作ること（あのような種類のもの）はなかったので参考になりました。 
・English Supplement を毎回やっていくと力がついていくと思いました。時間がかかりそ

うなので、宿題にしたいと思いますが、宿題にするとやってこない…という可能性もあり

…でもいろいろ私もやってみたいと思いました。 
 
 ８月１日（月） 港区赤坂中学校 

 金子健次郎教諭によるワークシップ  

・コロケーションを調べた目的とまた意識して教えた場合の効果がはっきりしなかった目的

（教師が教える場合に必要な「知識」ということ？）効果（書く力につながるのでしょう

か？）歌と辞書指導の関連性がはっきりしなかった。例の部分は意訳が多く、あれらの意

訳を引き出すためにどう辞書は機能したのでしょうか？ 
・色々と参考になりました。ただもう少しご用意くださった資料に対して丁寧な説明がほし

かったです。資料４などは事前に先生が説明をひかせると決めていた語のリストなのだと

推測しますが、下線部のニュアンスの部分など少々疑問に思うところです。また歌のリス

ニングですが、辞書指導とのからみをもう少しお話を伺いたかったです。（残り５分ほどあ

まっていたので、それほどいそがなくても良かったのではないでしょうか？） 
・コロケーションがわからなかった私にとって、今日の説明は一番わかりやすく納得できる

ものでした。また、活動も実際にやってみて楽しく集中できるものでした。定着したとい

う実感は１回ではわかなかったですが、毎回やっていれば飽きる前に語順など身につくも

のなのでしょうか。主に担当しているのは３年生なので別のやり方が必要と思いますが、

辞書について先生がおっしゃったように“生徒を見て、徐々に”していきたいと思います。 
・辞書指導、毎日必ずひかせるために先生が苦労なさっていたことに頭がさがります。まだ

まだ私にもやるべきことがたくさんあります。学校の施設や生徒のせいにしてやれること

をやっていない自分に気づきました。 
・まさしく「いまさら聞けない…」な状態での参加でしたが、分かりやすく教えていただき

助かりました。辞書指導を始めるにあたり、どうしたら意味のある楽しい辞書指導ができ

るかと考えていましたが、非常に参考になりました。特に歌の日本語訳は楽しそうに思い

ます。ぜひやってみたいと思います。 
・辞書指導の実践発表はとても参考になりました。歌の指導の中で訳を自分で考えさせるこ

とで、英和辞書が効果的に使うことができると思いました。自分の授業でも生かしたいと

思います。コロケーション指導もとても勉強になりました。中英研のホームページにさっ

そくアクセスしようと思います。 
 
 横山 牧子教諭によるワークショップ  

・実際に実演していただき、わかりやすかった。英語で導入していただきありがとうござい

ました。音読テストや ALT との QA のやり方など教えて頂き、参考になりました。 

・topic に関する単語を書かせる活動は表現活動につながりやすいと思いました。また、英語

でとにかく書いてみようという意識が高まるので、英語が苦手な生徒も取り組めると思い

ました。 
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・category writing いいですね。３年生でもいけそうです。word search などは 1 年生でできそ

うです。行ったことはありますが、いつもやりっぱなしでした。それを辞書に持って行く

というのが辞書指導のイメージが少しできました。 

・たくさんの単語を漠然とまなぶよりも、カテゴリーに分類して、まとめて覚える、かける

ようにすると効率がよいとわかりました。 

・warm-up で使える表現（袋の中のものをあてるゲーム）も楽しそうですぐとりいれられる

ものでした。３学年それぞれ学期ごとに指導計画が書かれていて参考になりました。音読

テストのやり方も全員の前でというのが驚きでした。 

・生徒とのやりとりをとても大切にされており、引き込まれる手法で大変学ばせて頂きまし

た。 

・私も２年生後半より、Dictation test と category  writing を始めたいと思っているので、

今日は大変参考になりました。また Teacher  Talk の大切さも再確認でき、有意義なワー

クショップでした。 

 

 ８月１７日（水）大田区立貝塚中学校 

 江濱 悦子教諭によるワークショップ  

・“keep trying”, ”Today’s goal”など毎回の授業で大切なことをしっかり提示しているところ、

とてもわかりやすいと思いました。楽しい活動から語い、表現へと流れていくところがお

もしろく、参考になりました。自己表現の活動では英語以前に書く内容が決まらない、わ

からないという生徒も多く、例を出しながらやっているところです。生徒が描いた絵、

上手ですね。こういうストックがあるのはいいなぁ、と思います。 
・”語い“を繰り返して、いろいろな方向から教えられていて自然に身につけさせると感じた。

最後に文章を書かせて単語を活用させるところまで持っていくのが大事だと思った。 
・ペアワーク、グループワーク、ジェスチャー、先生の指示での活動など、活動のバリエー

ションが豊富で何度も口に出すことができ、自然に語いが身につくことが実感できました。

手書きの教材に愛情を感じました。 
 
 関口 智教諭によるワークショップ  

・中学生の辞書を使う意義を知ることができ、本当にためになりました。辞書を活用して語

彙だけでなく、英語全般により興味を持たせることができ、辞書指導をもっと充実してい

きたいです。 
・辞書指導の必然性から始まり、指導の具体例についてわかりやすく紹介していただきまし

た。「辞書はクツのようなもの」とてもわかりやすいし、生徒たちにも伝えやすい表現だと

思いました。使い込んで世界にひとつの自分だけのもの、自分にフィットしたものにカス

タマイズしていく．．．この姿勢は生徒に伝えたいです。時間が足りなかったのは残念です

が、残った部分はわれわれ参加者が補充していかねばならない部分だと思います。自身も

辞書指導を体系的に取り組んだ指導計画作りなどがんばっていこうと思います。 
・1 年生で辞書指導をやめてしまっていましたが、2 年生、3 年生と積み上げていく大切さを

学びました。学べることがこんなにあるんだと知りました。辞書は先生ですね。これから

は 1 日 1 回は引かせていきたいです。 
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・辞書を引かせる前に事前に教師が内容を把握しておくことが重要だと思いました。ただ、

調べた単語の意味を覚えるだけでなく、今まで思っていた意味との違いや、理解の確認が

できるのが、生徒にとっては面白く、興味を持てるということを教えていただいたので、

実践していきたいです。 
・自分の辞書指導のあり方をもう一度考えさせていただいたワークショップだった。なぜ、

学年があがるにつれて辞書指導を行わないのか。学習指導要領の改訂からもわかるように

来年からはどの学年でも辞書指導をしていかなくてはならないと感じた。辞書を購入する

ときのポイント…やはり今の自分にあったものがベストということで中学生用辞書を購入

させる。改めて実感し、生徒たちにも勧めていきたい。そして、辞書の意義を再確認した。

2 学期からは、いつも机の上に辞書を置かせて授業を進めていきたい。自立した学習者を

育てたい。 
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７ 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 
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V 今後の課題 

 

研究部では、今年度、以下の研究を行った。 

 

 (1) 研究部員による辞書指導の実践、および生徒の辞書使用の実態とその有効性に関する

調査の分析。 

 (2) ジュニア版英和辞書の研究。 

 

今後の課題として次の点があげられる。 

 ① 生徒にどのタイミングで、何を辞書で引かせるか。 

（授業の中での辞書指導の位置づけ） 

 ② 辞書指導の効果を検証し、生徒の語い習得にどのような変容が見られるか、データを

とって検証する。 

 ③ 辞書指導を通して、授業と自学をどのように関連させるか。 

 ④ 生徒が辞書を使用する上で、語義を調べる以外にどのような情報が有効か。 

 ⑤ 生徒が使用する辞書をどのように整備するか。 
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Ⅵ 参考文献   

          
   Dictionary Activities  Cindy Leaney  2007  C.U.P. 
   Learning Vocabulary in Another Language   Nation.I.P.   2001  C.U.P.  
 「英語辞書をフル活用する７つの鉄則」磐崎 弘貞 2011 大修館 

  「英語授業の「幹」をつくる本(上巻・下巻)」北原 延晃 2010 (株)ベネッセコーポレーション 
「英語語彙習得論」投野 由紀夫 1997 河源社  

  「英語辞書の使い方ハンドブック」日臺 滋之 2009 明治図書 
「英語の語彙指導 あの手この手」毛利公也  2004 渓水社 

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

  「COLUMBUS 21  ENGLISH COURSE (1～3)」2005   光村図書出版(株) 

  「NEW CROWN  ENGLISH SERIES New Edition (1～3)」2005    (株)三省堂 

  「NEW HORISON  English Course (1～3)」2005   東京書籍(株) 

  「ONE WORLD  English Course (1～3)」2005  教育出版(株) 

  「SUNSHINE  ENGLISH COURSE (1～3)」2005    開隆堂出版(株) 

  「TOTAL ENGLISH (1～3)」2005  学校図書(株) 

「オーロラ英和辞典」2002 編著者 金谷 憲  (株)旺文社 

「くもんのグリーン英和辞典」2006 編著者 高橋 潔 (株)くもん出版 
「サンシャイン英和辞典」2010 編著者 青木昭六 (株)開降堂 
「ジャンプ英和辞典」2004 編著者 五島正一郎  (株)小学館 
「ジュニアアンカー英和辞典」2010 編著者 羽鳥博愛 (株)学研教育出版 
「ジュニアプログレッシブ」2007 編著者 吉田研作 (株)小学館 
「初級クラウン英和辞典」2006 編著者 田島伸悟 (株)三省堂 
「スヌーピーの英和辞典」2002 編著者 C.Schulz 山田侑平 (株)角川書店  
「チャレンジ英和辞典」2008 編著者 橋本光郎 (株)ベネッセコーポレーション 
「ニューホライズン英和辞典」2010 編著者 浅野 博 (株)東京書籍 
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Ⅶ 編集後記 

 未曾有の大災害である東日本大震災の直後からスタートした平成２３年度。日本国民の誰

もが将来への大きな不安を抱えながら自分にできることを模索してきた１年間でした。教育

界にあっては新学習指導要領へ移行する前の大事な１年間。十分な準備はできたでしょうか。 

 東京都中英研研究部は今年も昨年に引き続き「辞書指導」をテーマに１年間研究活動と実

践を続けてきました。具体的には次の２点になります。 

① ジュニア版英和辞書の研究 

 現在市販されている中学生向けの辞書を調査・研究しました。この種の研究はこれまで行

われてこなかった研究です。 

② 生徒の変容の調査 

 辞書を使ってどんな発見があったのか、どんなところがよかったのかを部員の所属校の生

徒にアンケート調査をしました。各校から上がってきた調査結果を分析しますと、辞書指導

の有効性がわかります。 

 今後の課題としては、辞書指導の有効性をデータ面から立証することです。辞書指導をす

る前とした後での語彙力調査が欠かせません。来年度は複数のデータをとった調査を行いた

いと思います。また新しい教科書に変わって指導語彙もこれまでとは違ってくるので部員ひ

とりひとりが使う教科書の語彙研究も同時に行う必要があります。過去に行って効果のあっ

た研究を来年度また行うことも視野に入れています。先生方の教材研究の一助となるべくま

た新たなスタートを切ります。 

 最後になりましたが、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２４年２月２３日 研究部長 北原延晃（港区立赤坂中学校） 

 

参考資料（昨年度編集後記から再録） 

・新旧学習指導要領における辞書指導に関する相違点 

 

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） 

 

・中学校学習指導要領解説外国語編 

 

 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。 

                                                      （下線はキーワード） 
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今年度の研究に携わった研究部員（東京都中学校英語教育研究会研究部） 

 

北原 延晃（港区立赤坂中学校）      

関口  智（江戸川区立清新第一中学校）  

福井 洋子（町田市立鶴川第二中学校）    
大貫 由季（町田市立山崎中学校）     
岡﨑 伸一（品川区立小中一貫校日野学園）

金子健次郎（大田区立大森第七中学校）  

江濱 悦子（大田区立貝塚中学校）     

中川 智子（大田区立大森第十中学校）  

石井  亨（千代田区立九段中等教育学校）

原田 博子（江東区立深川第一中学校） 
渓内  明（千代田区立九段中等教育学校）

横山 牧子（狛江市立狛江第一中学校）  
坂田 恵子（板橋区立板橋第二中学校） 
上尾栄美子（江戸川区立篠崎第二中学校） 

太田恵理子（江戸川区立西葛西中学校） 
前田   宏美 (葛飾区立桜道中学校) 
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