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Ⅰ あいさつ 

都中英研を支える研究部の実行力 

                      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。今年度から各中学校では新学習指導要

領が全面実施されています。都内でも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。 
これまで研究部の発表会に参加し、印象深い授業の一つに、昭和５６年度、千代田区立練成中

学校、小林幸子先生の授業が挙げられます。実生活に密着し、表現に力点を置いた授業展開で、

教科書中心に授業を展開していた私たちには、衝撃的で当時としては大きな示唆を与えたモデル

授業となりました。指導講師の若林俊輔先生が、辛口のお話の中にも一定の評価をされたことを

未だに記憶しています。その年は「外来語と英語教育（５）」の発表があった年でもあります。そ

れから実に３０年以上の長い歴史を重ねています。しかも終始一貫して“語い”にこだわり続け、

妥協を許さない熱心な研究に一種の執念のようなものを感じています。 
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、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。 
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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：森住  衛（大妻女子大学） 
 
 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（千代田区立練成中学校） 
            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学） 
 
 1982 (昭和 57) 年度 「外来語と英語教育（６）」 

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

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

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

                      －「英語基本語い 1000 語」と「補足 460 語・外来語（英語）400 語」 
         Interim Report 
                 「外来語と英語教育（９）」 
         言葉遊びをとり入れての指導実践例－ 

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

                      A.英語・基本語い 1000 語・Appendices 
                      B.授業の中でどのように語いをふやすか 
                      C.CLT（Communicative Language Teaching）について 
           研究授業者：日薹 滋之・Ms. Yvonne Broekman (Australia) 

（新宿区立牛込第三中学校） 
           指 導 講 師：隈部 直光（大妻女子大学） 
 
 1987 (昭和 62) 年度 「語いと英語教育（11）」 

         A.基本語いの定着化－授業の中でどのように語いをふやすか (Part2)－ 
          （ Bingo Game,  Guess Work,  Pair Work & Skit を行って ） 
         B. CLT（Communicative Language Teaching）と CF (Communicative Function) について 
      －東京都公立中学校で使用されている４種類の教科書に現れる 
         Functions（言語機能）/ Forms（言語形式）の学年別 Function List－ 
         C. Assistant English Teacher に関するアンケート調査のまとめ 
         －AET 導入の年数・採用方法・派遣状況・派遣時数・その他－ 
 
           研究授業者：青木 弘子・Mr. Phillip Roberts (Australia) 

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

A. NHK ラジオ続基礎英語（1986.4～1987.3）の dialogs に現れる 
伝達機能とその言語形式 

B．日常の授業で活用できる伝達機能とその言語形式 
    研究授業者：福井 康真・Ms. Robarta Schudrick (U.S.A.) （千代田区立九段中学校） 
    指 導 講 師：萩野  浩（聖徳短期大学） 
 
 1989 (平成元) 年度 「語いと英語教育（13）」 

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

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

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

（江東区立深川第七中学校） 
           指 導 講 師：島岡  丘（筑波大学） 
 
 1991 (平成３) 年度 「語いと英語教育（15）」 

               日常の授業で活用できる言語機能とその言語形式（続々） 
          －意志・感情にかかわる機能の言語形式の Register について－ 
           研究授業者：二宮 正男（狛江市立狛江第一中学校） 
           指 導 講 師：青木 昭六（愛知学院大学） 
 
 1992 (平成４) 年度 「語いと英語教育（16）」 

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

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

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

            Teacher Talk (1) 
                  研究授業者：杉本  薫（墨田区立両国中学校） 
                  指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学） 
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 1993 (平成５) 年度 「語いと英語教育（17）」 

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

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

Teacher Talk (4) 
                  研究授業者：石井  亨（江東区立南砂中学校）・Mr. John Walding(U.K.) 
                  指 導 講 師：佐野 正之（横浜国立大学） 
 
 1996 (平成８) 年度 「語いと英語教育（20）」 

研究部の歩みと「語いと英語教育」第１集～19 集のダイジェスト版 
                  研究授業者：長  勝彦（墨田区立両国中学校） 
 
 1997 (平成９) 年度 「語いと英語教育（21）」 

Teacher Talk (5) 
Student Talk (1) 

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

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

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

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

語い指導 (1) 
                  研究授業者：門松 裕之・佐藤 恵美（墨田区立文花中学校） 
                  指 導 講 師：山内  豊（東京国際大学） 
 
 2002 (平成 14) 年度 「語いと英語教育（26）」 

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

語い指導 (3) 
                  研究授業者：明石 達彦（港区立御成門中学校） 
                  指 導 講 師：木村 松雄（青山学院大学） 
 
 2004 (平成 16) 年度 「語いと英語教育（28）」 

語い指導 (4) 
                  研究授業者：関口  智（葛飾区立常盤中学校） 
                  指 導 講 師：相澤 一美（東京電気大学） 
 
 2005 (平成 17) 年度 「語いと英語教育（29）」 

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

語い指導 (6) 
                  研究授業者：田口  徹（府中市立府中第二中学校） 
                  指 導 講 師：長  勝彦（武蔵野大学） 
 
 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（東村山市立東村山第二中学校） 
                  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（昭島市立瑞雲中学校） 
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  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） 
 
2012(平成 24) 年度 「語いと英語教育(36)」 

辞書指導 (３) 
                  研究授業者：金子健次郎（大田区立田園調布中学校） 
                  指 導 講 師：田尻 悟郎（関西大学） 
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Ⅲ 昨年度の研究のあらまし 

 
 平成２３年度は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、当時出版されていた 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。

その結果を「辞書比較リスト」にまとめた。そして、各部員が生徒に「辞書を使った学習に関す

るアンケート調査」を行い、その結果から辞書指導の効果を検証した。 
 また、辞書指導を含めた語い指導の実践例を「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(3)「効果の検証」  

 
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、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、辞書指導について研究し、指導の効果を

検証した。 

  今年度も研究部主催第 11 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 160 

名の先生方に参加いただき、辞書指導を中心とした実践例を紹介した。 

  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２４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）、所属学年、指導学年、指導形態（TT,少人数）、使用教科書 

・研究部担当副会長・・・松岡敬明校長（武蔵野市立武蔵野第一中学校） 

・部 長：北原延晃 

・副部長：石井 亨、関口 智、原田博子 

○語い指導ワークショップ部会（企画・立案・運営） 

       チーフ：石井副部長  部員：渓内、江濱、岡崎、金子、八木 

○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：原田副部長  部員：坂田、太田、福井、中川、品川、壽原、大貫、横山 

○ＨＰ・庶務部会（ＨＰの管理と運営） 

       チーフ：関口副部長  部員：前田、上尾 

       記 録：北原   

       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(3)「効果の検証」 

  ５月２２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：授業公開候補者検討 
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   ６月１４日 港区立赤坂中学校にて 

   ・辞書指導について効果の検証を報告 

   ・「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１０日 港区立赤坂中学校にて 

   ・辞書指導について効果の検証を報告 

    ・「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 

   ・公開授業者検討 

７月３０日 大田区立田園調布中学校にて 

   ・「夏の語い指導ワークショップ」 第１日目 

     発表者：渓内「１時間の授業で『いつ』辞書を引かせるか」 

金子「『辞書を引くこと』の意味と方法」 

大貫「1年生：辞書指導の導入と 

New Horizon 1 を使った１学期の辞書指導実践」 

   ８月１日 千代田区立九段中等教育学校にて 

   ・「夏の語い指導ワークショップ」 第２日目 

     発表者：関口「中学 3年生を自立した学習者に育てる語い指導」 

上尾「授業で行う辞書指導－New Horizon 3 年生－」 

石井「授業での語い指導…New Horizon 中学 2年 1学期」 

   ８月２１日 品川区立荏原第六中学校にて 

   ・「夏の語い指導ワークショップ」 第３日目 

     発表者：前田「TOTAL 2 の単語で何を辞書で引かせるか考える」 

江濵「日本文化説明のための語い指導…中学 3年生」 

岡崎「New Crown1 年で何を辞書で引かせるかを考える」 

   ９月２７日 港区立赤坂中学校にて 

   ・辞書指導について効果の検証を報告 

   ・「夏の語い指導ワークショップ」反省 

   ・研究部研究発表会公開授業者決定：金子健次郎（大田区立田園調布中学校） 

１０月１６日 港区立赤坂中学校にて 

   ・辞書指導について効果の検証を報告 

   ・研究部研究発表会指導・助言者決定：田尻悟郎教授（関西大学外国語学部） 

   ・研究冊子原稿分担および研究発表者の決定 

 １１月２０日 港区立赤坂中学校にて 

   ・辞書指導について効果の検証を報告 

   ・研究冊子原稿推敲 

   ・指導案検討 

  １２月１３日 港区立赤坂中学校にて 

   ・研究冊子原稿推敲 

    ・指導案検討 
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   １月２１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２２日 大田区立田園調布中学校にて 

    ・公開授業：金子健次郎（大田区立田園調布中学校） 

・研究発表：「語いと英語教育（36）」－効果の検証－辞書指導（３）     

・指導・助言者：田尻悟郎教授（関西大学外国語学部） 

   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 

 
 今年度は、昨年度課題となった、辞書指導の有効性をデータ面から立証することを主眼に、

データの収集とその内容の検討を行った。今年度、新学習指導要領の全面実施に伴い教科書が

変わったことで、指導語いも今までとは違ってくることを踏まえ、部員それぞれが使っている

教科書をもとに、実際に生徒に辞書を引かせて効果のあった具体的な実践事例を集めた。 

各事例では基礎データとして学年、教科書名、レッスン名、セクション、指導時期、指導場

面、生徒の反応、新語か否かを記載し、具体的に指導の様子がわかるようにした。 

実践事例は、月に１度の部会で報告し、部員相互で意見交換をしながら指導の有効性を確認

した。授業の中での辞書指導の位置付けや、生徒が辞書を使用する上で語義以外でどのような

情報が有効か、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、指導した語いの選

定理由など、様々な観点からデータ分析を行った。 

また、辞書指導時の生徒の反応やつぶやきも話題にあげ、生徒の語い習得の過程でどのよう

な変容が見られるかについても探った。 
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３ 辞書指導実践例 １年～３年 

 
本ページより掲載の実践例は効果的な辞書指導の実践例をまとめたものである。下記の点を

共通事項として掲載している。 
①使用教科書 ②対象学年 ③指導事項（教科書本文や、指導する際のタイミング、生徒 

の反応等） 
また、あわせて昨年度及び今年度の、辞書指導の効果検証も掲載している。辞書指導を通し

て生徒が身につけたと感じている力を、箇条書きあるいは表にしてまとめてある。 
 

１ 教科書【New Horizon】 

a① 大貫由季 ６月 練馬区立豊渓中学校  
効果のあった辞書指導の事例１年生（教科書は New Horizon を使用） 
１ 辞書ひき開始 ５月初め    
２ 初の指導：辞書は貸し出した。 アルファベット順の確認、小文字一文字（t / l / y）か

ら引かせた。早くひけるようにすることが目標。 
３ ２回目以降１学期の間は辞書の早引き競争が中心。授業の初めに毎時間引く時間を設け

た。 
４ 引かせた語句 

・教科書の warm-up のページで出てきた、皆が知っている単語 cat / dog など 
・短い単語（新出）：Unit 1①[ am ]  /  Unit 1②[in] /  Unit 2①[my]  

     苦手な子でも引こうという気持ちになる。 
     早く引けたときはとてもうれしそうな表情で、ガッツポーズをしている。 

・聞いたり話したりした単語書で再確認した：Unit 1①[ I ][ you ] Unit 2①[this][that] 
教科書新出の前に導入し、教科書導入時に辞書で確認した。 

・長い単語（新出）：Unit2②[favorite] /  Unit2③[friend] 
     わりと得意な生徒が頑張っていた。難しいけど引けたあとの達成感がある。 

５ その他 
・辞書にはアンダーラインを引かせた。「これ、ひいたことあるね。」と２回目に引かせ

たときに声があがった。 
・付箋をつけている生徒がいる。付箋をつけることが楽しみになり辞書ひきを楽しみに

している。 
a② 大貫由季 ７月 練馬区立豊渓中学校  
効果のあった辞書指導の事例１年生（教科書は New Horizon を使用） 
Unit 3-1   like （新語） 

動詞の意味を見つけるように指示した。辞書を引くときに発音を指導すると生

徒も真似をして発音しながらひいている。 
Unit 3-1   play（新語） 

         動詞の意味を見つけるように指示した。例文から play の後にどんな単語が 
きているかをたずねた。play baseball などスポーツがくる。楽器がくる 
ときは play the piano のように the がつくことを確認した。Unit3-2 では play the 
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piano の形で出てくるので、あえて確認をした。 
Unit 4-1  see（新語） 

        教科書本文では I see. の表現で初出のため、see が動詞であること、よく 
使う意味などを確認し、例文や連語表現の部分で教科書と同じような使い 
方を確認した。２語以上の単語の意味は辞書の 後の方にでているなども 
伝えた。 

A③ 大貫由季 ９月 練馬区立豊渓中学校  
効果のあった辞書指導の事例１年生（教科書は New Horizon を使用） 
Multi +1 自己紹介 after school  

I play tennis after school. 導入が終わり内容も確認した。after /school どちらで引くのか辞

書を引かせて確認した。熟語の位置も確認した。 
どちらにも出ているが、文の中で説明している場合と連語として説明している場合があ

る。辞書によっても違う。 
Unit 5 -1   change 

Here’s your change.という文。導入をして、おおまかな内容を理解した後で

change は動詞ででてくる。生徒は「変える、変わる」と発言した。「文章をよ

んでごらん。」と指示し、名詞を選ばせた。小銭と書いてある辞書もあるので

「小銭？」といった生徒がいた。この文の中の意味として一番良いのは何か

な？とたずねると「釣り銭、おつり」と選んでいた。教科書と同じ例文が使わ

れている辞書が多いので、その文にアンダーラインを引いていた。 
A④ 大貫由季 １０月 練馬区立豊渓中学校  
効果のあった辞書指導の事例１年生（教科書は New Horizon を使用） 
Unit 5-3  any （新出） 

I don’t have any nets.とういう文。 導入が終わり、内容も確認した。理解しにく

い部分もあるため、疑問文や否定文で使うことを辞書で確認した。 
Unit 6-2  home（新出） house（既習） 

She has an Akita dog at home.という文。 導入をし、内容理解をしているときに

home の意味は確認したが、同じ本文で But her house is near San Francisco.という

文がでてきていて、house との違いに疑問を持った生徒が多くいたため辞書を引

かせて比べさせた。同じように使えるが、house は建物、home は家庭の意味が

強いことを確認した。建物だけの絵と家の中に人が描いてある絵をみて「なるほ

ど」と言っていた生徒もいた。 
Unit 6-3  well （既習） 

Unit5-2 で How many CDs do you have? Well, about eighty.で既習。 
ここでは She doesn’t know the rules well.と意味としては新しいので、再度確認し

た。 
A⑤ 大貫由季 １０月 練馬区立豊渓中学校  
効果のあった辞書指導の事例１年生（教科書は New Horizon を使用） 

    Unit 8-3  with （既出） 
本文は Becky, that woman with short hair…  
導入が終わり、内容を確認しながら辞書を引かせた。 
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Unit 7-1 では新出語いとして以下の文の中で学習した。Today I’m with  
some junior high school students.「～を持って、～を身につけて」という意味もあ

ることを確認した。似たような英文に線を引かせた。「青い髪の女性」が書いて

あるなど自分で教科書と同じような使い方をしてさがせていた。 
今回の Unit では前置詞が多く出ていたので、既習の前置詞をプリントを使って

復習した。辞書の例文をみるときに、一緒に使われている語（前置詞のあとの単

語）も一緒に覚えるといいことをアドバイスした。 
 
A⑥ 関口 智 ６月 江戸川区立清新第一中学校  
中学３年（教科書は New Horizon）時期は５月上旬 
授業における辞書指導の場所は Explanation（本文の内容解説）の中で行った。本文の内

容を生徒とともに確認していく際に辞書を用いた。 

Unit 1(2)   move （新語）（教科書の例文：It was very moving.） 
生徒は「動く、動かす」という意味を知っているが、「心」までも動かす意味

を知らせたかった。生徒に意味を予想させてから調べさせた。 

Unit 1(2)  I hear （新出熟語） 
（教科書の例文：I hear there are sign language classes at City Hall.） 
予想可能な意味ではあるが、「聞く、聞こえる」とは用法が異なるので、確認

させた。「～だそうだ」というのは生徒にとっては新鮮に響いた。 

Unit 1(2)  hold （新語だが、昨年クラウンの生徒にとっては２年で既出語） 
（教科書の例文：When are they held?この they は sign language classes を

指す。） 
昨年クラウンの教科書で「持つ、保持する」の意味で出て来ているが、ここで

はその意味では 内容がつかめない。数多くある意味の中で、この内容に合う

意味を調べさせた。 
A⑦ 関口 智 ７月 江戸川区立清新第一中学校  
中学３年（教科書は New Horizon）時期は７月上旬 
Unit 3(4)  thanks to (新出熟語)  

（教科書の例文：Thanks to fair trade, our cacao beans can be sold at a  
higher price.） 
授業における辞書指導の場所は Explanation（本文の内容解説）の中で行った。

本文の内容を生徒とともに確認していく際に辞書を用いた。これまでは thank
に続く前置詞として for が出てきているが、to に関しては初めてである。どん

な意味に使われているか予想させた後で、辞書を引かせて確認させた。今思う

と for との意味の違いに関しても比較させておくべきであった。 
Unit 3(4)  right (新出語だが、生徒が１年で使っていたクラウンで既出。) 

（教科書の例文：To eat, drink, and learn is the right of every child.） 
辞書指導の醍醐味は生徒が今まで知っている意味では太刀打ちできない時に味

わえる。まさにこの right はその好材料である。ほとんどのクラスで「権利」

という意味を知っている生徒はいなかったので、生徒は一体何の意味だろうと

興味津々であった。引かせる手順として、You’re right.の right は形であるが、
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この場合は the があるから・・・と尋ね、名であることを理解させてから引か

せた。 
Unit 3(4)  Best wishes (wish は既出語扱いだが、昨年クラウン使用の生徒にとっては新

語。) 
（教科書の例文：Best wishes, Rita） 
教科書の巻末には手紙の「結びの語句」程度しか書いていないので、辞書の

必要性が明白になる語句である。熟語を引く際にどの語をもとに引かせるか

を考えさせることが必要であるが、そのいい例でもある。意味の中心となる

語をもとに引かせるのであるが、best と wish とではどちらが意味の中心にな

っているかを聞いた。また生徒がまごつかないように With が付くこともある

よと(With) best wishes として引かせた。「ご多幸を祈って」が多かったが、辞

書によっては「ご自愛ください」などもあった。 

A⑧ 関口 智 ９月 江戸川区立清新第一中学校  
中学３年（教科書は New Horizon）時期は９月上旬 
Unit 4(1)  How about ～ing? （新出熟語）（教科書の例文：How about going to see sumo?） 

授業における辞書指導の場所は Explanation（本文の内容解説）の中で行った。

本文の内容を生徒とともに確認していく際に辞書を用いた。how から調べさせ

て、How about ～ ing?にたどり着かせた。意味を考えさせずに、いきなり調べ

させてしまったが、文脈から意味を考えさせた後で、確認させるべきであった。 
Unit 4(2)  fun (クラウンの 2 年で既出。) （教科書の例文：That sounds like fun.） 

これまで、“That sounds great.” “That sounds interesting.”のように、sound の後に

形容詞は来ているが、今回の”That sounds like fun.”の形は初めてである。like が

前置詞であることに気づかせる。次に前置詞の後にくるものは何かと考えさせ

て、「あっ、fun ってもしかして名詞？」という気持ちにさせて辞書を引かせた。

初から fun は名詞だと教えてもすぐにピンと来ないが、この状況では効果的

に覚えることができた。 
Unit 4(3)   most (クラウンの 2 年で既出。) 

（教科書の例文：But most of them knew little when they came to Japan.） 
2 年の教科書では長い単語の 上級を表すための副詞として使われていた。こ

こでは Most of them とあり、名詞として使われていることに気づかせてから、

辞書を引かせた。今までの知識では解決できず、何か他に意味があるらしい。

ぜひ、知りたいという気持ちを持たせてから、辞書を引かせると生徒は喜々

として辞書指導に取り組んでいた。 
Unit 4(4)  put on（新出熟語）（教科書の例文：One day he put on a new yukata.） 

生徒は“wear”をすでに「着る」として知っているので、“put on”との意味の違

いをコラムを読ませて確認させた。と同時に“take off”も一緒に覚えさせた。

何も知らない段階から、3 つを教えるのは生徒にとって酷であるが、すでに

“wear”を知っているので、覚えやすかったようである。辞書を使うと関連語

(句)が身に付くのでどんどん使おうという気持ちにさせられる。 
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A⑨ 関口 智 １０月 江戸川区立清新第一中学校  
中学３年（教科書は New Horizon）時期は１０月上旬 
Speaking +3  take（１年で既出）（教科書の例文：Take the Nishi Line to Mita.）  

授業における辞書指導の場所は Explanation（本文の内容解説）の中で行った。

本文の内容を生徒とともに確認していく際に辞書を用いた。これまで takeは「連

れて行く、持っていく」、「（写真）を撮る」「（風呂）に入る」などが出て来たが、

文脈から、意味を予想させて意味を確認させた。 
    Speaking +3  should（既出語）（教科書の例文：Which line should I take from Mita?）  

「～すべきである」という義務的な意味だけだしか知らないとこの語の使用範

囲が限定されてしまうので、「～すればよい」という軽い意味でも使われること

が多いことに留意させた。 
Unit 5(1)     against（新語）（教科書の例文：Electronic Dictionaries---- For or Against） 

綴りが似ている again と混同しそうなので調べさせた。第一義の「～に反対し

て」を確認して、対義語を尋ねた。辞書には for が出ているので驚いていた。 
Unit 5(1)  for (クラウンの 1 年で既出。)  

（教科書の例文：Electronic Dictionaries---- For or Against） 
教科書に出てくる順番は前出の against より前だが、効果を狙って、敢えて

against の後にした。against の対義語に for を見つけさせた後、for には実際に

そんな意味があるのだろうかと問いかけ、確認させた。生徒は興味を持って

取り組んでいた。多くの意味の中から見つけたい意味を探させることはとて

も大切である。 
Unit 5(1)  land（新語）（教科書の例文：What is the largest animal living on land?） 

生徒は land と言うと、「国」を思い浮かべることが多い。しかし、ここでは「国」

では意味が通らない。どんな意味か予想させた後で、引かせてみた。 
A⑩ 関口 智 １１月 江戸川区立清新第一中学校  
効果のあった辞書指導の事例 中学３年（教科書は New Horizon） 
時期は１０月下旬 
Unit 5(3)   light（新語）（教科書の例文：Electronic dictionaries are lighter and easier to carry.） 

日本語にもなっているので、“light”で生徒がまず思い浮かべるのは「明かり」

である。しかし、それでは意味が通らないので、文から意味を予想させてから、

引かせた。「軽い」だけではなく、響きが似て覚えやすいので、「明るい」にも

言及しておけばよかった。 
Unit 5(3)  take (既出語) （教科書の例文：Finding words in printed dictionaries takes time.） 

文脈から意味は取りやすいので、意味を予想させてから調べさせた。たくさ

んの意味の中から必要な意味を探し出すよい訓練になった。生徒は改めて

“take”の意味の多さに驚いていた。 
Unit 5(4)  true（新語）（教科書の例文：That’s true.） 

辞書で意味を調べさせるとともに、対語である“false”にも目を向けさせた。辞

書を引くと対語もわかり、語いが豊富になることを確認した。 
Speaking +4  leave（クラウン２年で既出）（教科書の例文：But can I leave a message?）  

クラウンの２年で「去る」の意味で出て来たが、それでは意味が通らない。こ
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こでも「残す」という意味を予想させてから、引かせてみた。また、２つの意

味を生徒の記憶に定着させるために、「去っていった後に何かを置いていったり、

残していったりすることがあるでしょう？単語の意味はこのように広がってい

きます。」と説明を加えた。 
 

A⑪ 石井 亨 ７月 千代田区立九段中等教育学校  
効果のあった辞書指導の事例 学年：中学 2 年 単元：Unit 3 My Future Job p.22～25 
指導時期：6 月 11 日～15 日  辞書：三省堂 Ace Crown 英和辞典 
Unit 3(1)  join (新語)     本文 Q：Why did you join the English club ? 

よく生徒が英文を書く際にまちがえることの１つに、「部活」がある。部活動に

すでに入部しているのに、日本語に引きずられて I joined ～.と書くことが多い。

使用している英和辞典では①「参加する、加わる」とあると指導した。さらに

belong to も指導した。 
Unit 3(1)  other (新語)  本文 A：To speak English a lot. To sing English songs. ～ other. 

語義①もう一方の、残りの②他の、別のを確認してから、教科書の文 other の

意味はどちらだと思うか挙手させた。全員が正解だった。さらに生徒がよく使

いそうな、赤字(重要熟語)の every otherと the other dayも確認し、マーカーした。 
Unit 3(2)  exciting (新語)  本文  That sounds exciting. 

例文 an exciting baseball game は生徒には理解しやすかった。次に excited を調べ

た。relaxed と relaxing の使い方の違いに触れていたので、例文 Don’t be excited.
もわかりやすい例文だった。動詞 excite の意味「興奮させる」の例文 The news 
excited everybody.は生徒に理解させやすかった。 

A⑫ 石井 亨 ９月 千代田区立九段中等教育学校   

効果のあった辞書指導の事例  学年：中学 2 年 教科書：New Horizon 
単元：Unit 4 Home Stay in the United States P.40～43 
指導時期：7 月 2 日～15 日  辞書：三省堂 Ace Crown 英和辞典 
Unit 4(1)  follow (新語)   本文   You have to follow the family’s rules. 

辞書の語義には数字①②③④などがあり、意味の頻度順であることは指導して

ある。教科書の本文で使われている語義は何番目なのかを確認した。辞書では

①ついて行く②続いて起こる③たどる④～に従う、とあり生徒たちは④を選べ

た。 

Unit 4(1)  important (新語)    本文 Communication is important. 
綴りが長い単語は見つけるのに時間がかかった。中学 2 年生は１０秒以内で見

つけるように指導しているが、１０秒で見つけられた生徒は 20 人中 2 人だっ

た。１回で見つけることに魅力を感じてきている。Important の語義を確認した

後、辞書に記載の a very important person が重要人物(＝VIP)に注目させると「あっ

VIP か」という声があちこちから上がった。 
Unit 4(2)  will (新語)    本文 I’ll show you.   基本文 I will show you some pictures 

tomorrow. 
過去の would を確認。辞書中の「ワンポイント・アドバイス」で「will は助動

詞の中で も頻度が高い語で一般的用法は次の２つ a 未来 What time will he 
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come ?  b 意志 I will do it.を指導した。さらに助動詞の頻度表で 1, will 2,can 
3,would 4,could などを読み合わせた。 

Unit 4(2)  Baker(新語) ただし題材語     本文 Mrs.Baker：Sakura, did you sleep well. 
baker を調べさせる。重要語扱いではないので、黒字でフォントも小さく記載さ

れていたので、見つけるのに時間がかかった。baker が「パン屋」であるのを確

認し、baker の前後に記載の関連語も確認した。bakery はカタカナ語として聞い

たことがあるので、「あっ、ベーカリーか」という生徒が 2 人。bake が「(パン)
を焼く」という動詞も確認。職業名が名前になっていることを指導し、他に職

業名が名前になっている単語を知っているか聞いたが、生徒からは出てこなか

った。 
Unit 4(3)  always (新語) ただし旧版で既習語。本文  But my host mother always gives me 

too much food. 
always を引かせる。1 年次にマーカーしていたので、重要度に気がついた顔を

した生徒が多かった。 
辞書にファミリー語として、頻度順に always, usually, often, frequently, sometimes, 
seldom, rarely, never が出ていた。何度も触れさせることを考え、発音指導をし

た。  
Unit 4(3)  must(新語) 本文 You must tell your host mother.辞書中の「意味マップ」①(必要、

義務、命令)「(ぜひ)しなければならない」 ②(断定的推量)「～にちがいない」

を読ませて、教科書では①だが、②の意味でもよく使う、と説明を加えた。 
Unit 4(3)  place (新語)  本文 Eri’s host family always takes her to interesting places. 

辞書で名詞の意味①「場所」の他に②あるべき所③住む所④順位、番⑤座席な

ども読み合わせる。 
さらに動詞①置く、配置する、も見てみる。 

Unit 4(3)  point(新語)  本文 Your host family has its good points. 
辞書で名詞の語義①要点②程度③特徴④点数⑤点数、得点⑥点から本文に合う

意味選ばせ、生徒たちは③を選べた。さらに動詞①指し示す、も読み合わせる。 
Unit 4(3)  laugh (新語)  本文 They like to laugh. 

laugh を調べ、関連語として出ていた smile と giggle などについても確認、発音

指導をした。 
A⑬ 石井 亨 １０月 千代田区立九段中等教育学校   

効果のあった辞書指導の事例 学年：中学 2 年 教科書：New Horizon 
単元：Let’s Read 1 A Magic Box   P.34～37 
指導時期：10 月 11 日～17 日 
辞書：三省堂 Ace Crown 英和辞典 
A Magic Box(1) p.34  drink (新語)  本文  Please drink this. 
意味はわかっているので、辞書中の「日英比較」で drink と他の動詞の使い方を確認する。 
「スープをスプーンで飲む」Eat soup with a spoon. 英語の世界ではスープは「食べる」と

考えると指導した。 
この英語世界の感覚に印象づけられた顔をした生徒が多かった。ただし「カップに入った

スープを飲む」は drink a cup of soup.と言うことも辞書の記述で確認した。「薬を飲む」
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は Take medicine(自作ﾜｰｸｼｰﾄで既習).と言うことも確認した。 
 

A Magic Box(2) p.35 finish (新語)  本文  The old woman finishes the lunch, and looks very 
happy. 
finish の品詞と変化形を確認する。Finish の使い方を選び、指導した。Finish one’s breakfast. 
朝食を(食べ)終わる。 
「one’s」は辞書では、所有格を表すことを指導し、Finish my breakfast. (your, his , her, 
our ,their)を練習する。 
また Finish one’s school. 卒業する、を確認し、Finish my school. (your, his , her, our ,their)を
練習する。 
Finish で色々と表現できることを知り、得をした顔をしていた。 

 
A Magic Box(2) p.35 anything (新語)  本文 Make a wish and you can get anything. 
Anything を辞書で引き、①(疑問文で) 「何か」 (否定文で)「何も～ない」 ②肯定文で

「どんな～でも」の意味を確認した。any は既習だったが、anything を調べる意義があっ

た。  
 

A Magic Box(4) p.37 wish (新語)   本文 Let’s make a wish to get enough food.  Let’s wish 
for money. 
Let’s make a wish の wish は品詞は何か、その理由をたずねる。Let’s wish for money.の品詞

もたずねる。 
辞書でそれぞれの品詞を確認する。既習の「希望する」をたずね、生徒は既習語の hope
を答えた。 
それから辞書で wish と hope の意味の違いを確認した。可能性の低い場合は、wish を使う

ことが載っていて、 
生徒たちも使い方の違いを知って納得したようだった。 
A⑭ 石井 亨 １１月 千代田区立九段中等教育学校  
効果のあった辞書指導の事例  学年：中学 2 年 教科書：New Horizon 
単元：   Unit 6 (1) The Story of Old Clock  P.58～61 
指導時期：11 月 5 日～19 日 
辞書：三省堂 Ace Crown 英和辞典 
Unit6(1)  The Story of Old Clock  P.58   everyone (新語 )   本文  There are clocks 

everywhere in the world. Every は既習。Every がつくと「それぞれ、各々」とい

う意味になることを紹介し、everywhere の意味を考えさせると、「それぞれの

場所」などの発言があった。辞書で意味を確認した。everyone, everything, 
everybody なども確認し、単数扱いになることも指導した。 

Unit 6 (2)  The Story of Old Clock  P.59   Here it is. (熟語)    
本文 Ms.Brown : Is there a book about it ?   Clerk : Yes, there is. Here it is. 
here は既習。Here it is.を板書し、辞書で調べるように指示したが、「どこにあ

るんだ？」という生徒がいた。熟語の調べ方は指導したが、機会があるたびに

指導する必要を感じた。 
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Here it is.を確認した後、既習の Here you are. Here we are.を確認した。そして未

習の Here and there.を指導した。 
Unit 6 (4)  The Story of Old Clock  P.61 move (既習) 本文  and it moved Mr. Work’s heart. 

move は「動かす」という意味で既習。この文では、どのような意味になるか

を考えさせてから、辞書で確認した。何番目の定義が合うかを探すように指示

し、全員が②の定義と答えた。 
辞書では①動かす、動く、移動する、引っ越す ②(心を)動かす、感動させる、

と載っている。 
 

A⑮ 渓内 明 ６月 千代田区立九段中等教育学校  
(1)学年  1 年 
(2)教科書 New Horizon English Course,  Book 1 (東京書籍) 
(3)単元  Unit 3  はじめまして、ブラウン先生  Part 1 自己紹介をしよう 
(4)指導時期 5 月 
(5)教科書本文 I play soccer every Sunday. 
(6) every (新出語) 

      指導場面 教科書本文(story)の oral introduction 後の explanation のとき。 
   ※Sunday は既習語 関連語として everyone は既習 
    ブラウン先生はサッカーが好きで、「日曜日にサッカーをやる」が、Sunday の前に every

という語がある。日曜日にどんな説明がくっついているか？と、語義を類推させた。既習の

everyone と every の関連から、「みんなで日曜日に」という答えが見られた。生徒同士で考

えさせた後に、英和辞典を使って調べるように指示した。「～ごとに」という意味から「日

曜日ごとに、毎週日曜日に」という意味が出てきた。この段階では every の後に名詞の単数

形が置かれる点については言及しなかった。複数形や複数の概念が未習であるからである。

every Sunday から、毎週月曜日、毎週水曜日などを英語で言わせたり、every morning の意味

を考えさせたりした。数名の生徒は答えることができた。every の項目のある右のページに

は everyone が載っており、every と everyone の関連性を見出すきっかけとなった。 
A⑯ 渓内 明 １０月 千代田区立九段中等教育学校  
(1)学年  1 年 
(2)教科書  New Horizon English Course,  Book 1 (東京書籍) 
(3)単元   Unit 6   ベッキーのおばちゃん Part 1  人に紹介しよう 
(4)指導時期  9 月 
(5)教科書本文 She’s a famous journalist. 
(6) famous (新出語) 

     指導場面  
・教科書本文(story)の oral introduction 後に、本文を黙読させる前に、「ベッキーのおばあ

ちゃんはどんなジャーナリスト？」というリーディング・ポイントを与えた。 
journalist は oral introduction で導入済みなので、その前にある famous をリーディングポ

イントとして注目させ、famous がどんな意味かを考えさせた。予習をしていない生徒か

らは「すごい」「すてきな」「えらい」など答が返ってきた。数名の生徒とやりとりを

した後、英和辞典を引かせて、意味を確認させた。 
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・新出語は音声指導が不十分なため、1 年生にとっては辞書を引くにはハードルが高い。 
教科書本文のリーディング・ポイントと関連させることで、辞書を引く必然性が生じ、

辞書を引く事へのモチベーションが高まった。 
・辞書を引かせる語の前後関係から意味を類推しやすいものを選び、生徒に考えさせた後

に、 後に辞書で語義を確認させるという手順が大切だと感じた。 
・同じページで、foreign language も引かせた。 

                                     

２ 教科書【Sunshine English course】 

A⑰ 北原延晃 ６月 港区立赤坂中学校  
効果のあった辞書指導の事例(教科書は Sunshine English Course を使用） 

１年生 

Program 4-1  how（新語）（教科書の例文:How about you?)  

辞書を引かせて、既習の How are you? How do you do? の How の語義は「い

かがで、どんなふうで」であることに気づかせた。Program 4-3 で How many -? 
が出るのでその時にまた引かせて、今度は「どれくらい」を確認する予定。 

２年生 

Program 3-2  hunger（新語）（教科書の例文:Every year people around the world walk  
against hunger on the same day.) 

辞書で引かせたあと形容詞形 hungry を捜させた。この活動は辞書を縦に読

むことになり、辞書に親しむ有効な活動である。また電子辞書ではこの活動は

難しいので紙の辞書をもってこさせる良い理由になっている。開いたページを

俯瞰できる紙の辞書の良さを体験できる。捜す語はたいていすぐ前か後ろにあ

って容易に見つかるし、語彙を増やすのに効果的なので生徒はこの活動が大好

きである。 

Program 3-3  sell（新語）（教科書の例文:We can sell our old books and CDs and get some  
money.) 

sell を引かせて品詞を確認後、「名詞形を探しなさい」と指示した。 初生

徒は seller と言ったが sale を引かせたかった。通常多品詞語はすぐ近くにある

（eye-span 内）が、sale は違うページにある。手こずっていたので、「『売る

こと』ってなんて言う？」「summer ****」とヒントを出すと生徒は「ああ、

セールだ！」と気づき、セールに該当するつづりを考え(sale, sail, sayle)、目的

の語 sale を見つけ出していた。 

Program 3-3  should（新語）（教科書の例文:I don't think we should just throw them away.) 
should を引かせて品詞を確認。「これまでに習った助は？」という発問を

し、can, may, must, will, have to を出させた。 

Program 3-3  away（新語）(throw ～away)  （教科書の例文:同上） 

away を引かせてコアの語義を確認した後、品詞を問うた。副は動詞を修飾

するので前に来る動詞をジェスチャーで示し、～away を言わせた。生徒が言

った phrasal verbs は次の通りである。go away, run away, walk away 
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３年生 

Program 3-1  should  （教科書の例文:We should do something about it.) 
Spiral Worksheet（ＴＭ附属のワークシート 既習語彙と既習文型の復習プリ

ント 北原作成）の中で出てきた should の他に知っている助動詞を言わせた。

クラス全体で can, may, must, will, shall, have to, do, does, did, would, could, might, 
have, need が出された。２年生からの成長がよくわかった。  

A⑱ 北原延晃 ７月 港区立赤坂中学校  
効果のあった辞書指導の事例  
１年生 

Program 4-3  many（新語）（教科書の例文：How many caps do you have?） 
辞書を引かせ、形であることを確認させ、後ろに名詞が来ることを教えた。

次に how を引かせ、How are you?の How と How many?の How の語義の違

いを確認させた。How「どれくらい」many「たくさんの」→How many「い

くつ」となることを指導した。それまで How many でまとめて「いくつ」と

覚えていたのだが、１語１語辞書を引いて「へえ～」という声があがった。 

Program 5-1  with（新語）（教科書の例文：Come with me.） 
辞書を引かせて品詞をチェック。前 は後ろの言葉と一緒におぼえよう、と

説明。既習の from Seattle(Pr.2-2), on Monday(Pr.4-1), for 
breakfast(Pr.4-1), How about you?(Pr.4-1), to the park(Pr.4-1), at Nishi 
Junior High School(My Project 1), in the shogi club(My Project 1), on the 
volleyball team を思い出させた。この日がこれまでに習った前置詞のまとめ

となった。 

２年生 

My Project 4  sleepy（新語）（教科書の例文：I am sleepy.） 
辞書を引かせて形容詞であることを確認させる。次に名詞形を捜させた。

cloud → cloudy, rain→rainy, snow→snowy, fun→funny の例を挙げ、名詞に

y の語尾をつけると形容詞になることを指導した。 
Program 5-1  poor（新語）（教科書の例文：Poor Gulliver.） 

辞書を引かせてまず、コアな意味である「貧しい、乏しい」を確認させた。

次に本文に合う語義「かわいそうな」を選択させた。 
３年生 

Program 3-3  few（新語）（教科書の例文：A few days later, he repaired it for me.） 

辞書を引かせて品詞を確認。次に few と a few の違いを辞書の例文を使っ

て解説した。 

Program 4-1  get away（新句動詞）（教科書の例文：If bombs hit the zoo, dangerous 
animals will get away and harm the people of Tokyo.） 

３０秒を与えて辞書を引かせて知っている get＋１語にマーキングをさせ

た。get on, get dark, get to, get along など。日本人が苦手な phrasal verbs
に意識をさせるためである。 

Program 4-4  in peace（新名詞句）（教科書の例文：Today, the three elephants rest in 
peace with other animals under the monument at the Ueno Zoo.） 
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「同じ内容の１語で答えなさい」という発問をした。生徒がとまどっている

と、「平和に」という意味で rest という動詞を修飾（説明）しているのだから

副詞だとヒントを与えた。生徒は peace を引いて、peace 名詞→peaceful 形容

詞→peacefully 副詞と答を導き出していた。１年の時から品詞の変換を指導し

てきているからこそ可能な導き出し方である。 
A⑲ 北原延晃 ９月 港区立赤坂中学校  
効果のあった辞書指導の事例(教科書は Sunshine English Course を使用） 

１年生 

Program 6-1  bike（新語）（練習問題の substitute の語として登場） 

生徒は日本語のバイクからオートバイをイメージしたようなので、辞書を引

かせた。英国では bicycle だが、米国では bike と省略されて言うことを確認し

た。「へぇー」という声があがった。ちなみにオートバイは motorbike（モー

ター付きの自転車）と話した。 

Program 6-1  wonderful （新語）（教科書の例文:London is a wonderful city.) 
 Program 5 に colorful, beautiful が出てきたので辞書を引かせた。「□の何

かな？（品詞は何かな）」と問うて、生徒から「形だ！」と言わせた。その

上で「-ful で終わる語は？」と問い、知っている-ful の語を出させた。colorful, 
beautiful の他に powerful が出たところで「それじゃあ-ful を取った後の共通点

は？」と問うた。生徒は color, beauti, wonder, power を辞書で引き、何人かの生

徒が「名だ！」と言ったので、「-ful はいっぱいという意味だから colorful は
color がいっぱい→色とりどりのという意味になるんだよ。名詞に-ful を付ける

と形になるんだね」と語の成り立ちを話した。このように接頭辞・接尾辞の

話は生徒に納得される。 

Program 6-2  Chinese （新語）（練習問題の substitute の語として登場） 

教科書では「中国語」という意味で初出。辞書を引かせて他に He is Chinese.
のように「中国人」、I like Chinese food.のように「中国の」という形容詞があ

ることを確認した。どちらの意味も小学校英語活動や中学校のこれまでの授業

でよく聞いた内容だったので、混乱はなかった。 

Program 6-3  work （新語）（練習問題の substitute の語として登場） 

同じセクションに動詞と名詞で登場する。But he doesn't work alone. Dr. 
Watson helps Holms with his work. この教科書の著者でこの Program を実際に

書いた私は「英語の名詞はほとんど動詞として使える」ことを伝えたくて、あ

えて品詞の違う work を２文連続で使用した。 

授業では「４行目の work と５行目の work はどう違うかな？」という問い

を発して品詞に着目させた。 

２年生 

Program 6-1  care （新語）（教科書の例文:I would like to take care of children.) 
辞書を引かせ、意味を問うた。「注意」という生徒には次に品詞を問うた。

「名詞」という答が返ってきたら、「それじゃあ形容詞形は？」と問い、careful
を捜させた。また「世話」という生徒には take care of～という連語を捜させ、

ハイライトをさせた。 後に、よく聞く Take care.は「気をつけてね」→「さ
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よなら」の意味になることを辞書で確認した。 

Program 6-2  communication （新語）（教科書の例文:Greetings open the door to good 
communication.) 
-tion で終わる語を言わせた後で辞書を引かせ、動詞形を捜させた。３年生

であれば形容詞形 communicative も捜させるところ。こうして一つのステムか

ら語彙を増やすことを常に指導している。「＊赤中の生徒はなんで単語力があ

るのか？」を話したところ生徒は深く納得した。 

＊数々の調査結果（英検、区学力調査、都学力調査、中英研コミュニケーションテスト）

から本校生徒の英語力はずば抜けて高いことがわかっているが、中でも writing, vocabulary, 
grammar の分野がさらに高いことが証明されている。 

Program 6-2  exciting  （教科書の例文:It was hard, but exciting.) 
既習語であるが、excited との違いを分からせるために辞書を引かせた。 
そして-ing の場合は物が主語、-ed の場合には人が主語であることを確認し

た。中学生はよくこの２つを間違って使うので注意した。 

Program 6-3  useful （新語）（教科書の例文:I think computers are very useful to us.) 
辞書を引かせ、品詞を確認した後、use の品詞を問うた。分からない生徒に

は辞書で調べさせ、「使い道」などの意味の名詞形であることを確認させた。

そこでこれまでに学習した名詞＋ful の例をあげさせた。生徒から出されたの

は beautiful, wonderful, careful, powerful, colorful, painful であった。 

Power-Up Listening 2  rock （新語）（練習問題の substitute の語として登場） 

辞書を引かせ、「岩」であること、動詞形では「岩をも動かす」という意味

であること、そして「岩をも動かすような激しい音楽」→「ロッ  ク」と説明

した。ヘェーという声があがった。 

Power-Up writing 2  interested （新語）（教科書の例文:Are you interested in Japan?) 
既習の interesting との違いは何かと問うて辞書を引かせた。Program 6-2 で

exciting と excited の違いを見つけさせたので、理解は早かった。その上で be 
interested in～という連語をハイライトさせた。 

Program 7-1  belief （新語）（教科書の例文:Years later, Severn starts talking about her 
beliefs.) 

辞書を引かせ、動詞形を捜させた。believe は既習語である。 

Program 7-2  without （新語）（教科書の例文:People in one country can't live a day 
without the help of people in other countries.) 

辞書を引かせ、品詞を確認した。その上で without は前なので次に来る言葉

は名詞でなければならないことを指導した。例文を読み上げさせ、without -ing
の例が出たら、Program 7-1 のターゲット（目的語になる動名詞）である動名

詞の２つ目の使われ方も話した。 

Program 7-2  feel （新語）（教科書の例文:They must also think of people in Africa and 
South America when they eat chocolate and feel happy.) 

このセクションのターゲットは第２文型（look＋形容詞）である。feel を辞

書で引かせ、後ろに名詞の他に形容詞も来ることを確認。look と同じように

使える動詞であることを理解させ、さらに I am happy. = I feel happy.のように
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be 動詞と同じように使えることを話した。 

３年生 

Program 5-1  serve （新語）（教科書の例文:That's an interesting way of serving sushi.) 
日本語に訳しにくい語なので、辞書で引かせ、意味を確認させた。その後、

名詞形を捜させた。要するに serve は service することだということを理解させ

た。テニスやバレーボールの「サーブ」は英語では service になることも話し

た。 

Program 5-2  plate （新語）（教科書の例文:That's the perfect speed for customers to 
pick up plates.) 

辞書を引かせ、既習の dish との違いを理解させた。plate は皿そのもののこ

と、dish はさらに盛られたもの（料理）を指す。 

Program 5-3  below （新語）（教科書の例文:Look at the map below.) 
辞書を引かせ、既習の under とどう違うかを例文を読ませることによって理

解させた。 

Program 5-3  fat （新語）（教科書の例文:They are low in fat.) 
辞書を引かせ、They are low in fat.の品詞を問うた。前置詞 in の後だから名

詞であることは３年生には容易なことである。次に形容詞を捜させた。このよ

うに英語の単語は同じ単語が複数の品詞として使われることがよくあること

を確認した。 

Power-Up Speaking 4  while （新語）（教科書の例文:While you were out, Takashi called 
you.) 

新しい接続詞が出るたびに必ず辞書で意味と使い方を確認させるようにし

ている。 

Program 6-1  celebrate （新語）（教科書の例文:This is the festival celebrating the 
end of winter.) 

辞書を引かせ、名詞形 celebration を捜させた。 

Program 6-2  originally （新語）（教科書の例文:It originally comes from China.) 
辞書を引かせ、品詞を問うた。次に形容詞形を捜させた。さらに名詞形を捜

させた。origin→original→originally のように「名詞に-al をつけると形容詞にな

る」「形容詞に-ly をつけると副詞になる」ことを指導した。 

Program 6-2  as  （教科書の例文:As you know, a kendama, like a yo-yo, is a toy 
enjoyed by both children and adults.) 

既習の as の品詞の整理を辞書を使っておこなった。前置詞として as a 
scientist（科学者として）、接続詞として As you know, ...（ご存じのように）

の両方を確認した。高校ではさらに様々な意味の as が出現することを話し、

理解に苦しむ as に出会ったら必ず辞書を引くように指導した。 

Program 6-2  once  （教科書の例文:Once you start playing with it, you can't 
stop.) 

すでに「１度、かつて」という副詞では既出であるが、ここでは接続詞とし

て使われていることを辞書で確認させた。他にも every time, as soon as, など複

数の語がまとめて接続詞の役割をしている例を話した。 
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Program 6-3  perform （新語）（教科書の例文:It's a kind of dance performed by a 
group of people wearing a large mask of a lion.) 

辞書を引かせ、名詞形を捜させた。 

Challenge 2  powdered （新語）（教科書の例文:Then the host and the guests share 
the precious time through serving and drinking matcha, or powdered 
green tea.) 

powder を辞書で引かせ、「粉」という名詞があるのを確認、次に「ほとん

どの名詞は動詞としても使われる」英語の特徴から「粉にする」という意味で

あることを話し、過去分詞形の powdered は「粉にされた」いう意味で形容詞

と同じように使えることを理解させた。 

身の回りにはこのように-ed がついて形容詞のように使われている語がたく

さんあることも伝えた。（具体的には次に出現したときに指導する） 

A⑳ 北原延晃 １０月 港区立赤坂中学校  
効果のあった辞書指導の事例(教科書は Sunshine English Course を使用） 
１年生 

Program 7-2 cheerful （新語） Debra is cheerful and active. 
cheerful を辞書を引かせて「□の何かな？（品詞は何かな）」と問うて、生徒

から「形だ！」と言わせた。次に stem（語幹）である cheer を引かせて名詞で

あることを確認させた。-ful については Program 5-2 で colorful, beautiful, 
Program 6-1 で wonderful が既出である。「-ful で終わる語は？」と問い、それ

らの語を思い出させた。さらに powerful, careful も出された。 
Program 7-3 after（新語） A : When do you watch TV?   B : After dinner. 

辞書を引かせて品詞を問うた。前であることを確認し、既習の前置詞を出

させた。on, in, at, by, before, under, over, などが出された。 
Program 7-3 every（新語） A lot of people visit there every year. 

Sunshine の教科書では初出扱いだが、New Crown では昨年度に登場した語

である。辞書を引かせて、all とどう違うのか説明した。「every は１つずつ見

ていって、結果的に全部。１つずつ見ていくから後ろの名詞は単数形。」「all
はひとまとめにして全部。後ろの名詞は複数形。」 

２年生 

Program 7-2  greedy （新語）  If a hungry street child would like to share, why are we still so 
greedy? 
辞書を引かせて品詞を確認した。さらに名詞形を捜しなさいというタスクを

与えた。このパターンは何度もやっているのであっという間に全員が捜すこと

ができた。次に他に名詞＋y の形容詞をあげさせた。天候を表すことば sunny, 
rainy, cloudy, snowy, の他に speedy が出た。 

My Project 5  professional （新語）  I want to be a professional golfer. 
辞書で引かせ品詞を問うた。その後、名詞＋al で形容詞になる語をあげさせ

た。traditional, national が出された。教師からは nature - natural を提示した。 
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 ○21  北原延晃 １１月 港区立赤坂中学校  
効果のあった辞書指導の事例(教科書は Sunshine English Course を使用) 

１年生 

Program 8-3  around（新語） I exchange ideas with origami fans around the world. 
重要な前置詞なので引かせた。Around the park, walk around the classroom

などあるものの「まわりをぐるっと」というイメージを理解した。 
Program 9-1 anyone （新語） Can anyone answer the phone? 

                     Any-, every-, some-, no-で始まる語は使い方が難しいのでその都度引かせ

るようにしている。特に anyone, anybody, anything は肯定文、否定文、疑問

文で意味が違ってくる。 
Program 9-1 tooth（新語） I’m brushing my teeth. 

 複数形にｓをつけない名詞であるので辞書を引かせて確認した。 
２年生 

Program 8-1 both（新語） Both the woman and the man were thinking, “With this  
pet I can live.” 
日本語と違って英語には数詞の他に both, couple など数を表す語がいくつ

かある。それらの語はその都度辞書で引かせて語法を確認させている。Both
には形容詞として使われる場合と代名詞として使われる場合があるので、ど

ちらも辞書の例文を使って紹介した。 
・I like both spaghetti and ramen.  
・A : Which do you like better, spaghetti or ramen? 

                     B : I like both. 
・Both of us should do this work. 

Program 8-2 keep（新語） Could you keep our dog for us? 
                      語義の多い動詞なので引かせ、keep のコアの意味を確認した。 

Program 8-3 through（新語） They found through their activities that adult dogs could become 
good members of new families. 
語義が抽象的な前置詞なので引かせた。そして具体的な語義である

through the window を例文から探させた。 
Program 9-1 another（新語） One after another, children came to him. 

不定代名詞は日本人にとって理解しにくい。３年生になったら other, others, 
the other, the others はそれぞれどう違うのか、辞書の例文を使って教えたい。 

Program 9-1 enough（新語） But earning enough money for them was harder than that. 
Enough は形容詞と副詞がある。ここは初出なので形容詞だけを提示した。

３年生になったら受験でよく出る large enough to…も指導したい。 
３年生 

Program 7-1 develop （新語） He has visited a lot of developing countries and helped many 
poor people. 
意味を確認させて、日本は developing country か developed country かを答

えさせ、現在分詞と過去分詞の意味の違いをつかませた。日本語の「発展してる」

と理解したせいか、日本は developing country だと答えた生徒がけっこ
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ういた。 
Program 8-1 electricity （新語） They produce electricity, but they don’t use fossil fuels. 

                   Electricity を引かせて形容詞形を探させた。 
Program 8-2 power （セクション１の新語） This system is used to power clocks, calculators, 

and even cellphones. 
                   前セクションで初出だが、ここでは動詞として使われているので引かせて

意味を確認した。 
「じゃれマガ」（浜島書店 Web 版）Thursday, September 27, 2012  unusual （新語） Winning 

money is not so unusual, but he had winning tickets 4 times this summer. 
                Not ～unusual は日常会話によく使われるので次の手順で辞書を引かせた。 

1. 「usually は□の何（品詞は何）？ わかる人は立って。わからない人は辞書

を引きなさい」 
2. 「それじゃあ usual は何？」 
3. 「un をつけて unusual は？」 

「読みトレ１００」（浜島書店）No. 66 park  We parked the car and walked around for an hour. 
               「park は□の何（品詞は何）？ わかる人は立って。わからない人は辞書を引

きなさい。」さすが３年生、辞書を引いた生徒はだれもいなかった。   

 

３ 教科書【Total English】 

 ○22  八木一真 １０月 大田区立大森第一中学校  

(1)学年  3 年 
(2)教科書  TOTAL ENGLISH,  Book 3(東京書籍) 
(3)単元   L4   Speech  A Man’s Life in Bhutan  (L4-B) 
(4)教科書本文 Nishioka kept working hard until he died in 1992.  until  (新出語) 

    指導場面 ・explanation の場面で until と by の違いについて英和辞典を引かせる。 
   ※Oral Introduction で Nishioka went to Bhutan in 1964 and started working there. He kept  
     working hard but he died in 1992.  He kept working in Bhutan until he died there in 1992. 
   と導入したので、生徒は1964年から1992年まで継続して働いていたことは理解できていた。 
   Explanation の場面で｢先生、by も『～まで』という意味があったと思うんですが、until 

との違いは何ですか｣という質問があったため、until と by を引かせ、until は｢～するまで 
ずっと｣、by は｢～までに｣という期限を表す単語であることを確認した。 

  
 ○23  前田宏美 葛飾区立桜道中学校  

１年生 

Lesson 2-A: have （新語）  I have a dog and two cats. 
               have には意味がたくさんあり、この場合は「～を飼っている」という意味があ

てはまることを確認した。また、１つめの意味である「～を持っている」は次の

セクションで、“Does your father have any hobbies?”という文で登場することを予

告した。 
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Lesson 6-C: tell （新語）  Tell us about it. 
         tell は「話す」という意味が基本だが、「教える」「伝える」というニュアンス

があることを確認した。また Lesson 8-C では、“But I can tell shampoo from 
conditioner.”で「見分ける」という意味もあることを辞書で確認した。 

２年生 

Pre-Lesson: take （２度目） 
                “Did you take any pictures?”という文から take の意味を調べさせた。take は「持

っていく」の他に、take a picture、「（写真）を撮る」、take a bath「（風呂）に入

る」、take a walk「散歩をする」とさまざまな使われ方をすることを確認した。 
Lesson 2-A: away （新語） 

                “To Americans, that looks like the gesture for “Go away.”という本文から awayを調

べさせた。「はなれて、遠くに」というニュアンスを知り、彼らが日常で聞いた

ことのある“get away”や“run-away”の意味がわかり、休み時間にも”Go away!”と
使っている様子が見られた。 

 
 ○24  太田恵理子 ７月 葛飾区立上平井中学校  
１ 対象学年：2 年生 
２ 使用教科書 Total English Book2 学校図書 
３ 指導事項 
（１）教科書ｐ７ Did you buy anything? 

               ・4 人で 1 グループを作り、辞書を使って調べ学習を行った。 
anything は 2 つの単語が組み合わさっていると伝え、答えを辞書で探そう

と伝えた。 
any ＋ thing → anything 
生徒は｢難しい｣「いっぱい意味があって分からない」と言いながらも、友

達と教えあって楽しそうに学習していた。 
1 年次に学習した any も復習でき、語いの理解を深めることが出来た。 

  （２）教科書ｐ１１ Was the chankonabe delicious? 
       ・delicious の意味を確かめたあと、褒め言葉探しを行った。 
      辞書の中から、褒める言葉（＋の意味を持つ言葉）を 5 つ探しノートにスペルを書く。

終了したら挙手。終わった生徒は友達を手伝う。 
     生徒はゲーム感覚で辞書を読み、単語を探していた。 
     生徒が探した単語：①既習語で知識があり書いたと考えられるもの 

fine / good / great / nice 
②辞書を引いて初めて出会ったと考えられるもの 

best / bright / cute /  excellent / gorgeous / precious 
③興味深かった答え 

tall / kind / powerful など豊かな発想で探していた。 
    ・この活動は、辞書に親しむことを目標に時間を多めに設定し、ゆったりと行った。効

率は良くなかったが、「辞書を引くことが楽しい」と感じられればよいと考えた。 
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  （３）教科書ｐ１８ It was about gestures in different countries. 
        ・形容詞と名詞等、品詞について解説した。 
     different を用いた用例 different world や different color 等を示した後、different の品詞が

何か考えさせた。答えの確認として、辞書を引いた。似た単語（difference）があると

気づいた生徒が、嬉しそうに発表したことが印象的だった。 
 ○25  太田恵理子 ９月 葛飾区立上平井中学校  
１ 対象学年：2 年生 
２ 使用教科書：Total English Book2 学校図書 
３ 指導事項 
（１）教科書ｐ５６ 道案内 

教科書で道案内の基本事項を学習した後、生徒が自らストーリーを英作した。 
辞書に掲載されている道案内の表現が提示してあるページ『チャレンジ英和辞典』

（ベネッセ 2010 p480）を参考に工夫してスキットを作る様子が見られた。 
辞書のまとめが、学習に役立つことに気がついた生徒は、将来の夢のスピーチ作成

の際にもすすんで活用していた。職業名をまとめたページやスピーチ作りの参考ペー

ジ等有用な情報が辞書にあることを知った。 
（２）教科書ｐ６６ sweets 

sweet には形容詞「甘い」の意味と、sweets 名詞「甘い物」の２つの品詞があると

辞書で確認した。 
生徒は 1 つの単語でも 2 つの働きがあることを理解した。 
また sweetheart や sweet potato を同じページで見つけた生徒が「なんか分かる」と

発言し、単語の持つイメージをクラスで共有することが出来た。 
（３）教科書ｐ６７ My mother designs robots on computers. 

前置詞には多くの意味がある。生徒にとっての on は、漠然としたイメージがある

が、本用例は初出であるので辞書学習を行った。指が乗るから on なんだ！等の意見

があがった。辞書に掲載された１３の意味を確認しながら、on の持つ幅広い意味や

コアとなるイメージを生徒は掴むことが出来た。 
意味が多岐にわたり、やや苦戦している生徒も見られたのでペア学習を取り入れた。 

（４）教科書ｐ６９ They were very excited to control their robots. 
動詞 excite は既習であるが、形容詞 excited と混同して使っている生徒が多い。そ

のため辞書で確認させることにした。 
The victory excited us. 
Ken was excited to meet the famous singer. 
主語と excite の関係性を例文で確認でき、生徒は理解を深めた。 
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４ 教科書【New Crown】 

 ○26  坂田恵子 ５月 板橋区立上板橋第二中学校  

学年：中学２年 

教科書：New Crown  
単元：Lesson 1 Aloha! USE READ (P.8) 
指導時期：４月下旬 
辞書：チャレンジ英和辞典 
ポールの絵日記の文中に、生徒にとって同じ訳語で親しんでいる語が、複数使われている

ので、そのニュアンスの違いを辞書で確認させた。 
Today I saw some people near the beach. 
I watched them. 

see, watch の違いを辞書で調べると watch の説明に「人や動きなどを目で追って観察するこ

と」とあったことで、この後に続くフラダンスの動きの説明とも関連づけてただ「見た」と

いうよりも「じっと見た」「観察した」の方が、より適切であると考えた。そこから「なぜじ

っと見たのか」という点に着目し、行間のポールの行動や思いにも考えをめぐらせ、内容理

解が深まっていった。 
Then I talked with a man. 
He said, “The fula is our tradition. 
Some dances tell stories of our ancestors and our history. 

talk, say, tellの違いも辞書で調べさせた。see, watchほどわかりやすくはなかったようだが、

同じ「話すこと」を表す単語にもいろいろな種類があり、それを使い分けているらしいとい

う感想をもった。また、他の知っている語として、speak, chat なども話題にのぼった。 

 ○27  坂田恵子 ９月 板橋区立上板橋第２中学校  

学年：中学２年 教科書：New Crown 単元：Lesson 5 My Dream USE READ (P.58) 
指導時期：８月下旬 辞書：チャレンジ英和辞典 
前時の復習の際に、生徒の発話の中で使われた語を辞書で確認した。 

T : What do you want to do? 
S : I want to break. 
生徒の言いたいことは、「休憩したい。」 

・１年 Lesson 3 で break（名詞）が初出 (Do you want a break?) 
・２年 Let's Read 1 で動詞として       (Let's break this vase.) 
辞書で break の意味を調べ、take a break の例文を見つけた。 
授業の Explanation の際に、以下の語を辞書で調べるようにした。 

・冠詞のあるなしで意味の違うもの(few / a few) 
     A few days later, I talked with a fireworks artist. 

生徒は a few で a がついているのに、その後に続く day が days と複数形になっていることに

疑問を感じていた。         
・熟語・連語(moment / interested ) 

In conclusion, the sight and sound of fireworks disappear in a moment,  
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あわせて Just a moment.や Just a minute.も指導した。 
 I am interested in traditional shapes and colors of fireworks   

初は初出である interested をひかせ、既出である interesting(辞書では interested のすぐ次に

のっている)との違いを説明した。       
・生徒が意味をとらえにくい語(one) 

I want to learn these and make new ones. 
生徒は one にであうとまず、数字を思い浮かべる。また、辞書でひこうとする時には、ones
を探そうとする。辞書では「（それと同じ）もの（前に出た名詞の繰り返しを避けるために

使う）」とのっている。It との使い分けの例文に”I have a pen here.” “Can I use it?” (it=the pen) 
“Did you buy a new camera?” “Yes, I bought one yesterday.”(one=camera) この例文を通しての

方が、訳語のニュアンスをつかみやすいようだった。 

 ○28  坂田恵子 板橋区立上板橋第二中学校  
学年：２年  科書：New Crown 単元：Lesson 6  Uluru  
指導時期：10 月下旬～11 月 内容理解の場面で指導した。 
GET  Part 2 

excited（新語）（Word Corner の単語より） 
exciting との違いを理解するためにひかせた。以前に interesting / interested をひいている

ので、あわせて同じような語をたずねたところ、surprised / surprising があがった。 
既習の語と合わせて、それぞれの例文を並べて板書すると、主語が人の時と物の時で使

う語が変わっているみたいだという声があがった。  
USE  Read  

deeply（新語）They deeply respect the rock and everything around it. 
品詞を確認し、形容詞を探させた。slowly, quickly など-ly で品詞が変わることに注目し

た。 
like（前置詞として初出） It looks like a mountain 
教科書本文には look like の形ででてくるので、動詞ではなさそうだという所から辞書

を引いて品詞を確認した。意味についても look（見える、～らしい）を学習したばかり

だったので前後の関係から類推できていた。 
while（新語）enjoy your stay while you are in Anangu Land 
既出の when, if もそうだが、接続詞は使い方が難しいと感じる生徒が多いので、辞書を

ひかせた。 
GET  Part 1 

table（既出）   This table shows some high mountains around the world. 
table と聞くと、テーブルのイメージから抜けられない生徒が多い。表を指し示してい

る絵を見ながらでもまだ、テーブルを探す。そこで、辞書をひいて確認をさせた。タイム

テーブルってこのことかなと言っている生徒がいた。 
name（動詞として初出）  Can you name the highest mountain on each continent? 

name も table と同じように、名詞としての印象が強いので、動詞としても使えることを

指導するために辞書で確認した。 
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 ○29  原田博子 江東区立有明中学校  
効果のあった辞書指導の事例 学年：中学２年 
教科書： New Crown English Series 2 (三省堂) 
レッスン名:  We’re talking  p.64 
指導時期：１１月上旬 
教科書本文：Mrs. Shukla: And how about another cup of tea? 

Ken: No, thank you. 
指導の語： 新語 another と another cup of tea 

指導の場面と生徒の反応： 本文状況を紹介する簡単な oral introduction の後に、聞き

取りのポイント「ケンはおかわりをしたいのかどうか」、「Mrs. Shukla はケンに何を尋ね

ているか」を与えた。その後の内容理解の場面で、another を引かせた。 
another の意味を尋ねたところ、「別の」という答えが返り、another cup of tea はどうい

う意味になるかどうかを聞いたところ、「別のお茶」と答えた生徒がいた。そこで、another
を引かせて、another cup of tea の意味が載っているか確かめさせた。辞書には I want 
another cup of tea.があった。そこから、一杯のお茶は a cup of tea となることを引き出し

た。ほかに a cup of tea のように表現する飲み物には何があるでしょう。と問いかけると、

「水」といった生徒がいたので、water を引かせて、a glass of water を確認した。Two 
cups(glasses) of tea(water)も確認した。chalk や soap の数えかたも辞書を引かせた。soap
の a cake of soap には興味を示していた。 

 ○30  原田博子 江東区立有明中学校  
効果のあった辞書指導の事例 学年：中学３年 
教科書：New Crown English Series 3 (三省堂) 
レッスン名 Lesson 5   p.59 
指導時期：１１月 
教科書本文：They ride horses and move with the season to find fresh grass and water. They take 

the gers with them. 
指導の語：新語 fresh   

指導の場面と生徒の反応：タスクを利用し、本文の大まかな内容を理解したあとの場

面で、fresh を取り上げた。fresh はカタカナ語でもなじみがあるので、新語ではあるが、

どんな意味かを尋ねると「新鮮な」という答えが返ってきた。では fresh news はどんな

意味になるかを聞くと、はっきりした答えがなかったので、fresh を調べさせて、「新鮮

な」のほかにどんな意味があるのかを確認させて、fresh と一緒に使われる語を確認した。

すると fresh coffee、fresh leaves、fresh news などの例が見つかった。特に Fresh paint とい

う例があり、それが「ペンキ塗りたて」を表していることにびっくりしていた。 
 ○31  原田博子 江東区立有明中学校  
効果のあった辞書指導の事例 学年：中学２年 
教科書： New Crown English Series 2 (三省堂) 
レッスン名:  Lesson 6  Part 1  p.66 
指導時期：１１月下旬 
教科書本文：Emma: It was nice.  I’ll show you some pictures. 
             Ken: Oh?  You are wearing a coat.  Was it cold? 
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指導の語： 新語 wear,  coat 
Oral introduction で本文導入をした後の、本文の explanation で wear を取り上げた。wear

は新語ではあるが、カタカナ語として音は入っている語である。Emma がコートを着て

いることが本文導入で使う picture card に描かれているので、wear a coat の意味を聞くと

「着ている」という答えが返ってきた。Picture card ではコートのほかに scarf もしていた

ので、「マフラーをしている」は何と言うかを尋ねると、wear と答える生徒ともいたが、

多くの生徒は考えていた。よって、辞書で scarf を引かせて何と書いてあるか調べさせた。

wear が glasses にも使われることは眼鏡をかけている生徒が多いので、興味深そうであ

った。ネックレスや香水までもつかえるなど身に付けるものすべてに使い、使用範囲が

広いことに驚いていた。 
 
「昨年度及び今年度の指導事例報告」－生徒の語彙力伸張につながった例など－ 
 ○32  大貫由季 ５月 練馬区立豊渓中学校  

・3 年間、継続して辞書指導を行った。自分から進んで辞書を引くようになり、また辞書を持 
ってくる生徒がほとんどだったため語い指導がしやすかった。 

・生徒にアンケートをとった結果、単語を覚えられた・辞書が早く引けるなど自信をもって取 
り組んでいることが分かった。 

・毎時間辞書を使う時間を設けたことがよかったと思う。 
・1 年生で 5 月初めに辞書指導を始めた。早くひくことを目標としているが、楽しそうに活動 
している。早くひけるとガッツポーズをとっている。 

・1 年生は辞書を自分で用意して持ってくる生徒が増えた。初めは学校にある古い辞書を貸し 
出した。 

・アルファベットを覚えると早くひけるよとアドバイスすると苦手な生徒でも一生懸命やろう 
としていた。周りの生徒が助けてあげている。 

・辞書を使うときは授業の始めの方か 後の方にまとめて行うようにしている。これから習う 
単語やよく使う単語を引かせている。 

 
 ○33  前田宏美 葛飾区立桜道中学校  

・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。・どんなところでこの単語を使うかがわかるところ。 

・試験勉強の時に分からない単語を調べ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。辞書が存在する

ことによって、積極的に調べることが多くなった。 

・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。 

・ドラマを見て分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。 

・単語の綴りや意味をよくわかるようになった。 
・１つの単語にいろいろ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。 
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・同じ日本語でも英語にするといろいろ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。 

・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。 

 
 ○34  八木一真 大田区立大森一中  

昨年度、英和・和英を使用した学年(第三学年)生徒への授業アンケートから辞書に関する記述

を抜粋 
・例文を意識して単語を覚えるようになったという感想が多かった。ライティングノートに、例

文集を作る生徒もいた。 
・日本語では同じような意味になる単語が英語ではどう使い分けられているのかを意識するよう

になった。 
・英作文のときに品詞を考えて辞書を引くようになった。 
・チャレンジ英和辞典のコラムの欄が大好きで、朝読書の時間にもよんでいた。 
・反意語や同義語を意識するようになった。 
・単語帳や教科書ではわからない意味まで解説されているので、とても面白い。 
 
 ○35  北原延晃  港区立赤坂中学校  

平成２３年度２年生 「３学期の英語学習を振り返って」（原文のまま） 
３学期末に書かせた「できるようになったこと」のうち、辞書指導・語彙指導に関する記述のみ 

（同じような回答は１つに集約） 

・知らない単語が出てきてもすぐに辞書で調べるようになった。 

・知っている単語が増えた。 

・歌詞の穴うめが前よりできるようになった。 

・単語のつづりがほとんど書けるようになった。 

・聞いただけでわりかし単語が書けるようになった。 

・新しい単語を書けるようになった。 

・新しい単語を読めるようになった。 

・少し難しい単語の意味が分かるようになった。 

・辞書を引くときに一発で引く練習をしていたら、そのページの周辺を引ける 

 ようになった。 

・新しく出てきた単語をたくさん覚えられた。 

・難しい単語を調べられるようになった。 

・前置詞の使い方とそれぞれの意味を深く知った。 

・３学期から始まったフォニックスをやることで発音を聞いて書くというのが 

 できるようになりました。単語があまりできなかった私にとってフォニック 

 項目 

意欲 

単語力 

単語力 

つづり 

つづり 

つづり 

発音 

意味 

早引き 

 

暗記 

構造 

品詞 
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 スはとてもためになる学習でした。 

・書きでスペルを間違えにくくなったような気がします。 

 

ﾌｫﾆｯｸｽ 

ﾌｫﾆｯｸｽ 

 
 ○36  関口 智 江戸川区立清新第一中学校  

平成２３年度３年生へのアンケートより ２学期後半に行った。同じような回

答は１つに集約した。 

・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。 

・以前はわからない単語をそのままにしていたが、 近は調べるようになった。

（面倒に思わなくなった。） 

・使えば使うほど辞書引きが速くなっている。 

・辞書を使って家庭学習する習慣がついた。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・ことわざがチェックできるようになった。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・接頭辞(dis-)、接尾辞(-ly, -ness等)の意味がわかるようになった。 

・単語の大体の読み方から辞書が引けるようになった。 

・英語に興味を引かれるきっかけとなった。 

項目 

単語力 

意欲 

 

早引き 

意欲 

意味 

 

単語力 

 

品詞 

 

例文 

ことわざ 

構造 

単語力 

 

復習 

単語力 

 

単語力 

 

接頭辞・接尾辞

構造 

意欲 
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４ 夏の語い指導ワークショップ（１） 

 
１時間の授業で『いつ』辞書を引かせるか 

 
千代田区立九段中等教育学校  渓 内   明 

1 「いつ」辞書を引かせるのか 

  年間指導・評価計画の中で「いつ」 
  単元( Unit / Lesson )の中で「いつ」 
  1 時間の授業の中で「いつ」 
 
2 英語指導の原則 

   英語の音を聞いて理解する 
  → 聞いて理解した英語を言える（話せる）ようにする   
  → 言える（話せる）ようになった英語を読めるようにする 
  → 読めるようになった英語を書けるようにする 
 
3 1 時間の授業構成 

  ※Unit / Lesson の 1 セクション（=新出文型・文法と本文があるセクション）を扱う授業 
   (1) あいさつ / ウォーム・アップ 
      (2) 復習  ① 文構造の復習(練習/言語活動） ② 教科書本文の復習(音読、暗唱など) 

③ ディクテーション  他 
（新教材の導入・練習～音読）※授業での指導順序を考えてください。 
  (3)  (                               ) 
 (4)   (                               ) 
 (5)   (                               ) 
 (6)  (                                        ) 
 (7)   (                                        ) 
  (8)   (                                        ) 

・新出語句の発音練習（単語カードなど使って） 
  ・新出文型・文法の導入  (Oral introduction / interaction of the new structure) 
    ・教科書本文の音読 
  ・教科書本文(story)の導入 (Oral introduction / interaction of the story) 

・新出文型・文法の(日本語での)確認・説明 (Concept check) 
  ・教科書本文の説明 (Explanation) 

(9) まとめ  ①文構造の確認 ②文を書く練習 他 
 
★１時間の授業の中で、上の(1)～(9)の中で「いつ」辞書を使わせますか？ 
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A デモンストレーション  

4 教科書を使った指導の例 

  (教科書本文の例) 
This is my grandmother Nancy. 
She’s sixty-five years old. 
She lives in America. 
She works in San Francisco. 
She’s a famous journalist. 
She teaches university classes, too. 
She speaks many foreign languages. 
 
  新出語 grandmother / grandfather  year(s)  old  live(s)  work(s)  famous   

journalist  university  teach(es)  foreign  language(s) 
 

New Horizon English Course Book 1(東京書籍) 
Unit 6-Part 1「ベッキーのおばあちゃん」 

  (新出語句の扱い) 
Oral introduction で扱う語句はどれか？ 
 
Explanation で扱う語句はどれか？ 
 
辞書を引かせる語はどれか？ 
 

5 辞書指導について思うこと 

 ・中学 1 年～中学 2 年前半 →辞書の構成、引き方、辞書のおもしろさを知る 
中学 2 年後半から一人歩きできる学習者に 

 ・辞書を引く「状況」を作る 
 ・辞書を引くことは英語学習のゴールではない 
 ・引かせなくてよい語句もある。先生が教えてあげればいいじゃない！ 
  ・中学 1 年生が感じる辞書のハードルの高さ 
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(資料) 

教科書本文導入の例 (Oral introduction / interaction of the story) 
  《ピクチャーカードを提示しながら》 
 (Picture Card 1) 
  T: This is Becky.  Becky Jones.  Where is she from? (ベッキーについて想起させる) 
   S: She’s from Canada. 
   T: Right. She is a student from Canada.  She studies in Japan.  She is Ichiro’s classmate. 
     Today, she is showing a picture/photo on the desk. 
     She will give a speech to her friends.  What is her speech about? 
     Look at this picture. (→ベッキーが見せている写真に注目させる) 
    This is Becky. She is with her… (→ベッキーの横にいる女性に注目させる) 
    S: Mother? / Grandmother? / Friend? / Sister? 
    T: Okay.  This is Becky’s grandmother.  Her name is Nancy.  Nancy Jones. 
      Becky will give a speech about her grandmother.  Her name is Nancy. 
 
    (Picture Card 2) 

 Nancy is 65.  (65 を数字で板書する)  She is 65 years old.  “years old”  Class. 
    Ss: yeas old. 
    T: 65 years old. 
  Ss: 65 years old.  
  T: She is from Canada.  But is she in Canada?   No.  Nancy’s house is not in Canada. 
      Where does she live? (→live を板書)   

She lives in America. (→lives を板書) Her house is in America. She lives in America.   
“lives”  Class 

     Ss: lives. → She lives in America. 
T: And she works in America. (→work / works を板書) Where in America (does she work) ? 

New York?  Los Angeles?  Seattle? 
       She works in San Francisco. (→ San Francisco を板書)   “San Francisco”  Class. 
     S: San Francisco.   
     T: She works in San Francisco. What is Nancy’s work / job?  (何をしている人かな？)   

Is she a doctor?  An engineer?  A movie director? 
     S: Teacher. / Doctor. / Nurse…. 
     T: She is a journalist. (→journalist を板書)  “journalist”  Class. 
     Ss: journalist. 
     T: What does a journalist do?  A journalist writes reports. The reports are on newspapers.   

Becky’s grandmother writes reports on newspapers.  Her reports are very good.   
So she is very famous. (→famous を板書)   She is a famous journalist.  
 

    (Picture Card 3) 
     T: Nancy is from Canada.  What language does she speak?   

Does she speak English? (→speak を板書) 
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     S: Yes. 
     T: She speaks English. She speaks French, too. (→speaks を板書)   “speaks”  Class. 
        (In Canada they speak English and French.) 
     Ss: speaks  
     T: She speaks English and French.   And she speaks a lot of languages. (→ languages を板書)   

For example, she speaks Spanish, Russian, Chinese and Japanese, and so on… 
       Wow!  She speaks a lot of foreign languages.  (→foreign language を板書)  

She speaks many foreign languages. 
       Nancy is a journalist. But sometimes she is a teacher.  Does she teach at a junior high school? 

(→teach を板書)  No. She teaches at a university. (→ teaches を板書)   
A university.  What is a university? 

     S:….. 
     T: You are a junior high school student.  Junior high school→High school→University. (→

university を板書)  “university”  Class. 
     S: university 
     T: Are your brothers and sisters university students?   Becky’s grandmother teaches university 

classes. 
 
 Explanation の例 
   ・years old ＝ 人の年齢、できてからたっている年月を表す year=年 / old=年月がたってい

る 
   ・lives =ベッキーのおばあちゃんはカナダ人だが、今はアメリカに…→住んでいる→「住ん

でいる」を表す語は→lives 
     ・work= アメリカの都市、サンフランシスコでジャーナリストとして →仕事をしている 
          →「仕事をする」を表す語は→works 
     ・famous= ベッキーのおばあちゃんはジャーナリスト。彼女の書く記事がよく新聞にの 

っていて名前を知られている→famous を辞書で引く→有名な 
   ・teaches= sheの次にあるから→動詞→ジャーナリストだけど、大学で何をする?→教える (ス

ペリングが teacher と似ている?) 
   ・class = 複数形は classes。-es の音に注意 
   ・language(s)= ベッキーのおばあちゃんはどこの国の人？→ カナダ→何語を話す?→英語 / 

フランス語 (カナダの母国語)→彼女は many (たくさんの)何を話す? → こと

ば →ことばを表す語は?→languages 
   ・lives / works / speaks / teaches の、-s / -es の音に注意 
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夏の語い指導ワークショップ（２） 
 

「辞書を引くこと」の意味と方法 

 
大田区立田園調布中学校 金 子 健次郎 

１ はじめに 

「辞書を引くこと」の重要性は，ほかならぬ英語の教員自身が知っているはずである。しか

し，『時間がない』，『引かせるタイミングがわからない』等の理由で二の足を踏んでいるのが

現状である。 
 そこで原点に戻って，教員自身が生徒になって辞書を引くことで，その意味を知ってもら

うと同時に，その方法をみんなで考えてもらった。 
 
２ 「辞書を引くこと」の意味  

（１）出席者に October の Oct の語源を辞書で調べてもらう。 
 （２）辞書を引く楽しさを再確認してもらう。 
 （３）生徒は教員が考えている以上に知的好奇心があり，辞書を楽しんで引ける。 
 （４）生徒は「辞書を引くこと」で自主的に英語を学ぶ気持ちにさせる。 
 （５）生徒が「辞書を引くこと」で受ける，発見，創造性，ワクワク感を大切にする。 
 
３ 「辞書を引くこと」の方法 

（１）調べる単語を予め決めておく。 
    ①実際に教科書を使って，どの新出単語を選ぶか自分で決める。 
（２）オリエンテーションをまず行う。 
  ①辞書引きパックなどの既製の CD－ROM などを利用する。 
  ②辞書早引き競争を行う。 
  ③ゲームの要素を入れて楽しく行う。 
（３）アルファベット指導後に導入する。 
  ①小文字を指導した後に行う。 
  ②ABC の歌を可能な限り歌わせて，アルファベットの順番を暗記させる。 
（４）一年生より毎回行う。 
  ①辞書を予め用意させておく。 
  ②電子辞書は学校では使わせない。＝前後の単語を見られないので。 
（５）決めた所で行う。 
  ①A パターン＝新出文型を主に教える時。 

②B パターン＝教科書本文を主に教える時。 
 
４ Brainstorming 
（１）出席者みんなで以下の課題を考える。 

     ①「辞書を引くこと」の意味は何か？ 
   ②辞書を引かせるタイミングは，どこが一番適当か？ 
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夏の語い指導ワークショップ（３） 
 

1 年生辞書指導の導入と New Horizon 1 を使った辞書指導実践 

 
練馬区立豊渓中学校  大 貫 由 季 

 
１ はじめに 

 昨年度、研究部では辞書指導の実際と生徒の声を研究冊子に載せた。アンケート結果から３年

間の継続した指導や１年生の導入時期がいかに大切であるかをあらためて感じた。また、中学校

学習指導要領が改訂され、「辞書の使い方に慣れ、活用できるようにすること」を授業を通して指

導しなければならない。今年度は１年生も担当しているので、実際にどのように導入したらいい

のか、どのような辞書指導を行うべきか、実際に行った辞書指導実践を紹介しながら参加者とと

もに考えた。 
 
２ ワークショップの内容 

1 自己紹介、簡単な英語での導入、辞書を引く前のアルファベットの活動、辞書引き 

 簡単な英語での導入を行った。１年生が辞書を引く前にアルファベットになれることが必要な

ので、簡単なアルファベットの並べかえ練習や順番を言う活動、どちらの単語が先に辞書にでて

くるかを確認する活動を実際に先生たちに体験してもらった。その後、配布資料をもとに、like
を引いてもらい、早引き競争のやり方確認を行い、like を引いたときに生徒はどんなことに戸惑

うかなど生徒の気持ちを考えてもらうことと教師として何を指導したらよいのかを考えてもらっ

た。何人かの先生方に意見を聞き、いろいろな考えを共有した。 
 
2 辞書指導の目標、どんな辞書がいいのか 

 １年生１学期の目標は「辞書に慣れること」「身近なものとしていつも活用できる状態になるこ

と」である。そして 終的には「自ら進んで英語学習ができる『自立した学習者の育成』が大切

である。 
 辞書を選ぶポイントとして初心者は紙の辞書を引けるようにすることが大切で、その利点は、

何が大事なのか視覚的に分かること、例文が見やすいことなどがある。学校として共通のものを

準備する場合の良さや、個々に違うものを使うときの良さなども確認した。教師としては、生徒

が使う辞書を知っていることが必要で、どんな例文があるのか、どのような説明なのかといった

ことを理解しておくことなども必要である。 
 
3 辞書の導入時期、一番はじめの授業、授業の中での位置づけ 

 アルファベットの小文字を導入したあとすぐに辞書を導入した。５月はじめである。 初はア

ルファベットを引かせたり、簡単な短い単語を引かせたりして楽しく活動できるようにする。ま

た、毎時間辞書を使う時間を設けることで、辞書を持ってくるようになる。授業の中の位置づけ

は早引き競争なので授業の 初に毎時間行っていることを伝えた。 
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4 実際に引かせた語 

 教科書を示し、調べた単語を紹介した。 
 
5 生徒が使っている辞書、生徒の反応 

 生徒はそれぞれに異なった辞書を使っている。ほとんどの生徒は自分の辞書を持ってきている。

辞書の使い方としてはそれぞれに工夫がある。共通して行わせていることは「引いた単語にはし

るしをつける」である。ふせんが気に入ってたくさん使っている生徒もいる。楽しんで引こうと

いう意欲が持てればいいと思う。また、アンケートも行ったため、そのアンケートを紹介した。 
 
6 これからの展開 

 これからは早く引けるだけでなく、段階を追って例文や必要な情報を活用できるようにさせた

い。１年生後半ではワークシートを用いて辞書を活用させながら調べさせたいと考えているため

先生方に見本を提示し意見をもらった。 
 
３ Brainstorming での質問・意見 

 ①質問：２、３年生での使わせ方はどのようなものがあるか。 
  回答：ワークシートを工夫する、授業の中で活用する方法がある。 
②３年間のスパンでしっかり指導することが必要。 

 ③質問：途中からの学年を持ったときはどうするか。 
  回答：無理のないように取り組ませていく。 
 ④子どもが知りたいときに使わせる。発見があった方がよい。 
 ⑤２、３年生では品詞に注目させるのもよい。 
 
＜参考文献＞ 

『語いと英語教育（３５）~辞書指導の実際と中学生英和辞書の調査』 
(2012) 東京都中学校英語教育研究会研究部  

『中学校学習指導要領 』(2011) 文部科学省 
 北原延晃 (2010)『英語授業の「幹」をつくる本 上巻』ベネッセコーポレーション  
「Challenge 中学英和辞典」2012 編著者 橋本光郎 株式会社ベネッセコーポレーション 
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夏の語い指導ワークショップ（４） 

 

中学３年生を自立した学習者に育てる語い指導 

 

江戸川区立清新第一中学校  関 口   智 

 

１ はじめに 

   →資料 1 参照 

（１）家庭学習 

  予習･･･教科書の予習はさせない。項目ごとの理由は以下の通りである。 

   ①本文の写し・・・わからないことを書いても意味がない。 
書き込みをするためであるならば、教科書でよい。 

②新出単語の辞書引き・・・第一義を書いてくればいいのか？ 
それともいくつもある意味から本文に合ったものを探す？それは授業

の中で教えるべきこと。 
また既出語だが今回は意味が違ったり、品詞が異なる場合は新出語に

ならない。それこそ辞書で調べるべきもの。 

③日本語訳・・・・時間かかる大変な作業。日本語にしないとわかった気にならなくなる。弊

害多し。その時間、復習で何十回も音読した方がよい。 

④予習をさせている教師は予習を前提にした授業展開をするのか？ 

→予習をしない生徒は置いていかれる？ついていけない？ 

そうでないならやらせなくて大丈夫。 

教師が予習をさせなければという不安・呪縛から教師が解放される必要あり。 

⑤筋書きのわかってしまったら映画はつまらないのと同じこと。 

→Oral Introduction で教科書の設定状況に入っていく新鮮さを！ 

   →授業の中でポイントをあげ、聞かせたり、読ませたりすることを通して、全体か

ら細部がわかるようにする。未習語も文脈から予想する習慣をつけさせる。 

      単語･･･聞いて、見て、読んで、書く 

      →ことばは音声から 

中学校は英語の土台を作っている。(小学校は素地) 

２ ディクテーション 

     →資料２，資料３参照 

   授業で毎回行い、１年の教科書から始め、範囲は４月に発表する。 

 (1)やり方 
    ①全員でその日のページを読む。 
    ②プリントを配る。 
    ③教師が本文を読み、停止したら、生徒は停止した 後の文のみを書く。 

(2)利点 
①既習事項の復習 

②リスニング力の養成 

③文法力の養成（ただ聞いて書いているだけでは正解できない。）       
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３ 他社の教科書を利用した多読 

      →資料４参照 

 (1)多読の必要性・・・教科書が厚くはなったが、授業で１回に読む量はわずか。語学の修得に

は未知の文章に多く触れる必要有り。 

  (2)なぜ教科書か？・・いきなり入試問題は早すぎる。→３年の未習事項が含まれる。手始めと

しては読む量が多すぎる。 

２年の教科書ＯＫ、３年の教科書でも 初の方はＯＫ。 

写真なども多く、読みたいものが見つかりやすい。 

読む量も多くなく手軽に読める。 

図書室に行けば読めるし、借りられるようにした。 

  やり方は図書室へ行き、教科書を借り、読み終わったらレポートを提出する。 

４ ビンゴ 

     →資料５参照 

  実際にビンゴに記入し、参加してもらった。 
  やり方は単語をそのまま言うのではなく、定義したり、コロケーションの連想から答えさせ

る方法で行っている。例えば 
   T: OK.  From B.  Person plus person. 
      Ss: People! 
      T: I.  I love baseball.  I am a baseball… 
      Ss: Fan! 
効果としては以下のことが考えられる。 

  (1)英語に浸れる。 

 (2)英語で考え、英語で反応する。 

 (3)表現を覚える。 

 (4)コロケーションを意識する。 

(5)語いのネットワークができる。 

５ 歌 

     →資料６参照 

      歌をやる理由は以下の通りである。 

        (1)楽しい。 

    (2)繰り返す→表現が身に付く。 

    (3)メロディーとともに記憶に残る。 
  We Are the World.の DVD を見せてから、歌に入った。エピソードを語るよりも、論より証拠

である。生徒の歌いたい気持ちが高まった。ただ歌うだけでなく、初回は必ず、聞き取りのた

めの穴埋めを行うこととしている。 

６ 教科書本文の辞書指導 

     →資料７参照 

 この単元では以下の３つに関して辞書指導を行った。 

 (1)thanks to (熟語としては初出) 
 授業における辞書指導は explanation（本文の内容解説）の中で行った。本文の内容を生徒とと

もに確認していく際に辞書を用いた。これまでは thank に続く前置詞として for が出てきているが、
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to に関しては初めてである。どんな意味に使われているか予想させた後で、辞書を引かせて確認

させた。また for との意味の違いに関しても比較させておくとよい。 

 (2)right (新出語だが、生徒が１年で使っていたクラウンで既出。) 
 辞書指導の醍醐味は生徒が今まで知っている意味では太刀打ちできない時に味わえる。まさに

この right はその好材料である。ほとんどのクラスで「権利」という意味を知っている生徒はいな

かったので、生徒は一体何の意味だろうと興味津々であった。引かせる手順として、You’re right.
の right は形であるが、この場合は the があるから・・・と尋ね、名であることを理解させてから

引かせた。 

 (3)Best wishes (この教科書では wish は既出語扱いだが、生徒にとっては新出語。) 
 教科書の巻末には手紙の「結びの語句」程度しか書いていないので、辞書の必要性が明白に

なる語句である。熟語を引く際にどの語をもとに引かせるかを考えさせることが必要であるが、

そのいい例でもある。意味の中心となる語をもとに引かせるのであるが、best と wish とではど

ちらが意味の中心になっているかを聞いた。また生徒がまごつかないように With が付くこ

ともあるよと(With) best wishes として引かせた。「ご多幸を祈って」が多かったが、辞書によっ

ては「ご自愛ください」などもあった。 
 

A資料１                                 Thursday April 

12, 2012 

英語の学習方法(３年) 

3-(   ) No.(   )  Name(                                                  ) 
【授業】 

１ できるだけ英語で考え、英語を口に出す。 

・皆は日本語をたくさん聞いて、話して、読んで、書いて、日本語が使えるようになった。 

    ・日本語を使う時間の何十分の一の英語の時間くらいは、積極的に英語を使う。 

２ はっきりと声に出す 

  ・挨拶は気持ちを込めて。 

  ・時間など数字も自分から声に出す。他人に頼らない。   

    ・あいまいな音ではあいまいなまましか頭に残らない。 

３ 友人の発言から学べ 

・友人が答えているときは、しっかり聞く。答え方がわからない人は答え方を学べる。ま 
た友人はこう言っているけれど、自分ならこう答えようと考えるのもよい。→１人を通 
して全員が学ぶ。 

４ 歌を歌う 

    ・歌は表現の宝庫である。歌は長期記憶の the easiest way! 聞き流さず、積極的に歌う。 

５ 常に頭を働かせる 

    ・初めて聞く文章は情景を思い浮かべる。 

・わからない部分は全体の流れから、意味を推測する。 
・１分１秒が勉強の時間。その時間に習ったことはその時間に覚えられるように心の中で 
繰り返すなど全力で取り組む。 
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６ 意識して音読する 

・発音をきちんとし、英語らしい音で大きな声で読む。 

・家に帰っても読めないところがないように、意識して読む。 

７ 積極的に発表する 

・意欲の評価につながると同時に、頑張った分、やらない自分よりも能力を伸ばすことが 
できる。 

【家庭学習】 

 予習 

  １ ビンゴ 

   ・ビンゴの表をうめる。意味がわからない単語は辞書で調べて、わかるようにする。 

    わからないまま書いても意味がない。 

２ ディクテーション 

 ・ディクテーションのページを何回も読んで、書けるようにしておく。 

   ・ディクテーションは中間・期末考査ごとに専用ノートを集めてチェック。Ａでなくて 
もきちんと貼り付けて、練習してあれば OK。 

ディクテーションの範囲 

１年の教科書（小さい数字は教科書のページ） 

 １(14-15), ２(16-17), ３(18), ４(20-21),  ５(22-23), ６(24-25), ７(26-27),  

  ８(28-29), ９(30-31), １０(36-37), １１(38), １２(42), １３(46-47), １４(48),   

  １５(52), １６(58-59), １７(60), １８(64), １９(68-69), ２０(70), ２１(73), 

 ２２ ２３(78-79), ２４(80), ２５(84), ２６(88-89), ２７(90) 

２年の教科書 

 ２８(2), ２９(3), ３０(4), ３１(8), ３２(12), ３３(13), ３４(14), ３５(18),   

  ３６(22),  ３７(23), ３８(24), ３９(28), ４０(32), ４１(33), ４２(34),  

  ４３(37), ４４(40), ４５(41),  ４６(42), ４７(44), ４８(45), ４９(46),  

  ５０(49), ５１(52), ５２(53), ５３(54), ５４(57),  ５５(60), ５６(62),  

  ５７(63), ５８(64), ５９(65), ６０(68), ６１(72), ６２(73), ６３(74),  ６４(77) 

 復習 

１ イメージによるプレイバック 

  ・その日に授業で習った表現をノートを開けずに、イメージしてみる。どんな場面で、 
先生は何と言い、自分たちはどんな文を言ったのか。また、文法的にはどうなってい 
たのか。その時に言った文をいくつ思い出せるか、トライしてみる。その後にノート 
やワークシート（プリント）で確認する。 

  ２ 教科書の音読 

・その日に習ったところを大きな声で読み、５回読むごとに☆を教科書の上の余白に書い

ていく。 低２０回、つまり４つ☆を書けるようにする。 

     ・スラスラ読めるようになったら、１文を黙読した後、顔を上げて声に出して言う。 

     ・文の始めだけ見たら、すぐに顔を上げてその文を言ってみる。 
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 ・ＣＤのある人は教科書を閉じて、ＣＤをかけ、すぐにその後について言ってみる。 
(shadowing) 

 ・ＣＤのある人は教科書を閉じたまま、声を重ねて言ってみる。(overlapping) 
  ３  問題演習 

      ・授業でやったところを E-PLUS を使って問題を解いてみる。終わったら、自己採点す 
る。もちろん間違いはきちんと直しておく。またできるようにするために、ノートに 
何回も書いて練習する。この練習が大切。学力をつけるためには、答えを見ながらや 
って、機械的に○をつけるようなことをしない。 

４  ディクテーション 

 ・専用ノートに貼り付けて、間違えた場合は５回練習する。 

 受験対策（３年間の総整理問題集） 

    ・専用のノートを買って、○付けまでやる。問題集には直接書き込まない。ノートには解 
答だけで、問題文は書く必要がない。もちろん、間違えたところは練習する。中間・期 
末の際にノートを提出する。 

 ・A の「基礎力アップ」は全員が、また B の「実力アップ」は力をつけたい者がやる。 

    ・中間・期末考査にこの問題集からも出題する。ただし、出るのは A の問題のみとする。 
ただし、B をやることで入試の長文に普段から慣れることができる。 

      〈範囲〉１学期期末･･･１(be 動詞)～６(助動詞) 

              夏休み宿題･･･７(名詞・冠詞・代名詞)～１４(現在完了) 

        ２学期中間･･･１５(不定詞２)～１８(分詞)  
              ２学期期末･･･１９(付加疑問・間接疑問)～２２(前置詞・接続詞) 

 Writing Notebook 
・専用のノートを用意し、通し番号を左側に入れて、英文を書く。１００文書くごとに提

出する。書く材料は教科書でもプリントでも E-PLUS の文でも歌でもかまわない。これ

も力をつけるために、自分にあった文を書くことが大事。声を出しながら書くとさらに

力がつく。 

 Extensive Reading(多読) 

      ・他社の教科書を読んで、簡単な感想文を提出する。たくさんの文章にふれることで読解

力をつけることができる。 

      ・図書室に２、３年の他社の教科書を 20 冊ずつ用意してある。 

 基礎英語３ 

   ・意欲のある者は基礎英語のテキストを本屋さんで買い、ラジオの放送を聴く。月曜日か

ら金曜日まで、毎日たったの１５分間だが、この１５分間で英語力が大幅に向上する。

放送は午前 6:30～6:45、午後 7:15～7:30、午後 9:30～9:45 の１日３回。この時間に聴け

ないものは機械でタイマー録音するか、インターネット上で聴くとよい。 

【その他】・辞書は毎回使うので持ってくる。学校用に置いていってもよい。持っていない者は

買うか、兄、姉、先輩にもらって使う。 
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A資料２    New Crown English Series 2(旧版) (三省堂)  DO IT TALK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A資料３  

    (    )-(    ) No.(  ) Name(                                    )  
     集中して聞き、 後の文を書きなさい。終わった人は指示を待ちなさい。   

  

No.(   ) 
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A資料４  

 

YOUR BOOK REPORT 

Class    No.    Name                                          

 

１ 借りた教科書名                      (例：New Crown 2) 

 

２ おもしろかった所     お薦め度  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ →塗りつぶす(５つ星が 高) 

     （課・名前など。例：Lesson 10 夏の冬休み） 

 

                                        

 

３ おもしろかった内容を簡単に紹介すると 

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

４ こんな英語の言い方は使える 
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A資料５   Let's Enjoy Bingo 3 年(浜島書店) 
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A資料６  

 We Are the World 

                                  USA For Africa (United Support of Artists for Africa) 

                   Words & Music by Michael Jackson and Lionel Richie 

 (   )-(   )No.(   ) Name(                        )   

 
There comes a (         ) when we heed a certain call, 

 When the world must come (             ) as one. 
 There are people (          ) and it's time to lend a hand 
 To life - the greatest gift of all. 
 We can't go on pretending day by day 
 That someone, somewhere will soon make a (          ). 
 We are all a part of God's great big (               ) 
 And the truth you know 

 Love is all we (           ). 
We are the world 

 We are the (               ) 
 We are the ones who make a brighter (          ) 
 So let's start giving. 
 There's a choice we're (              ) 
 We're saving our own (            ). 
 It's true we'll make a better (           )just you and me. 
 Well, send them your (              ) 
 So they'll know that someone cares 
 And their lives will be stronger and (            ). 
 As God has shown us by turning stones to (           ) 
 And so we all must lend a helping （     ). 
 We are the world 
 We are the children  
 We are the ones who make a brighter (          ) 
 So let's start giving. 
 There's a choice we're (              ) 
 We're saving our own (            ). 
 It's true we'll make a better (           ) 
 Just you and me. 
 When you're down and out, there seems no (           ) at all 
 But if you just believe there's no way we can fall. 
 Oh, oh, oh, let us realize, 
 Oh, that a change can only come 
 When we (           ) together as one. 
 →繰り返し 

heed / 心に留める、しっかりと聞く

 
 lend / 貸す 

 

 go on /        pretend / ふりをす

る 

 

 

 truth / 真実 →true / 本当の、真実

の 

heed / 心に留める、しっかりと聞く

 
 lend / 貸す 

 

 go on /        pretend / ふりをす

る 

 

 

 truth / 真実 →true / 本当の、真実

の 

 

 

 

 

 

 

 

 down and out / 何もかも失って 

 

 realize / 
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A資料７    New Horizon English Series 3 (東京書籍)  Unit 3 “Fair Trade Chocolate” ④ 
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４ 夏の語い指導ワークショップ（５） 

 

授業で行う辞書指導 

－ NEW HORIZON ３年生－ 

 

江戸川区立篠崎第二中学校  上 尾 栄美子 

 

１ はじめに 

  現在教えている３年生は、１年生の時に全クラスを指導した学年である。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、辞書引きレース等を行い、生徒が辞書に慣れる

ような指導の工夫をした。生徒はゲーム感覚で辞書を引き、ほとんどの生徒が辞書を自由自在に

使えるようになっていった。しかし、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。１時間の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。試行錯誤を

するうちに、授業中に辞書を引かせる語を厳選し、その語を引くことに必然性をもたせることが

大切であると考えるようになった。 

以下に、授業で行った辞書指導の実践例を紹介する。 

 

２ 授業で行う辞書指導 

 (1) 本文中のどの語を引かせるのか？ 

  本文で使われている語を１ページごと検討する。その際、後の Unit でつながりのある語が出

現するかどうかも考慮する。 
  ワークショップでは、NEW HORIZON ３年生の Unit1・section 2 を取り上げた。 
 

実際に辞書を引かせた語…moving  (本文 It was very moving.) 
 
この Unit では、section 4 で使役動詞 make が扱われている。そこでは、以下のようなインタ

ビューを行うペアワークを計画していた。 
 
“Do you like watching horror movies?” 
“Yes, I do.” 
“Why?” 
“Because it makes me excited!” 
 
下線部の‘excited’は、生徒が‘exciting’としばしば混同し、使い方を間違える語である。‘excited’

は人の気持ちに、‘exciting’は物事に使うということを説明し、注意させている。‘moved’と
‘moving’にも同じ注意が必要であるので、“It was very  moving.”の‘moving’を引かせ、その動詞

である‘move’「感動させる」を見つけさせ、併せて‘moved’の例文も読ませようと考えた。 
また、‘move’「感動させる」が、Unit 6 に登場することも考慮した。 

 (2) 授業中のどこで引かせるのか？ 

  Oral introduction の後の Explanation で引かせる。 
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  以下に、実際の授業で行った指導を紹介する。 
   
  《 Oral introduction 》（ ）は生徒の反応。 
  [ピクチャーカードを指し] Who is this boy? (Kevin.)Yes, he is Kevin. 
    (He is Kevin.) Who is this girl? (She is Sakura.) Yes. 
    They are talking about a musical. Yesterday, Kevin saw a musical. It was  
    performed by this group. [ピクチャーカードを指しながら]  
    Do you remember the name of the group? (The West Theater.) Yes, the West Theater  
    group. Is it popular? (Yes.) That’s right. It’s popular. It is loved by many people. 
    Are their musicals performed in Japanese? (No.) In English? (No.)  
    They are performed in …? (Sign language.) Yes!  
    Kevin saw a musical yesterday. The musical was performed in sign language. It was  
    performed by deaf people, people with hearing problems.  
    And now, Kevin wants to learn sign language. Why? Why does Kevin want to learn  
    sign language? How was the musical? 
    Open your textbook, and find the answer.   
     
  《 Explanation 》 

Oral introduction 後、生徒は“How was the musical?”の答えを見つけ、“It was very moving.”に下

線を引く。下線部を確認後、‘moving’の意味を推測させ、辞書を引かせた。 
  ‘moving’を引くと、生徒からは「感動的な」という意味が挙がった。そこで、‘-ing’が付いて

いることに着目させ、辞書を縦に読ませて、動詞を見つけさせた。生徒は‘moving’から‘move’
を推測し、「感動させる、心を動かす」という意味を見つけた。そこで、例文を読むよう指示し

た。生徒は例文の中に‘was moved …’という表現を見つけた。 
   

《Confirmation》 
音読後に行う内容理解の確認では、T-F を行っている。そこで、辞書の例文を活用した。 
 
T-F の文… “Kevin was moved by the musical.” 

 
 (3) 家庭学習にどのようにつなげるか？  
  授業のまとめとして、教科書本文を利用した“ENGLISH SUPPLEMENT”という家庭学習用の

ワークシートを作成している。このワークシートには既習事項のリサイクルとなる問を設けて

いる。（例：what が出てきたら、疑問詞をすべて書かせる、曜日が１つ出てきたら、すべての

曜日を書かせる、等）また、家庭で辞書を使うしかけを作るようにしている。その際、紙の辞

書の俯瞰性を生かすよう、辞書を縦に読ませるような問を設けている。 
   
以下に例を挙げる。 
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 [Unit 1 より] 
    moving (    )詞 「               」 
  → 動         「感動させる」 
  日本語に訳してみよう！ I was very moved by the musical. 
    「                               」 
 
 [Unit 3 より] 
   product (    )詞 「               」 
  →関連語の動 「生産する」「産出する」は？               

  →関連語の名 「生産者」は？             

  （生徒が知っている「プロデュース」や「プロデューサー」は辞書では 初に出現 

   しないことに注意させた。）        

 
３ アイディアの共有 

 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語がよいか、 

家庭学習用のワークシートではどの語を引かせたいか、話し合っていただき、意見交換をした。 

 多品詞語、多義語を引かせたいという意見や既習ページやこれから学習するページと関連させ

て、計画的に考える必要があるという意見が挙がった。 
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４ 夏の語い指導ワークショップ（６） 

 

授業での語い指導…New Horizon 中学 2年 1学期 

 

千代田区立九段中等教育学校  石 井   亨 

 

１ 中学 2年 6月の授業から語い指導を考える。 

(1) 年間指導計画、単元指導計画(資料 Unit4 単元指導案)から今日の 1時間を考える。 

(2) それぞれの Stage のねらいと Stage と Stage のつながりを考える。 

(3) 単語は受容語いと発表語いを考える、また生徒の学習段階も考える。 

２ この授業のねらい：Unit 4(3) P.42 Reading for communication 
・Instant speech で 3～5 文で言える。 
・must の意味と使い方がわかる。 
・Eri の相談内容と先生のアドバイスを理解する。 
・P.42 を音読できる。特に長い主部を理解し、音読できる。 
３ Target Sentence 
  You must help your mother. 
４ Teaching Procedure in Detail 
Stage 1 Greeting & date(5 min.）→ 既習語いのリサイクル、時には新語の提示 

T:Greeting 
  How are you (doing) ?は T or Ss から聞く。 
Stage 2 Review (3 min) 
・New words  → 語いの復習と音読の基礎、発音指導や Collocation 指導 
・Repeating → 5 秒たってから言わせることで、頭の中に英語のストックを作る。 

Make your bed and come downstairs.  We all have to make our own beds. 
Stage 3 Dictation test (3 min) → 家庭学習と授業をつなげる  
・We all have to make our own breakfast. 
・I will show you some pictures. 
・I’ll call you after school. 
Song → 語いを広げる、英語らしいリズム、発音やリンキングを身に付ける。 

I just called to say, “I love you” (3min) 
Stage 4 Instant speech ( 10 min) → 既習言語材料での統合的活動  
“First things to do when I go back home” → have(has) to, don’t (doesn’t) have to を使う。 
                                     Fiction も OK にすると表現の幅が広がる。 

When I go back home, I have to wash my hands. It helps us to be clean and healthy. 
After that, I have to change my clothes because I wear the school uniform every day. 
Stage 5 must の導入( 5 min) → Story や Situation の中で新言語材料を提示 
                            3 人称か 1，2人称(生徒との Interaction)での提示かを考える。 
T:Look at this picture. She is Emi, a junior high school student. 
  In early September, she is going to take exams like you(と言って生徒を指す).  

So she must study hard for the exams. She must study for them before summer vacation.  



- 60 - 

 

She must study during summer vacation. And she must study after summer vacation. 
T:After the exams in September, her school has a school festival like our school. 

The students are going to have their chorus contest. So they must practice songs with their classmates. 
  (吹き出しをつけて) She said, “We must sing in harmony”. 
 
T:(教科書の Sakura と Becky の絵) →前の Unit3 を利用して、生徒の理解度をつかむ。 
  Sakura wants to be a computer programmer. She wants to work in the U.S.A. 
T:So she must learn ? 
Ss:English and about computers. → 語句で OK。生徒が答えればだいたいわかったことになる。 
T:Beckey wants to work in Japan. So she must learn ? 
Ss:Japanese 
板書 
  We must sing in harmony.    

Becky must learn Japanese. → Becky を出すのは 3人称でも must は助動詞なので 

動詞 sではないことを確認するため。 
Explanation  
 T: “must” in Japanese ?  → ここで生徒が意味を推測できればよい。 
 Ss:「～しなければならない」 
 T: That’s right.  must は can, will などと同じ助動詞。助動詞の後は？   

Ss:動詞の原形 
 T:「～しなければならない」と表現したい時に使う。 
Stage 6 Drill(代入) (2 min)  → 聞いてわかった英語を言わせる。(教科書の代入を使う) 
・You must learn Japanese. → You must get up at six.  → You must finish your homework today. 
Stage 7 P.42 の導入 (5 min) → 該当ページの状況を既習の英語で説明する。 
T:During homestay at summer school in the U.S.A., the teachers ask their students, 
  “Please write about questions or problems of your homestay in your notebook.” 
  One of the students, Eri wrote her problem during homestay in her notebook.  板書：Eri 
 What is Eri’s problem ?  What is the teacher’s advice ? 
T:Read P.42 and underline for the two questions.  

What is Eri’s problem ?  What is the teacher’s advice ? 
Ss:Silent reading (1.5 min) → Eri のノートを読むので、黙読にした。 

未習語いがあっても気にせずに読む態度を育てる。 

T:Talk with your neighbors. And compare your answers.  板書 compare (P.43 の新語) 
 What is Eri’s problem ?  → My host mother always gives me too much food. 
 What is the teacher’s advice ?  → You must tell your host mother. 
 Listen to CD (CD 4 No.43) → ここで音声を聞かせ、次の活動につなげる。 
Stage 8New words (3 min)  
→ 教科書本文中で、その単語がどのように使われているかを見せてから新語を指導する。 

  2 年生なので英語で英語を説明、理解できるか挑戦させる。e.g.をつけるとわかりやすい。 

・host：a person who has invited other people to their house for a social event. 
    e.g. Ms.Baker is our host mother at host family. 
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・always=at all times, for ever  e.g. I always get up at 6:00.every morning. 
・delicious=good to eat.  e.g.The cake was delicious. 
・understand= To know the meaning of words or ideas.   e.g. I don’t understand your question. 
・meal=The food we eat at one time.  e.g. Breakfast, lunch and dinner are meals. 
辞書指導(2 min) → 辞書でさらに語いを広げ、深める 事前に何を学習させるかを調べておく。 

                  10 秒以内で見つけるように指導、見つけた生徒は立ち上がり、下線を引く。 

Always ：ファミリー語 usually など 
Must 意味マップ①～しなければならない ②～にちがいない  

→①、②の数字の意味も指導しておく 

Explanation (2 min) → 文法的、語法、行間、背景などを音読の前に指導する 

Everyone → is 
too much：多すぎる 
Can I tell her の後に省略されている内容は？ 
Say,：言ってごらんなさい。例えば、 
That much：そんなに 
It worked=あなたのアドバイスがうまくいった。 
Stage 9Oral reading practice (5 min.） 
→ 意味がわかった英語を聞かせる  内容によっては 2回以上。 

ここでは音声的なことに注意を向けさせる 

T:Listen to CD：英語の発音、Stressed, Linking, Intonation に気をつけて 
T:Choral reading (Checking) → Checking により、個々の生徒が読めるかを形成的評価する 

Paced reading  → モデルと同じ音調、リズム、速さで読む 
Buzz reading (2 min) → 自分のペースで読ませる 
他のクラスで一番多く読んだ回数を先に知らせる。 

   読んだ回数は「正」の字で教科書にメモ、何回読んだか挙手させる。 
  Read & look up → 頭に英語を残させる 
宿題 
7 steps：P.42  ワーク P.62～64 
宿題点検 
7 steps：P.41  ワーク P.59～61 
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２年 Unit 4 の指導・評価計画 
 キーワード：統合的活動 スパイラルな学習・言語活動 協力 他から学ぶ 意見・考え、 

自立した学習者気づき、協力・教え合い、英語の量・速さ、3 文以上で表現、 
辞書指導、内容のある豊かな Input   知識を元に論理的思考 推論発問    

１， 単元の指導目標 
(1) have to, do not have to の意味・用法を理解し、表現できる。 
(2) will の意味・用法を理解し、表現できる。 
(3) must や must not の意味・用法を理解し、表現できる。 
(4)トピックに関して 3～5 文で Instant speech ができる。 
(5) 九段中等教育学校の校則について表現できる。 

２，既習事項、今後の指導との関連性 
     授業外の教材として 5 minutes reading(浜島書店じゃれまが)を続ける。 

Unit3 では Do  you have any plans this weekend ?などのトピックで、不定詞(would like 
to,want to)と be going to を使って Chat を行った。Unit3(3)(4)P.26,27 では 
1 時間扱いで読む活動に特化した。その後、どのアドバイスがよいか、ディスカッショ
ンをしてみた。6.25 から教育実習生の授業実習が入り、Unit 5 を進めた。9 月にオース
トラリア派遣生徒がいるので、この Unit を指導する。後期に A Magic box の劇化に取り
組む。この Unit の帯状活動として、Instant speech を行う。既習事項の定着をめざす
と共に Taking notes に慣れさせる。 

 ３，指導・評価計画      
時 指導内容 評価 内容 帯状活動 

 
1 
 

1 have to, don’t have to 
 
2 P.40 の内容理解 
3 P.40 の音読 

1 have(has) to, don’t(doesn’t) have 
to をの意味・用法を理解する 

2 Homestayのアドバイスがわかる 
3 have to の発音ができる 

Dictation test 
 
5 minutes reading
 
Instant speech 
(1) Homework 
(2) My 

Housework 
(3) First things 

to do when 
I go back  
home 

(4) Housework 
of my family 

 
2 

1 will, Will you とその答え方
2 P.41 の内容理解 
3 P.41 の音読 
4 Instant speech(1) (have to) 

1 will, Will you と答え方がわかる
2Sakura が理解できなかったこと
を つかめる 
3 I’ll、have to の発音ができる 
4 ,3～5 文で表現できる 

 
3 
 

1 must 
2 P.42 の内容理解 
3 P.42 の音読 
4 Instant speech(2) (have to) 

1 must の意味、用法を理解する 
2 Eri の相談とアドバイスを理解

する 
3 長い主部を理解し音読できる 
4  3～5 文で表現できるか 

 
4 
 

1must not 
2P.43 の内容理解 
 
 
3P.43 の音読 
4 Instant speech (3)(have to) 

１must not の意味、用法を理解する 

2 Carlo の不満と先生のアドバイ

ス、Carlo の回答を理解する 
Familyが集合名詞か成員をわかる 
3 mustn’t、interesting の発音 
4  3～5 文で表現できる 

5 
 

1 助動詞のまとめ 
2 Instant speech (4)(have to) 

1 助動詞の意味と言語機能がわ

かる 
2  3～5 文で表現できる 

 
6 

1,Our school rules of Kudan 
  Secondary School 

学校のルールについて must must 
not can などで表現できる 
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    １年(約 150 人)英語授業についてのアンケート結果  (2012.1.)  

  １，「7 Steps」は英語の力をつけるのに 
     役に立つ(105 人) どちらかと言えば役に立つ(36 人)  

どちらかと言えば役に立たない(6 人) 役に立たない(0) 
   ・繰り返し読んだり書いたりすることで頭に英語が叩き込まれる(ｱ) 

・「音読筆写」で文の流れや発音を身につけられるから(ｱ) 
・反復練習ができるから(ｱ) 
・聞いてただ書いているだけという気がして文を本当に理解しているとは思いにくい(ｳ) 
・教科書の文を写して覚えても…(ｳ) 
・もっと単語を書く回数を増やしたらたくさん書く力が伸びる(ｳ) 

 ２，「ワーク」に書き込まずにノートに宿題をするのは英語の力をつけるのに 
     役に立つ(88 人) どちらかと言えば役に立つ(50 人) 

どちらかと言えば役に立たない(10 人)役に立たない(1 人) 
・何回もできる(ｱ) 
・ﾜｰｸに書いてある他の文も一緒に書いて覚えられる(ｱ) 
・英語の流れがわかるため(ｱ) 
・単語だけ書くより全文書いたほうが覚えやすい(ｲ) 
・書き込んでしまうとテストの時に不便(ｳ) 
・文法はわかるが、どこをどのように間違えたのかが一目でわからない(ｲ) 
・わからない所はノートを見てもダメなので(ｳ) 
・ワークに書いてもノートに書いても同じだと思うから(ｴ) 

 ３、辞書の使用は、英語の力をつけるのに 
  役に立つ(101 人) どちらかと言えば役に立つ(28 人)  

どちらかと言えば役に立たない(3 人) 役に立たない(1 人) 
 ・調べた単語の周辺の言葉まで学べる(ｱ) 
・辞書を引くのが楽しい(ｱ)・関連した語を覚えられるから(ｱ) 
・自分で引くことで体で覚えるし、覚えやすい(ｲ)  
・単語を探す時に色々な単語を目にするから(ｲ) 
・自然に ABCD が覚えられる(ｲ) 

 ４、英語の力をつけるのに役に立ったことに○をいくつでもつけてください。 
   115 人先生が英語で授業を進める  113 人英語の歌  94 人教科書の音読 

85 人単語カードでの練習 76 人スキット(電話) 71 人 Describing(Unit1 からの絵の描写)  
68 人 Chat  64 人スキット(NHK 基礎英語) 60 人 Show&tell (My favorite person)    
58 人スピーチ(自己紹介)  47 人スキット(初対面) 44 人ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ(Unit6 ｸﾞﾘｰﾝ家の人々)    

５、以下の授業での活動で、楽しかったことに○をいくつでもつけてください。 
   141 人英語の歌  92 人スキット(電話)   83 人スキット(NHK 基礎英語)  

55 人先生が英語で授業を進める  54 人 Describing(Unit1 からの絵の描写)  52 人 Chat     
46 人スキット(初対面) 46 人 Show&tell (My favorite person)  40 人スピーチ(自己紹介)   
29 人教科書の音読  22 人ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ(Unit6 ｸﾞﾘｰﾝ家の人々)    19 人単語カードでの練習 



- 64 - 

 

４ 夏の語い指導ワークショップ（７） 

 

TOTAL ENGLISH 2 の単語で何を辞書で引かせるか考える  

                           

葛飾区立桜道中学校  前 田 宏 美 

 

０ ウォームアップ 

 
１ なぜ辞書指導？ 

 (1) 学習指導要領 
 
   
 
 
 
 
     旧）「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。」 
 
 (2) 生徒の声（「語いと英語教育（３５）」2012 年 2 月 23 日） 

• 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。  
• 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。  
• アルファベットのつづりに自信がないとき、辞書を使って確実にわかるよう

にする。  
• 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。  
• わからずもやもやしていることがわかり、スッキリする。  

 
２ 辞書指導法 

 (1) どの場面で引かせる？ 基本は毎時間として･･･ 
  ① 新出単語導入時 
  ② 内容理解まとめ 
  ③ 単元ごと 
  ④ 家庭学習で 
 
 (2) 何を引かせる？  
  ① 辞書指導その目的 
  ② 選ぶヒント（「語いと英語教育（３４）」2011 年 2 月 23 日） 
 
 
 

 
３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

(1) 指導計画の作成上の配慮事項 
カ 辞書の使い方に慣れ、活用できるようにすること。 
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 (3) どのように引かせる？ 
 
３ 辞書指導効果 

 (1) 情意面まとめ（「語いと英語教育（３５）」2012 年 2 月 23 日） 
• 辞書を引くのが早くなった。  
• 単語の知識が増えている。  
• 単語のつづり、意味が覚えられる。  
• 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。  
• 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。  
• 英語に対する興味も湧いてきた。  
• 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。  
• どんなところでこの単語を使うのかがわかる。  
• 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れども、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。  
• 自分で文を作ってみようと思うようになった。  
• 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。  
• 自分で聴いた歌のわ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。  
• 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。  
 

４ では、実際に指導実践を模索してみましょう。 

 (1) TOTAL ENGLISH 2（学校図書） Lesson 4 を参加者のみなさんで検討します。 
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５ 辞書指導仕込み 

 (1) 紙の辞書か電子辞書か？ 
(2) 辞書の種類（「語いと英語教育（３５）」2012 年 2 月 23 日） 
(3) 辞書の選び方 
(4) 環境整備 

① 全員に持たせる 
② 貸出を用意する（ラックに積んで運ぶ）→学校内を探索してみましょう。 

  ③ 英語教室の机の中に設置する 
 
６ まとめ 

 
７ 参考文献 

「中学校学習指導要領解説 外国語編」 文部科学省 
「中学校 新学習指導要領の展開 外国語科英語編」 平田和人編著 2008 明治図書 
「語いと英語教育（３４）」 東京都中学校英語教育研究会研究部 2011 年 2 月 23 日 
「語いと英語教育（３５）」 東京都中学校英語教育研究会研究部 2012 年 2 月 23 日 
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夏の語い指導ワークショップ（８） 

 
日本文化説明のための語い指導（中学 3年生） 

 
大田区立貝塚中学校 江 濵 悦 子 

 
１ はじめに  

（１）目的 日本のものを外国の人に紹介する。今まで習った表現を使い、簡単な英語で統合的

に表現できる力を伸ばす。 
（２）時期 受動態の文構造導入後～5 月中旬から 6 月下旬。 

受け身のレッスンが終わった後、生徒へ提示。Total English には「日本の伝統的な

文化を紹介しよう」という、Chapter project というものがある。 

２ 実際の進め方（数字は実際に行った日）                           

（１）5/15 生徒への提示。テスト内容の詳細について 
（２）5/16 教科書での導入 1 時間（Oral introduction、辞書指導を含む。）生徒同士の活動（資

料２） 
（３）5/21 と 6/11 ALT との TT で 2 時間使用。（資料１） 
（４）5/21~6/15 授業において、隙間の時間を使っての演習。パートナーとの練習。 

（1 回につき 5 分程度、合計で 20 分程度） 
（５）6/14 テストの前の時間にパートナーと練習（10 分程度） 
   パートナーが言った単語を 3 文程度の英語で説明する。 
（６）6/14 ALT によるチェック（writing テストに向けてチェックしてほしい人は提出） 
（７）6/15 テスト（１人 1 分）speaking テスト 
（８）6/21 テスト（定期考査）writing テスト 
（９）6/22 生徒がテストで書いたものをフィードバック 

３ 評価方法 

（１）speaking テスト・・あらかじめ決められた２０のものから、５つを ALT に 1 分間で説

明する。 
紙に書かれたものを ALT に説明していく。ALT が評価する。 

（２）writing テスト・・・定期考査で、ALT と行った２０の中から、2 つ出題する。 
そして、それ以外から自分が外国の人に紹介したいものを１つ 
書く。 
希望者はテスト前にプリントを提出して、チェックを受けられ 
る。 

４ テストまでに行った練習 

listening ・・・  ①ALT との練習で listening and match  

②リスニング教材で 
reading ・・・・ ①教科書 ②読みトレ  

③例を提示（先輩やＡＬＴのもの） 
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speaking・・・・ ①教科書のものをモデルにしてパートナー活動 
②助け合い活動 ③家庭学習 

writing・・・・・①プリントによる穴埋め活動 ②実際に書いて、ALT チェック 

５ 会場の先生方と一緒に考える 

ワーク１）目的：生徒の立場に立って実際に活動を行ってみる。 

①カードに書いてある物を、中学生 3 年生の 1 学期で説明できる英語を使い、３文程度で完成さ

せてください。 
② 班でより良い説明を考えましょう。 

ワーク２）目的：生徒の立場を理解したうえで、指導案を立てる。 

③ 班で話し合い、カードに書いてある物を生徒にどのように指導していくかを考えてください。 

Describing Japanese culture!               資料１ 

Class (  ) No. (  ) Name (                             ) 

Date                                  

A) Listen and match. 

a)            b)              c)             d)              e) 

はんにゃ   そば      刀      東京バナナ   げた 
＊実際はここに、絵を貼りつけていました。 
 

①      ②       ③      ④       ⑤ 

 

Ｂ）Dictation  

①                                                                

                                                                  

②                                                                
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Ｃ）Choose2 things and describe. 

①                                                               

                                                                  

                                                                 

 

②                                                                

                                                                  

                                                                 

                         資料２ 
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４ 夏の語い指導ワークショップ（９） 

 
New Crown１年で何を辞書で引かせるかを考える 

 

品川区立荏原第六中学校 岡 﨑 伸 一 

 

１ はじめに 

 現在指導している７年生（中学１年生）では New Crown を使用している。私が実際に１学期の

授業で、どの場面で辞書を使い、そして教科書のどの語を辞書で引かせたかを紹介した。また、

２学期にどの語を引かせたいと考えているのかも紹介した。このワークショップから、実際に辞

書指導をしていくためのはじめの一歩を踏み出せるきっかけになればと考えた。 
 
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ている。以下の通りである。 

７年生（中１）：辞書に親しみ、引き慣れる。（基本動詞①）＜少人数習熟度＞ 
８年生（中２）：量的な広さ（breadth）、品詞、基本動詞②、多義語 
９年生（中３）：質的な深さ（depth）、類義語、例文探し 

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 どの場面で辞書を引かせているか 

 一般的と考える授業の流れを以下の通りに示した。 
 1 Warm up 
 2 復習 
  3 新出文法導入 
  4 本文導入 
  （１）概要理解 
  （２）ＱＡ、開本黙読 
  （３）説明 
  （４）発音練習 
  （５）音読 
 5 まとめ 
私の場合、（３）説明で、辞書を引かせることが多い。授業の流れを止めないことを念頭に置き、

日本語を使用している時に辞書指導を行うようにしている。 
 
４ ワークショップの流れ 

 1 参加者である先生方に New Crown１の教科書（１ページ）を読んでもらう。 
2 どの語を引かせたいと考えるかを１箇所のみ挙げてもらう。 
3 引かせたいと考えた理由を簡単に全体でシェアする。 
4 私が生徒に辞書で引かせた語とその理由を紹介する。 
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以上の 1～4 の流れを繰り返し行い、１学期の実践と２学期の計画を紹介していった。 
 
５ 実践と計画 

 １学期の実践を８ページ分と２学期の計画を３ページ分の合計１１ページ分の紹介をした。そ

れらの１学期の実践と２学期の計画の中から１ページずつ掲載する。 
 
○参加者から挙がった語 
  she, he, that, teacher, coach など 
 
◇１学期に辞書で引かせた語：-er 
 
◆理由：このページに３箇所でており、-er
のことは初級者の辞書にもきちんと明記さ

れているため。その後、-er のもので日本語

で知っているものを挙げさせた。She, he が

ターゲットになっているが、以前から Oral 
Introduction で使用しているため、これらを

引かせていない。 
 
出典：New Crown 1 (三省堂), p.29 

 
 
○参加者から挙がった語 
 favorite, where, when など 
 
◇２学期に辞書で引かせたい語：on 
 
◆理由：このページで前置詞が４回目の登

場であったので、前置詞の整理をしたいた

め。また、on の第一義ではないため。自ら

進んで kabaddi を調べた生徒もいた。自分

で調べ出す生徒が１、２人と出始めた。 
 
 
出典：New Crown 1 (三省堂), p.56 

６ おわりに 

 私が示したものはあくまでも私が授業で引かせた語や２学期に引かせたいと考えている語の理

由である。教科書での指導のみではなく、引かせる授業の前後の指導も関連してくる。そのため、

当然どの語を引かせるかは違いが出てくる。 
しかしながら、どのように考え、引かせる一語を決定しているかのプロセスを体験していただ

くことで、参加者が２学期から辞書指導のはじめの一歩を踏み出してくだされば幸いである。 
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５ 夏の語い指導ワークショップ参加者の声 

  

７月３０日（月）大田区立田園調布中学校 

A 渓内 明教諭によるワークショップ  

・オーラルイントロダクションで英単語の意味を導入していく方法は、無理がなく、分かりや

すかった。 
・辞書をあえて引かず、教師のヒントで意味を類推させることも大事だと感じた。辞書の使用

だけでなく、授業構成も非常に参考になった。 
・ご自身も実際には辞書を使わない場面で辞書を使うデモをしてくださり、私たちに考えさせ

てくださる場面があったのでとてもよかったです。 
・授業の流れを阻害しない、目的を意識して辞書を使うことの大切さを確認しました。 

 
A 金子健次郎教諭によるワークショップ  
・｢辞書を引くことの意味｣の中に、受動的な学習から能動的な学習への切り替えがあることを

知り、生徒を自立した学習者に育てるためには必要不可欠であるということがわかった。 
・日頃の授業風景がうかがえるリズミカルな発表でよかった。辞書は学習者の世界を楽しみな

がら広げてくれることを教えられた講義だった。この新鮮な気持ちを持ち帰り、授業に活か

したい。 
・辞書を引かせるタイミングは、生徒の実態を見て決めることが大切だと思いました。辞書も、

粘り強く引かせることで、やがて自立学習につながっていくと信じ、これからも指導してい

きます。 
・視覚的な教材を用いて生徒の興味関心を引きながら文法指導をされている姿がとても印象的

でした。 
・スピーチ指導にも触れていただいて、たなからぼたもちでした。辞書を活用する素地をつく

るための活動がよくわかりました。 
・辞書引きのウオームアップとして、様々な活動を取り入れるのは有効だと思います。また、

接頭辞のもつ意味を教えることで、辞書を引いて単語を教える面白さにつながるのではない

かと思いました。 
 

A 大貫 由季教諭によるワークショップ  
・生徒が実際にどのように辞書を活用し、自分なりの工夫をしているのかがわかり、生徒が楽

しんで辞書引きに取り組んでいるのだと感じた。 
・辞書の使い方について、紙の辞書の良さを改めて実感した。紙だと書き込みができたり、付

箋を貼ったりして、もう一度同じところを引いたときに確認できるのがよいと思った。｢早く

引けた人は周りの人を助けなさい｣という指導は参考になった。 
・学び合いを意識させることがやはり大切だと実感しました。生徒の気持ちになって、どこが

分かりにくいのかもっと考えていこうと思いました。 
・入門期の辞書指導の具体的な流れ、留意点についてとてもよくわかりました。継続的に辞書

を持ってこさせ、使わせる場面を意図的に計画的に設けていくことが大切だと思いました。 
・アルファベットに慣れさせるために、アルファベットの導入の段階から辞書指導をすること

が大切だとわかりました。 
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８月１日（水）千代田区立九段中等教育学校 

A 関口 智教諭によるワークショップ  
・授業のアイディアがたくさん学べました。特に歌が良かった。授業中に辞書を引く語の選び

方がわかりました。 
・授業の中でこういう風に辞書指導をすればよいかということで具体的にわかり感動しました。 
・普段の授業スタイルでワークショップをしていただき、面白く、また楽しめました。生徒へ

配る資料を拝見して先生のきめ細やかなご指導を参考に自分の授業に生かしていきたいです。 
・４技能すべてについて計画的に授業を進めていらっしゃり、生徒に英語力がつくように進め

られていて参考になりました。 
・３年生に対してもきめ細かく勉強の仕方を示してあるのが驚いた。自分の足りないところが

分かった。 
・他社の教科書の音読をさせようとおもいました。 
・ビンゴやディクテーションなど子供の意欲を高めたうえで学ばせるという流れができている

実践で自分もやってみようと思いました。辞書指導はまだできていませんが、子供が調べた

くなる状況を作るということがとても重要だと思いました。なぜ？という気持ちをクラス全

体が共有できるような一体感のある授業を私もやってみたいです。 
 
A 上尾栄美子教諭によるワークショップ  
・語いを定着させる授業スタイルがよくわかりました。わかりやすくてとても参考になりまし

た。発問の仕方を工夫されていて、単語に興味を持たせるように工夫されていることがすば

らしかったです。 

・オーラルイントロダクションの流れなど、自分自身がわくわくして行えました。辞書を引か

せる単語を決定するのも先の課題を参考に吟味する必要があると思いました。 

・どの語いをいつどこで引かせるのか、実践例とともに知ることができました。ほかの方と考

えを共有できてよかった。 

・辞書指導を授業の中にどのように取り入れ、生徒の意欲を高めるかヒントを得ることができ

ました。また、今回いろいろな活動を実際にやってみたい。 

・辞書を引かせる宿題用のワークシートなど工夫いっぱいで感動しました。私たちのグループ

では、１年生の辞書指導で辞書は素晴らしいものだと生徒にイメージさせ、少しでも毎回引

く機会を与えることが大切であると結論に至りました。私も辞書に親しんで英語が好きにな

ったので生徒にもそういう経験をしてもらえるように今後努力します。 

 

A 石井 亨教諭によるワークショップ  

・教えすぎ、与えすぎ、と私の授業を反省しました。宿題と次の授業のつながりなど考えてい

なかったので、勉強になりました。生徒の英語力アップのためにがんばろう思いました。 

・やはり単語力がないと生徒の英語力につながらず「英語がわからない」という生徒の弱点は

単語力であると感じた。 

・きらりと光るいろいろなアイディアを教えていただき勉強になりました。復習のやり方、先

生が１文を読み５秒後に繰り返させる方法は新鮮でした。 

・１～３年の辞書指導で重点的に指導したい項目を考えることができ、とても役にたった。 

・フラッシュカードの使い方が分かった。テンポがとてもよく、生徒の活動も多いので活気の
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ある授業であることが想像できた。 

・模擬授業のスタイルが、良かったです。流れに沿って細かな配慮をご説明いただけたからで

す。また、すべての活動・発言・動きに目的を持たせていることがわかりました。 

 
 ８月２１日（火）品川区立荏原第六中学校 

A 前田 宏美教諭によるワークショップ  
・辞書を引かせる語の分類など、整理された情報を与えてくださり助かりました。 
・辞書指導の意義、指導の留意点、引かせる語の選択の視点など、全般的に扱っていただき、辞

書指導の基礎を確認することができました。指導上の問題点とその対処の方策についても考

えさせられ、辞書指導に取り組もうというモチベーションが高められた内容でした。 
・辞書を引く単語、タイミングの２つが具体的に分かって、とっても分かりやすかったです。

内容理解につなげる辞書指導を学ぶことができました。各校での改善案等も一緒に検討いた

だけて、ためになりました。 
・全体的に辞書を引くタイミングや、どの語をひくかということを実際に学べてよかったです。

特に、子どもの自発性をどうしたら引き出していけるかとても悩んでいたので、早速実践し

て毎回取り入れたいです。 

 ・辞書指導の目的は自立した英語学習者を育てることであることを再認識できました。私の辞

書指導の課題は、時間がかかってしまうこと。（生徒が引くのに時間がかかる。生徒が勝手に

いろいろ調べ始めてしまう、辞書の内容を説明してしまう）でしたが、ワークショップとブ

レイン・ストーミング、そしてフィードバックから、どの場面で何のために引かせるかを明

確にすること、時間を意識させる、授業の中でメリハリをつけるなどのしつけが必要だと学

びました。また、「辞書引きは英語学習の常識である」ということを忘れずに、自信を持って

辞書指導をしていきたいです。 
・授業をつくるためにどうするか、子どもの力を伸ばすためには、という目的をもってワーク

ショップに臨んでいる先生が多いので、話し合いが充実していました。 

 
A 江濱 悦子教諭によるワークショップ  
・日本文化の説明という活動を、実演をまじえる際に、①一言で言うと？②いつ使う？ 

③だれが使う？④どう使う？という構成を提示すること、やさしい英語を使うこと、自分の

感想は書かないという注意を提示することは、とても大切だと思いました。また、この活動

では、必要な文型→語い（キーワードを集める）→文の順番という３つのステップが重要で

あることを学びました。評価の項目もしっかり吟味する必要があることを、自分の考えが甘

いことを再認識しました。 
・グループ活動で、スピーチ指導について具体的にやっている方法を教えてもらいました。導

入の仕方や指導過程、評価までの流れがわかり、参考になりました。日本文化の説明という

プロジェクトでは、その物について理解があった上で、英語で言う。ということが、前提に

なります。でも、行事や習慣に日本人としても説明しにくいこともあるので、グループ活動

は有効だと思いました。それをスピーキング、ライティングの両面で評価するために、個々

でテストをすることも必要だと感じました。 
・スケッチブックの絵がかわいらしくて、生徒の興味を引くための工夫が必要だと感じました。

生徒へ伝えるためには、自分自身が日本文化をもっと知ることが大事だと思いました。その
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上で、言語材料や文型に焦点をしぼった上での辞書指導の方向性が少しですが、イメージを

持てました。 
・日本文化の説明という、統合的な活動の中で辞書指導について考えることができました。活

動全体の指導の流れを紹介していただいて、勉強になりました。評価について考えられたこ

とも良かったと思います。  
 

A 岡﨑 伸一教諭によるワークショップ  
・先生のワークショップを受けて、生徒の気持ちがわかりました。辞書を見たら、細かいこと

に分かれているんだという喜びや、発表するときのドキドキ感。楽しい授業を私の生徒にも

提供したいと強く感じました。また、各ページに多くの重要語がありますが、その中でも「ひ

とつ」を厳選することで、辞書指導に深みが増しますね。マジックから、プレゼンの仕方か

らいろいろ勉強させていただきました。 
・自分だったらどの単語を引かせるか、というワークを複数やり、どれが正解というものはな

い。ということでしたが、選び方のポイントを教わることができ、勉強になりました。 
・岡﨑崎先生の語り口に引きつけられました。生徒のために教材研究を日々熱心にされている

のが伝わってきて、自身も身が引き締まる思いでした。１年生の１・２学期、各ページでど

の語を引かせるか、一つ一つじっくり考えられたのも良かったと思います。 
・教科書の文の中で、どの語をどんな理由で調べさせるかを、計画的に考え、授業を組み立て

させるかが、大切だとわかりました。その後を調べさせるには、きちんと理由がある、とい

うことがわかりました。逆に「○○ということを理解させたいから、□□という語を調べさ

せる」ということを考えないと、生徒にとってもぐだぐだになってしまうので、気を付けな

ければならないと思いました。 
・とてもわかりやすかったです。的を絞って辞書指導に link させていく。そのためには教材を

しっかり読み込んで、「何を」教えるのか、「何を」身につけさせたいかを教員側が事前に準

備しなければいけないと痛感しました。ブレイン・ストーミングでいろいろな先生の実践例

も知れてよかったです。 
・授業内での活用法、教材研究のポイントがとてもよくわかりました。実際に解いていく形式

でとても勉強になりました。生徒たちの反応も想像できてとても面白かったです。 
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６ 研究部のホームページについて 

 
 研究部のホームページから、本研究で使われている「教科書語いデータ」および、これまでの

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

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

を共有し、高めていくこともこの研究のねらいの一つです。さらに多くの方々にデータを活用し

ていただきたく、ダウンロードの方法をお知らせします。 

 

〈「教科書語いデータ」ダウンロードの方法〉 

①研究部のホームページにアクセスしてください。 

 研究部ホームページ URL→http://www.eigo.org/kenkyu 
②トップページ左側のリストから「教科書使用語いダウンロード」をクリックし、表示されたペ

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

ださい。登録については、全ての項目を記入していただく必要があります。また、正しいメール

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

ください。登録はデータの権利保護上の措置で、この情報が他の目的で使われることはありませ

ん。 

③登録が行われると、研究部ホームページ管理者よりダウンロードページのアドレスとパスワー

ドが登録されたメールアドレスに送られてきます。このパスワードを使ってダウンロードページ

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

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

い。なお、ダウンロードに必要なユーザー名(ID)はメールアドレスを使っているので、一度登録

されたアドレスは受け付けません。別のアドレス（不備の場合は正しいアドレス）で登録し直し

ていただくか、直接メールでお問い合わせください。 

 その他、パスワードの管理や扱いについては登録者にお送りする案内メールの注意事項をよく

読んでください。 

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

 

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

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

閲覧には Adobe Reader が必要です。お持ちでない方はホームページ上に配布ページへのリンク

を設けてありますので、ご利用ください 

【お願い】 

 ここでご案内している語いのデータは全て、教科書出版社からの許諾を文書により得ています

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

ください。またパスワードに関しては利用者の責任で管理願います。 

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

e-mail アドレス goi@eigo.org 
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Ⅴ 今後の課題 

 
 今年度は、効果のあった辞書指導の実践をまとめることができた。新学習指導要領でも辞書指

導をすることが義務づけられており、単発的に辞書を使わせるのではなく、日常的に辞書を使わ

せることが求められている。実際に授業の中で引かせて効果のあった語いを教科書別にまとめて

あるので、ぜひ各校で活用していただきたい。 
 今後の課題としては以下の４点があげられる。 
①効果のあった辞書指導の研究の継続 
②辞書指導とその成果の数値による明確化 
③授業の中の具体的な指導場面・指導手順の研究 
④和英辞典を使った辞書指導の研究 
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Ⅶ 編集後記 

 

 今年度は中学校英語科にとっては激動の１年だったと言っていいと思います。４月から始まっ

た新教育課程ではこれまでになかったような大変革がありました。週あたり１時間の指導時間増、

語い数増、統合的・総合的な指導、小学校英語活動の本格実施を受けての指導などです。中でも

語い数増については自分が執筆した教科書を使って授業をしている私ですら、「大変だ」という

思いを強くしました。週あたり指導時数が３時間から４時間に増えたということは授業時数が３

３％増えたことになります。同時に指導語いが９００語から１２００語に増えたということは３

３％増えたことになります。「語数が増えても指導時数が同じくらい増えているので大丈夫だろ

う」と考えていたとすればそれは実際にはあまり当たっていないと思います。生徒の負担感を考

えれば肯けるのではないでしょうか。もしすべての語をつづりまできっちり覚えなければならな

いと生徒が思ったとしたら、それは悲劇です。生徒に負担感をあまり感じさせずに語い指導をす

ることが必要になります。これまで研究部では指導語いを「受容語い」と「発表語い」に分けて

指導するように提案してきました。これも生徒の負担を減らす指導方法の一つです。さらに生徒

が自ら進んで語いを獲得していく姿勢を育てることができれば、生徒の負担感はさらに減るでし

ょう。 

 私たち都中英研研究部では一昨年度、昨年度に続いて「辞書指導」をテーマにしました。辞書

指導をすることによって語い指導が丁寧になったり、生徒の自学が促されたりします。今年度の

研究では生徒の反応に焦点を絞って、「どの語を辞書指導したらどんな反応があったか」を調査

しました。生徒の「へえ～」や「そうか！」といった独り言は生徒の内面からの向学心を表しま

す。「もっと調べてみたい」そう思わせるのが辞書指導のねらいです。 

 一方、私が研修会などで全国を回って先生方から聞いた話や研究部主催の夏の語い指導ワーク

ショップに参加された先生方によると、辞書指導をまだされていない方やされていてもほんの少

しという方がいらっしゃるのも事実です。お聞きすると、どうやったら効果的な辞書指導ができ

るか、お悩みの様子です。 

 そういう先生方にこそ、今年度の研究成果をお届けしたいと思います。現場の教師でなければ

できない、生徒の声が詰まった研究になりました。研究冊子で取り上げられた語がご自分の教科

書にあるなら、ぜひ同様に辞書指導してください。そして我々研究部員が感じた、生徒が自分で

伸びようとする芽生えを感じていただきたいと思います。これこそダイナミックな学習展開につ

ながる端緒なのです。 

 近年、「まなび」「気づき」「自学」「Self-Access Language Learning」などの言葉を英語科に

限らず教育現場で目や耳にします。生徒の自主的なまなびを促進するもっとも身近なツールは辞

書です。私たち英語教師が辞書を使いこなして英語を習得したように、生徒にも辞書との楽しい

つきあい方を教えたいものです。 

 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、Ｏ

Ｂの先生方に心より感謝申し上げます。 

                               
平成２５年２月２２日 研究部長 北原延晃（港区立赤坂中学校） 
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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）      石井  亨（千代田区立九段中等教育学校） 

関口  智（江戸川区立清新第一中学校） 原田 博子（江東区立有明中学校） 

福井 洋子（町田市立鶴川第二中学校）    渓内  明（千代田区立九段中等教育学校） 
大貫 由季（練馬区立豊渓中学校）        横山 牧子（狛江市立狛江第一中学校） 

金子健次郎（大田区立田園調布中学校）  岡﨑 伸一（品川区立荏原第六中学校） 
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） 
江濱 悦子（大田区立貝塚中学校）    太田恵理子（葛飾区立上平井中学校） 
中川 智子（大田区立大森第十中学校）  前田 宏美（葛飾区立桜道中学校） 
八木 一真（大田区立大森第一中学校）  品川智佳子（世田谷区立梅丘中学校） 
壽原友理子（世田谷区立三宿中学校） 
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