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Ⅰ あいさつ 

語い指導の充実を目指して 

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

会 長  重 松  靖  
（国分寺市立第三中学校長）  

 

昨年度は中学校、今年度は高等学校の学習指導要領が全面実施されました。大きく改訂され

た内容の一つは指導語い数の大幅な増加です。中学校では 900 語から 1200 語へ、高等学校では

1300 語から 1800 語と、計 3000 語となりました。これまでの 2200 語より 800 語増加したこと

になります。  

また、インターネットの普及により英語で書かれた新聞や雑誌の記事、資料やレポートなど

をいつでも、どこでも、だれでも、簡単に読むことができるようになりました。こうした時代

に求められる「読解力」とは、難解な文章の一語一語の意味を理解し、英文を和訳し、まとま

りのある文章・段落の内容を理解する、といったボトムアップ的なものではありません。有効

な語いを取捨選択し、内容を予測しながら読み進め、短時間のうちに概要を掴みとるトップダ

ウン的な力も必要です。 “Reading is a psycholinguistic guessing game.”( by Kenneth Goodman, 

University of Arizona ) と言われる所以です。こうした Reading には豊富な語いの知識は大きな助け

となります。  

このように、語い力向上はコミュニケーション能力を養う上で欠かせないものなのです。研

究部は、こうした語いの研究を４０年近く継続して行っています。平成 17 年度には、「日本の

中学生に必要な発表語い 635 語」を選定し、「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」を活用してワ

ークシートやテスト等を作成しました。これらを部員が授業の中で活用して検証し、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、参加者の皆さんと共有しました。  

平成２２年度からは語い指導の一環としての辞書指導のあり方を提案しています。現行の学

習指導要領では「３  指導計画の作成と内容の取扱い   (1) 指導計画作成上の配慮事項」に  

 

 

とあります。旧学習指導要領の「初歩的な辞書の使い方に慣れ、必要に応じて活用できるよう

にすること。」（下線部重松）という内容から一歩踏み込んだものになったことを受けてのもの

です。  

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。都中英研の歴史と伝統の礎に

なっており、これからも貴重な情報を発信し続けてくれるはずです。  

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努力に対して、

心からの敬意と感謝の念を伝え、挨拶といたします。  

 

 

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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Ⅱ 研究部の歩み 

 

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

継続的に行ってきた。今年度の研究もこの延長線上にあるものである。  

 

1976（昭和 51）年度 「英語教師のニードとその資料源」 

            研究授業者：森永 誠（北区立赤羽台中学校）  

            指 導 講 師：福田 大昭（都立教育研究所）  

 

 1977 (昭和 52) 年度 「英語教師のニードとその資料源 その 2」 

             「外来語と英語教育（１）」 

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

            研究授業者：里見 光昭・宗政 剛郷（千代田区立麹町中学校）  

            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）  

 

 1978 (昭和 53) 年度 「外来語と英語教育（２）」 

             －中学校英語教科書に現れた外来語リスト－  

            研究授業者：野中 清（江東区立深川第二中学校）  

            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）  

 

 1979 (昭和 54) 年度 「外来語と英語教育（３）」 

                       －外来語の強勢付加によっておこる変化－  

            研究授業者：萩野 浩・須田 昌義（千代田区立一橋中学校）  

            指 導 講 師：若林 俊輔（東京学芸大学）  

 

 1980 (昭和 55) 年度 「外来語と英語教育（４）」 

                       －英語の意味別頻度と外来語・英語の意味とのかさなり－  

            研究授業者：後関 正明（墨田区立両国中学校）  

            指 導 講 師：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）  
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 1993 (平成５) 年度 第 17 回関東甲信地区中学校英語教育研究協議会東京大会 

            Teacher Talk (1) 

                  研究授業者：杉本 薫   （墨田区立両国中学校）  

                  指 導 講 師：若林 俊輔（東京外国語大学）  

 

 1993 (平成５) 年度 「語いと英語教育（17）」 

Teacher Talk (2) 

                  研究授業者：重松 靖（府中市立第七中学校）  

                  指 導 講 師：金谷 憲（東京学芸大学）  

 

 1994 (平成６) 年度 「語いと英語教育（18）」 

Teacher Talk (3) 

                  研究授業者：三浦 邦彦（足立区立第三中学校）  

                  指 導 講 師：森永 誠   （聖徳大学短期大学部）  

 

 1995 (平成７) 年度 「語いと英語教育（19）」 

Teacher Talk (4) 

                  研究授業者：石井 亨（江東区立南砂中学校）・Mr. John Walding(U.K.) 

                  指 導 講 師：佐野 正之（横浜国立大学）  

 

 1996 (平成８) 年度 「語いと英語教育（20）」 

研究部の歩みと「語いと英語教育」第１集～19 集のダイジェスト版  

                  研究授業者：長 勝彦（墨田区立両国中学校）  

 

 1997 (平成９) 年度 「語いと英語教育（21）」 

Teacher Talk (5) 

Student Talk (1) 

                  研究授業者：太田 洋     （東京学芸大学附属世田谷中学校）  

                  指 導 講 師：投野 由紀夫（東京学芸大学）  

 

 1998 (平成 10) 年度 「語いと英語教育（22）」 

Student Talk (2) 

                  研究授業者：原田 博子（江東区立深川第五中学校）  

                  指 導 講 師：和田 稔   （明海大学）  

 

 1999 (平成 11) 年度 「語いと英語教育（23）」 

Student Talk (3) 

                   研究授業者：小柳 守生（葛飾区立亀有中学校）  

                   指 導 講 師：松本 青也（愛知淑徳大学）  
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 2000 (平成 12) 年度 「語いと英語教育（24）」 

Student Talk (4) 

                   研究授業者：阿久津 仁史（文京区立第八中学校）  

                  指 導 講 師：緑川 日出子（昭和女子大学）  

 

 2001 (平成 13) 年度 「語いと英語教育（25）」 

語い指導  (1) 

                  研究授業者：門松 裕之・佐藤 恵美（墨田区立文花中学校）  

                  指 導 講 師：山内 豊（東京国際大学）  

 

 2002 (平成 14) 年度 「語いと英語教育（26）」 

語い指導  (2) 

                  研究授業者：伊地知義信（豊島区立西巣鴨中学校）  

                  指 導 講 師：望月 正道（麗澤大学）  

 

 2003 (平成 15) 年度 「語いと英語教育（27）」 

語い指導  (3) 

                  研究授業者：明石 達彦（港区立御成門中学校）  

                  指 導 講 師：木村 松雄（青山学院大学）  

 

 2004 (平成 16) 年度 「語いと英語教育（28）」 

語い指導  (4) 

                  研究授業者：関口 智   （葛飾区立常盤中学校）  

                  指 導 講 師：相澤 一美（東京電気大学）  

 

 2005 (平成 17) 年度 「語いと英語教育（29）」 

語い指導  (5) 

                  研究授業者：渓内 明   （大田区立東調布中学校）  

                  指 導 講 師：卯城 祐司（筑波大学）  

 

 2006 (平成 18) 年度 「語いと英語教育（30）」 

語い指導  (6) 

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

                  指 導 講 師：長 勝彦（武蔵野大学）  

 

 2007 (平成 19) 年度 「語いと英語教育（31）」 

語い指導  (7) 

                  研究授業者：岸 由季（町田市立山崎中学校）  

                  指 導 講 師：猪俣 俊哉（北海道室蘭市立陣屋小学校）  
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  2008 (平成 20) 年度 「語いと英語教育(32)」 

語い指導  (8) 

                   研究授業者：谷口 弘美（東村山市立東村山第二中学校）  

                   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）  

 

  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）  

 

 2013(平成 25) 年度 「語いと英語教育(37)」 

辞書指導  (4) 

                   研究授業者：本多敏幸（千代田区立九段中等教育学校）  

                    パ ネ ラ ー：重松 靖（国分寺市立第三中学校長） 

本多敏幸（千代田区立九段中等教育学校）  

杉本 薫（東京都立両国高校附属中学校）  

田口 徹（千代田区立九段中等教育学校）  

北原延晃（港区立赤坂中学校）  

    モデレーター：石井   亨（千代田区立九段中等教育学校）  
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Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし  
 

平成２４年度からの新学習指導要領の全面実施に伴い、平成２２年度は、辞書指導の重要性

にいち早く注目し、「辞書指導シラバス作り」をテーマとして研究した。当時研究部員が使用し

ていた４社の教科書の、新出単語から辞書で引かせるべき語を抽出し、１年間の辞書指導シラ

バスを作成した。平成２３年度は、中学生用のジュニア版英和辞典１０種類を比較検討し、研

究冊子に「辞典比較リスト」として掲載した。生徒に英和辞典を紹介する際の参考となる資料

となった。また、生徒を対象に「辞書を使った学習に関するアンケート」を実施し、辞書指導

の効果の検証を行った。平成２４年度は、教科書改訂に伴い、改めて研究部員が使用している

教科書毎に、生徒に辞書を引かせて効果のあった具体的な事例を実践例としてまとめた。また、

「辞書指導では、どのような語を、授業のどのような場面で生徒に引かせればよいのか」とい

う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（４）「効果の検証（２）」   

 

１ 研究の概要 

  昨年度からの辞書指導の事例研究とその検証を継続して行い、それらの事例を使用教科書

ごとに分類した。さらに、今年度は 36 校の３年生の生徒約 3700 名を対象に語いテストを実

施し、その結果を分析し、辞書指導と語い習得の関連を検証した。  

  夏季休業中には、「夏の語い指導ワークショップ」を実施した。研究部員による辞書指導を

中心とした語い指導の実践発表を行い、３回で延べ 158 名の教員が参加した。  

  今年度の研究活動の内容については、以下の通りである。  

    

 第１回部会：４月１８日  （港区立赤坂中学校） 

・平成２５年度の研究部の組織づくり  

・部員の所属校、所属学年、指導学年、授業の指導形態、使用する検定教科書の確認  

・研究部担当の中英研副会長・・・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  

○夏の語い指導ワークショップ（企画・立案・運営）  

       原田副部長 上尾 大矢 岡崎 壽原 福田  

○研究大会（企画・立案・運営、講師との連絡、研究冊子、会場など）  

       石井副部長  渓内 前田 横山 大竹  

    ○ホームページ・庶務（ホームページの管理と運営）  

       関口副部長 中川 北原（記録） 太田（出張依頼） 上尾（会計）  

・ 平成２５年度の研究テーマの決定：辞書指導(4)「効果の検証(2)」に決定  

・  
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 第２回部会：５月１３日  （港区立赤坂中学校） 

   ・辞書指導の実践報告および効果の検証（事例研究）  

   ・語いテストの実施方法、方針について検討  

   ・今年度の研究方針、研究方法の内容等を確認  

    辞書指導の効果を検証する目的で「全英連語彙サイズテスト（レベル１）」を部員およ  

び部員以外の学校で２回実施する。  

   ・「夏休み語い指導ワークショップ」計画：３日間の日程・会場を決定  

   ・研究発表会の公開授業者の候補を検討  

 第３回部会：６月２０日  （港区立赤坂中学校） 

   ・辞書指導の実践報告および効果の検証（事例研究）  

   ・第 1 回語彙テスト（全英連語彙サイズテスト）の途中経過についての報告  

   ・「夏休み語い指導ワークショップ」について、担当講師、実施計画を確認  

   ・研究発表会の公開授業者を検討  

 第４回部会：７月１６日  （港区立赤坂中学校） 

   ・辞書指導について実践報告および効果の検証（事例研究）  

   ・第１回語いテストのデータ分析の結果報告  

    ・「夏休み語い指導ワークショップ」の受講者応募状況の確認、係分担  

 夏休み語い指導ワークショップ 

第１日目：７月３０日 （世田谷区立三宿中学校） 

     発表者：関口「中１からの継続した辞書指導とフォニックス」  

          太田「辞書指導～授業を楽しくする工夫」  

                  北原「教師に必要な語い力」  

   第２日目：８月７日  （千代田区立九段中等教育学校） 

     発表者：前田「始めよう辞書指導」(TOTAL English 3) 

                  上尾「入門期の辞書指導～New Horizon」  

         石井「授業での語い指導～中学３年１学期 New Horizon」  

第３日目：８月２３日 （品川区立荏原第六中学校） 

     発表者：壽原「教科書本文の辞書指導～Sunshine 3 年」  

         岡崎「入門期の辞書指導とアウトプットをめざす語い指導」  

                  石井「リスニングを伸ばすには…語いを中心に考える」  

 第５回部会：９月９日   （港区立赤坂中学校） 

   ・辞書指導について実践報告および効果の検証を報告（事例研究）  

   ・授業のビデオによる辞書指導の実践報告  

   ・第２回語いテストの方針、実施方法ついての検討  

   ・「夏休み語い指導ワークショップ」反省  

第６回部会：１０月１７日 （港区立赤坂中学校） 

   ・辞書指導について実践報告および効果の検証（事例研究）  

   ・授業のビデオによる辞書指導の実践報告  

   ・第２回語いテストの途中経過の報告  

   ・「語いと英語教育」内容および執筆分担の決定  

・辞書指導の事例研究のまとめ方および執筆者の決定  
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 第７回部会：１１月１９日 （港区立赤坂中学校） 

   ・第２回語いテスト、データ分析結果の報告  

   ・語いと英語教育(37) 執筆原稿の推敲  

   ・研究発表会の研究発表者の決定  

 第８回部会：１２月１３日 （港区立赤坂中学校） 

   ・研究発表会の流れ、会場、役割分担の検討  

   ・語いと英語教育(37)  執筆原稿の推敲  

 第９回部会：１月２１日 （港区立赤坂中学校） 

   ・語いと英語教育(37)  校正  

      ・公開授業・研究発表会準備  

 公開授業・研究発表会：２月２４日 （千代田区立九段中等教育学校） 

   「研究部公開授業・研究発表会」 

    ・公開授業者：      本多敏幸  （千代田区立九段中等教育学校）  

    ・研究協議会パネラー：  重松   靖（国分寺市立第三中学校）  

             杉本 薫（都立両国高等学校附属中学校）  

             田口 徹（千代田区立九段中等教育学校）  

             北原延晃  (港区立赤坂中学校) 

        司会：  石井 亨（千代田区立九段中等教育学校）  

・研究発表：「語いと英語教育（37）」－辞書指導（４）効果の検証（２）      

第１０回部会：３月   （港区立赤坂中学校） 

    ・今年度の活動の反省  

    ・次年度の研究方針、内容の検討  
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２ 今年度の研究の流れ  
 

「辞書指導（４）～効果の検証（２）～」をテーマに掲げ、昨年度に引き続いて、日頃の辞

書指導がどのような効果をもたらすかを検証した。  

今年度は「辞書指導を受け、辞書をよく使用する生徒は、そうでない生徒より語い知識があ

るのではないか」という仮説を立て、研究を行った。「全英連語彙サイズテスト」を５月と１０

月に実施し、３６校３７００人の生徒のデータを集め、生徒の語いサイズや得点の伸びを検証

することにした。  

 また部員相互で月に１回程度、辞書指導を中心にした、ビデオによる授業研究を行った。  

 部員による辞書指導実践事例研究報告も昨年度に引き続き行い、より良い指導を部員で検討

した。そして教科書別の辞書指導事例集としてまとめた。  

 夏季休業中には、辞書指導を含めた語い指導の実践例を「夏休み語い指導ワークショップ」

で発表した。  

 １１月には、１回目と２回目の語彙サイズテストの結果を分析した。  
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３ 辞書指導と語いテスト結果 

 

ねらい 

１．辞書指導は生徒の語い知識を広げるために有効なのか。  

２．家庭で辞書をよく使う生徒とそうでない生徒では語いテストの結果に差がでるのか。  

 

方 法 

１．中学２年生と３年生を対象に「全英連語彙サイズテスト」のレベル１（500 語レベル）

を使用した。（資料１）  

指導している先生にもアンケートをお願いした。（資料２）  

２．語い力の伸びを見るために５月と１０月に同じテストを実施した。  

３．部員の指導している生徒に家庭での辞書使用についてのアンケートを実施した。  

アンケートは第２回目の語いテストの下に以下のような文章をつけ、生徒に答えてもら

った。  

アンケート（１～５  からひとつ選び、数字に○を）  

    あなたは家で、英語の辞書を  

1 よく使う   2 ときどき使う   3 あまり使わない   4 使わない   5 家に辞書がない  

 

結 果 

１．第１回目の語いテストの結果、中学２年生の平均点は３６点満点中の１２点だった。

９月の研究部の部会で、中学２年生のデータを検討し、以下の意見が出た。  

・中学２年生の平均点が１２点であることから考えると、この語いテストは中学２

年生には難しいことがあらためてわかった。データとして意味をあまり持たない

ので、研究の対象から外すべきである。（資料３）  

・この語いテストを再度、中学２年生に実施することで、生徒が英語学習に自信を

なくしたり、意欲をなくしたりすることにならないか。  

そこで研究部として中学２年生の語いテストは再度１０月に行わず、５月の分で中

止することにした。  
２．２年間同じ生徒を指導した教員を以下の２つに分け、中学３年生の語いテスト結果を比

較することにした。  

    ア  授業で辞書指導が多い イ  授業で辞書指導が少ない  

    アは資料２の(1)(2)とした。イは資料２の(3)(4)とした。  

   (1)ほとんど各ページごとに授業中に辞書を使わせている(た)。  

(2)1 単元につき、1 回程度は授業中に辞書を使わせている(た)。  

   (3)各学期に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせる予定(だ)。  

(4)1 年間に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせる予定(だ)。  

    ＊(5)その他には、教科書巻末の単語リストを使用した、という記述が多かった。  

３．ア  辞書指導が多い授業を受けている生徒と、イ  そうでない生徒との語いテストの結果

は以下の通りだった。（資料４）  

   アとイの平均点の違いは第１回目の５月では 0.31 点だった。  
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   第２回目の１０月では平均点の違いは 0.86 点だった。  

   またア、イそれぞれが５月から１０月に平均点が何点上がったかを見てみた。  

   アは 3.44 点、イは 2.88 点であり、アの平均点の方が上がっていた。  

 

４．ウ  家庭での辞書使用が多い生徒と、エ  そうでない生徒の語いテストの結果は以下の通

りだった。（資料５）  

ウとエの語いテストの差は 3.89 点だった。その差を 100 点満点に換算すると 10.82 点と

なる。  

 

分析と考察 

     語い力は、辞書使用以外の多様な要因が関係している。教科書以外の副教材、教員自作

のワークシート、学校以外での英語学習など数え上げればきりがない。授業中の辞書指導

だけで語い力に大きな差がでるとは言えない。  

  しかし、アとイでは小さな得点差は出ている。（上記３）  

毎時の授業で辞書を使用したとしても、辞書で調べる語はそれほど多くない。  

  例として、ある研究部員は NEW HORIZON 3 年で夏休み前までに、授業で２０回使用する

機会を作った。１回の授業では、約２語程度の語いを辞書で調べるので、合計４０語程度

の語いを知ったにすぎない。授業中以外に生徒が辞書を使う機会の方が圧倒的に多いだろ

う。辞書に「慣れ親しむ」ことに意義と価値があるだろう。（上記４）  

 

提 言 

授業での辞書指導にかかる時間は３分程度である。辞書指導による波及効果は大きい。

中学校を卒業した後も、生涯教育という視点からも辞書指導の意義はある。大人になって

も英語の辞書を使う人は多い。辞書を引く楽しみを知った生徒、辞書の引き方、使い方に

親しんだ生徒を社会に送り出したい。  
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資料１  
 



-17- 

資料２  

 

英和辞書指導アンケート 
 

学校名           中学校 お名前                                       

 

ご担当学年に○をつけ、数字を入れてください。  

         １年生（  ）クラス  ２年生（  ）クラス  ３年生（  ）クラス  

 

１．今、担当している生徒を昨年度も担当しましたか。  

         ア  担当した         イ  担当しなかった  

          ↓  

          昨年度、英和辞書での辞書指導は、  

(1) ほとんど各ページごとに授業中に辞書を使わせた。  

(2) １単元につき、１回程度は授業中に辞書を使わせた。  

(3) 各学期に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせた。  

(4) １年間に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせた。  

   (5) その他（                                                         ）  

 

２．今年度、英和辞書での辞書指導は、  

(1) ほとんど各ページごとに授業中に辞書を使わせている(た)。  

(2) １単元につき、1 回程度は授業中に辞書を使わせている(た)。  

(3) 各学期に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせる予定(だ)。  

(4) １年間に、１～２回程度は授業中に辞書を使わせる予定(だ)。  

(5) その他（                                                         ）  

 

３．生徒は英語の授業に英和辞書を常に準備している。  

            ア  はい    イ  いいえ  

 

４．英和辞書は  

           ア  学校で一括購入した  

イ  各自が選ぶように指導した  

ウ  購入については指導していない  

 

        ありがとうございました。  

        研究部員に渡してください。  
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資料３  
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４ 辞書指導実践例 １年生～３年生 

 

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）  

 

１ 教科書【New Horizon】  
1 年生 

Warm-up how（新語） How are you?  

 辞書を引く 初の語にした。生徒は小学校からあいさつで使っているが、意外に意味は知ら

ない。生徒に予想させると「元気？」などと答える生徒もいた。「どのような」に印を付けさせ、

How are you?は「君はどのような状態？」つまり「調子はどう？」という意味になりますねと

説明した。  

Warm-up fine（新語） I’m fine, thank you. 

  これも意味を予想させてみた。予想通り、「元気」と答えていた。他の意味も皆の頭の中に入

っているよと「野球で野手が取れそうもないボールをとったら何プレー？」生徒は「ファイン・

プレー」と答えた。その fine はどんな意味かな？「すばらしい。」それでは辞書で調べてみよう

と調べさせた。生徒は意味の多さに驚いていた。「元気な」と「すばらしい」に印を付けさせた。  

Warm-up thank（新語） I’m fine, thank you. 

  これも予想させると「ありがとう」と出てきた。黒板に「有り難う（い）」と書き、日本語で

は感謝のことばが「有ることが難しい」つまり「めったにないことをして頂いて・・・」と「・・・」

のところは言わないで、感謝しますね。日本語は奥ゆかしいですね。英語ではどうでしょう？

と言ってから引かせてみた。生徒は「感謝する」を見つけたので、相手に感謝する時に「あな

たに感謝します。」とはっきりとストレートにものを言う英語と奥ゆかしい日本語との文化の違

いに気づかせた。  

Unit 1-2 too（既習語） Nice to meet you, too.  Me, too. 

 小学校の時から”Nice to meet you.”  ”Nice to meet you, too.”を使っているので、何となく意味

を感じているが、Me, too.も出てきたところで、意味の確認をした。意味を確認することで、意

味が定着し、応用がきく。生徒からも「あっ、やっぱり。」という声が漏れていた。  

Unit 1-3 from（新語） Are you from Canada? 

 ビンゴをやる際にいつで”From B!”と言って始めていることから生徒は「～から」と言う意味

はわかり始めている。‘from’を調べて、本文の意味に合うものを選ばせた。「～の出身」と言う

意味を見つけると生徒は喜んでいた。1 年生の今頃から多くの意味の中からふさわしい意味を

選ばせる練習も大切である。    

Unit 2-1 that（新語） That’s my desk. 

自分からも相手からも離れているものを日本語で「あれ」と言うが、自分からは離れているが

相手の近くにあるものは何というか生徒に尋ねた。「それ」という言葉を引き出した後で、that

を引かせてみた。日本語では自分及び相手を基準にして、「これ」「あれ」「それ」と３種類を使

い分けるが、英語では自分を基準にして、近ければ‘this’遠ければ‘that’ということを理解させた。 
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Unit 3-1 like（新語） I like soccer. 

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言うと、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） I play soccer every Sunday. 

 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 piano の形で出てくるので、あえて確認をした。  

Unit 3-1 every（新語） I play soccer every Sunday. 

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。  

Unit 4-1 right（新語）   That’s right. 

 小学校から使われていて、“That’s right.” で「その通り。」とはわかっているが、 ‘right’って

単独ではどういう意味なんだろうねと予測させてから、引かせた。野球の外野で「ライト」は

「右」と知っているので、辞書では「右」の意味を確認させるとともに、「正しい」を見つけさ

せた。  

Unit 4-1 see（新語） Oh, I see. 

 ‘see’から熟語の ‘I see’にたどり着かせた。熟語はその単語の終わりにまとまってでているこ

とを学ばせた。またそこからもどって、この場合の‘see’は何番目の意味かを捜させた。「見る」

ということはものごとが「わかる」ことにつながるんだね。「百聞は・・・？」と聞くと生徒は

「一見に如かず。」と答えていた。ものごとは 100 回見るよりも自分の目で実際に見た方がわか

るんだね。    

Unit 4-2 interesting（新語）   It’s interesting. 

「おもしろい」だけで覚えてしまうと誤解が生じる単語である。「おもしろい」だけでなく、「興

味深い」にも線を引かせ、笑いが起こるような面白さでないことを説明した。  

Unit 4-2 easy（新語）   It’s not easy. 

 ‘easy’を引かせ、反意語を捜させた。ある意味を調べることで、反意語を見つけることができ

ることを学ばせた。生徒は‘difficult’と‘hard’を見つけた。  

Unit 4-2 hard（新語）   It’s not easy, but I study hard. 

‘hard’には「難しい」という意味が出てきたね。でもこの場合は難しいではおかしいね。どんな

意味が合いそうかなと調べさせると生徒はまさに夢中になり、「熱心に、一生懸命に」にたどり

着いた。  

Multi +1 自己紹介 after school（既習語）   I play tennis 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
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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 cup（既習語）   Five cups of juice, please. 

 ここではジュースなのに‘cup’が使われているが、本来‘cup’とはどういうものであるかを確認

するために引かせた。ほとんど全ての辞書にコラムなどに図入りで‘cup’には暖かい飲み物を入

れ、‘glass’は冷たい飲み物を入れるとあった。辞書によっては紙コップは paper cup と説明があ

り、それを皆で確認した。この単元では紙コップを使っているので、Five cups of juice, please.

となっているが、この表現の初出の場所としてはオーソドックスな‘a cup of tea’や ‘a glass of 

juice’から入る方が無難だと感じた。  

Unit 5-1 here（新語）  Here you are.   Here’s your change, fifty yen. 

 本文を扱った次の時間の 初にひかせた。  

 Here の意味は「ここに」といった意味が 初に書いてあること。近くのときは here 遠くの

時は there といった単語を使うことにも触れた。Here you are.といった連語は辞書の 後のほう

にあることを確認させた。  

Unit 5-1 change（新語）   Here’s your change, fifty yen. 

 ‘change’「交代する、交換する」という意味では日本語に定着している。文脈から生徒は「お

釣り」らしいと推測したので、本当にあるか確認した。「お釣り」というのは生徒にとっては意

外だったようだが、お金を払った代わりによこすものと言うと納得していた。   

Unit 5-2 lot（新語）   So I have CDs from a lot of countries. 

‘lot’を引かせ、意味を確認した後に‘a lot of’にたどり着かせた。イディオムのひき方にもだいぶ

慣れてきたようである。うっかりすぐ引かせてしまったが、‘a lot of’と‘a’も付いていることだ

し、「少ないのかな？多いのかな？」と投げかけ、「少ないと思う人。」、「多いと思う人。」と挙

手させてもおもしろかったであろう。  

Unit 5-3 any（新語）   I don’t have any nets.  Do you have any? 

 これまで‘some’を教えてから‘any’を教えてきたので、まず‘some’を教えてしまおうか迷った。

しかし複雑になってしまうので、‘some’は後に回すことにした。I don’t have any nets.は‘any’の

意味がわからないと文全体の意味が取れないので、 ‘any’を引かせ、そのページを開けたまま、

質問していった。「この文は何という文ですか？」「否定文です。」「否定文で始まっている説明

はなんと書いてありますか？」「少しも（～ない）です。」「つまりここでは金魚すくいのポイが

もう全然ないということですね。」  

Do you have any?に関しても、「これは何という文ですか？」「疑問文です。」「疑問文で始まって

いる説明はなんと書いてありますか？」「いくらかの、いくつかのです。」「ここではポイがまだ

少しあるか尋ねているんですね。」  

これまでは一方的に教えてきたことが、辞書指導にすると生徒から引き出している形式になる

ことを発見した。それは生徒にとっても心地よいもののように思える。  

Unit 6-1 famous（新語）   She’s a famous journalist. 

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
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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。  
Unit 6-2  home（新語）   She has an Akita dog at home. 

 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（既習語） She doesn’t know the rules well. 

Unit5-2 で How many CDs do you have? Well, about eighty.で既習。ここでは意味としては新しい

ので、再度確認した。  

Unit 7-1 talk（新語）  Let’s talk to Becky. 

  すでに‘speak’を Unt3-3 で教えているので、どう違うのかを調べさせた。同義語の使い分けを

‘say’に特集している辞書が多かったので、‘say’も調べさせてみた。  

Unit 7-1 with（新語）   Today I’m with some junior high school students. 

ここでは‘with’の意味がわからないと文の意味がとれない。意味を予想させてから調べさせよう

としたが、予想できる生徒は少なかった。十分に英語に慣れていない 1 年生には前置詞を伴っ

た後置修飾は予想しにくいのかもしれない。前置詞に慣れていくことが必要である。  

Unit 7-2 time（既習語） What time is it in Tokyo, Bin?. 

新しい文法事項に関して、音声から入るのが常であるが、ここでは敢えて教師が教える前に、  

辞書で「時刻の尋ね方」を調べさせた。黒板に  

(     ) time is (  )? 

(   ) is six (o’clock). 

と書き、辞書の例文を見て自分で埋めさせてみた。塾等で習っている生徒ももちろんいるが、

未習の文法事項に関して辞書で調べさせてみたのは初めてである。狙いは未習の文法事項でも

辞書で調べ、例文を参照すれば自分で学習できることを学ばせるためである。辞書によって①

時間、②時刻、また①時刻、②時間と順番が違っていた。「時刻」に線を引かせ、その例文を参

照するようにさせた。時間には‘it’を使うことを意識させることができた。生徒は「教えられた」

というよりも「自分で解答を導き出した」という気持ちになり、得意そうであった。  

中学１年（教科書は New Horizon）  

時期は１１月上旬  

Unit 7-3 how（既習語） How many classes do you have each day? 

How long are the classes? 

  すでに 7-1 で‘How old～?’が出てきているので、辞書を引いて一連の表現に触れさせてみた。

How often 等も出ていたので、 teacher talk でも意識的に使うようにして慣れさせている。  

Unit 7-3 between（新語）   We only have five minutes between classes. 

教科書の巻末では「（時間）～の間に（で、の）」としか出ていないので、「２つのものの間」

であることを知ってもらうために引かせた。負担になるので敢えて、‘among’には触れなかった。

‘among’が出てきたら、そこで違いを確認したい。  
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Unit 7-3 children（新語）  I read books to children in hospitals. 

単数が‘child’であることを確認させた。教師が 初から教えるよりも自分で辞書を使っ  

て見つける方が印象に残りやすいようである。  

Unit 7-4 cafeteria（新語）   We eat lunch in the cafeteria. 

日本の中学校では馴染みがないが、辞書にはどんな場所かわかりやすく書いてあるので、調べ

させてみた。自分で選べるのでうらやましがっている生徒もいた。  

Unit 7-4 football（新語）   I play football.  

アメリカだからアメリカンフットボールのことを指し、イギリスではどうかということにも触

れた。‘JFA’にも言及してみた。  

Unit 7-4 spend（新語）   How do you spend your weekends? 

‘spend’も使い方がわからないと難しい語である。すぐその後の I watch football on TV. から推測

させて引かせてみた。「時間と金」に対して使うので、Time is money. 「時は金なり。」とい

うように 2 つの大事なものに使うんだねと説明しておいた。  

Unit 8-1 get（新語）   Kevin, get up. 

  ‘get’に関しては「ポケモンゲットだ。」と小学校から言っているので、大体意味がわかって

いるが、「得る、手に入れる」の意味を確認した。次に‘up’の状態を手に入れるとは何かなと‘get 

up’を調べさせた。  

Unit 8-1 by（既習語） They’re by the blanket. 

 交通手段に使う意味で既出であるが今回の意味では初めてなので調べさせてみた。似たよう

な意味の ‘near’との使い分けに関しても説明が出ている辞書があり、生徒に読み上げてもらっ

た。  

Unit 8-1 on（既習語） Where’s my cap?  It’s on your head. 

 曜日と‘on TV’で既出である。My CD player is on the desk. The poster is on the wall. The lights are 

(       ) the ceiling. と言っていき、(   )を当てさせると‘under’が多かった。The answer is on 

the ceiling.と言うと、驚いて辞書を引き始めた。引きたい気持ちになると効果大である。  

Unit 8-3 with（既習語） 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。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、既習の前置詞についてプリントを使って復習した。辞書の例文を見るときに、

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。  

 

２年生 

Warm-up once（新語） I once lived in Canada with my family. 

一度、一回の意味を確認、さらに twice、once a day (week)も確認、I go swimming once a week.

の例文はわかりやすかった。  

Warm-up during（新語） My father took me to some games during winter vacation, too. 

during と for の違いについて確認した。during は「ある特定の期間に」、for は「期間の長さ」。  
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Warm-up find（新語） Can we find you at school? 

語義①見つける②わかる③（時間などを）手に入れる、を確認。使えるコーパスフレーズで 1 find 

a way 2 find time 3find a place 4 find a job を見て、コーパスについても指導した。  

Warm-up large（新語） Are you large? 

（数量が）多いことを表す時は large を使うという big と large の違いについて辞書で確認した。  

Unit 1-1 guide（新語） Jenny was a guide dog. 

教科書の guide は動詞か名詞か、その理由を尋ねた。数人が a がついているから名詞と答えた。

辞書で品詞を見てみることにした。動詞と名詞の意味を確認した。  

Unit1-1 user（新語） She helped her user a lot. 

user を辞書で調べ、動詞は？と聞くと数人が use と答えた。use+r で人を表すことを確認し、そ

の他に知っているものはと聞くと driver, dancer などが上がった。  

Unit1-1 PR（新語） Now she’s a PR dog. 

日本語では製品などの宣伝の意味が強いが、英語では会社などが社会一般と良い関係を保つた

めに行う広報活動の意味、という説明を見て、文化の違いを学習した。  

Unit1-1 proud（新語） She’s proud of her new job. 

be proud of の例文 We are proud of our mother.が生徒にはわかりやすかった。  

Unit1-2 meeting（新語）Did you forget about our meeting?  

動詞(meet)に ing をつけると名詞になると指導し、動名詞の布石にした。  

Unit1-2 next（新語） Be careful next time. 

語義①次の②となりの、を確認、next to…で「…のとなりに」Bob sits next to me in class.という

例文がわかりやすかった。  

Unit1-3 person（新語） She was a guide dog for blind person before.  

person は単数：people は複数に使う。複数形の persons は形式ばった表現にだけ使われることを

確認した。辞書を縦に見ることを指導し、personal  personality も確認した。  

Unit1-3 learn（新語） We can learn a lot from her. 

learn：study と learn の違いを辞書で指導した。  

Unit1-3 as（新語） Now she’s as PR dog. 

as 品詞とそれぞれの意味がたくさんあることを指導し、前置詞「①～として」だけを確認した。 

Unit1-4 surprised（新語） I was very surprised. 

surprised（形）だけでなく surprise（動）、surprising（形）も確認した。  

Unit1-4 beside（新語） Jenny sat beside the instructor and never barked. 

辞書の共通イメージを見て、例文  She was standing beside her car.がイラスト付きだったのでわ

かりやすかった。  

Unit2-1 trip（新語） A trip to New Zealand 

連語の go on a trip, take a trip を確認した。また「日帰り旅行」は a day trip と知り、生徒は簡単

だと言っていた。関連語として travel が出ていたので、travel を探し、似ている単語 travel, journey, 

tour, trip, voyage とそれぞれの使い方の違いを確認した。  

Unit2-1 plan（新語） Do you have any plans for the “Golden Week” holidays ? 

名詞だけでなく動詞も確認した。plan a party.の例文が生徒にわかりやすかった。  
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Unit2-1 sound（新語） That sounds nice. 

例文  That sounds great!だけでなく sound like も紹介し、That sounds like fun.を確認した。さらに

名詞も指導した。  

Unit2-1 leave（新語） And I’m going to leave tomorrow! 

辞書の共通イメージのイラストと「ある場所から（そのままにして）離れる」という説明が生

徒にわかりやすかった。  

Unit2-2 show（新語） Show me your passport, please ? 

第１定義とその例文が教科書の基本文と似ていて生徒にはわかりやすかった。Show your tickets, 

please.また文型として Show AB= show B to A があり、例文 He showed his friends his new bicycle.

＝He showed his new bicycle to his friends.が生徒に役立った。  

Unit2-2 purpose（新語） What’s the purpose of your visit ? 

生徒が使いたそうな熟語「わざと、故意に」on purpose を紹介した。  

Unit2-3 mean（新語） ”Taranoki” means “Shining mountain peak” in Maori. 

語義①意味する  A red light means “stop”.という例文が生徒にはわかりやすかった。  

Unit2-3 shine（新語） ”Taranoki” means “Shining mountain peak” in Maori. 

動詞①輝く、光る、②目立つ。名詞①光、輝き、光沢②みがくこと。２つの品詞を確認した。  

Unit2-4 tell（新語） I’m going to tell you about kiwis. 

意味マップのイラストと共通イメージ「人と人の間を情報が行き来する」を見て、中心的な意

味を確認した。  

Unit2-4 fast（新語） They can run fast, but they can’t fly. 

反意語 slowly を確認し、似ている単語として fast, quick, rapid も紹介した。  

Unit2-4 fly（新語） They can run fast, but they can’t fly. 

fly は鳥などが「飛ぶ」だけでなく、「飛行機で行く」という意味も確認した。  

Unit2-4 brought（新語） Then the people brought cats and dogs to New Zealand. 

bring と take の使い方の違いを辞書で確認した。  

Unit2-4 other（新語） 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 3-1 join（新語） 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 3-2 exciting（新語） 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.は生徒に理解しやすかった。  

“A Magic Box” drink（新語） 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
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指導した。この英語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」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” finish（新語） 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” anything（新語） 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” wish（新語） Let’s make a wish to get enough food.  Let’s wish for money. 

Let’s make a wish の wish の品詞は何か、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。  

Unit 4-1 follow（新語） 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） 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 4-1 will（新語） 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 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 4-1 Baker（新語） ただし題材語   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） 旧版は既習語。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。   
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Unit 4-3 must（新語） 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） 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） 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） 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。  

Unit 5-1 interested（新語） If you are interested, please call us. 

be interested in~: ~に興味がある。He is interested in the history.という例文が生徒に良かった。  

interesting は「おもしろい、興味深い」という意味を確認し、This book is interesting.と I am 

interested in the book.という使い方の違いを例文で確認した。  

Unit 5-2 something（新語） I think I can do something for others. 

①何か、あるもの  I have something for you.②いくらか、多少 I know something about the law を

例文と共に確認した。  

Unit 5-3 information（新語） They cannot get necessary information for their everyday lives. 

Unit 5-4 such 

①（前に述べたことをさして）そのような、そんなふうな（名詞の前には用いない）を確認。  

Unit 6-1 everywhere（新語） 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 Here it is.（既習語） 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。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 6-3 lose（新語） But when one of the brothers died, the clock began to lose time. 

語義①失う②道に迷う③負けるを確認。語義の数字の意味はよく使われる意味の頻度であるこ

とを再確認した。  

Unit 6-4 move（既習語） 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。  

 



-28- 

Unit7-1 than（新語） Astro Boy is older than Doraemon. 

than の「使い方」に than の後に代名詞が続くとき口語では I , he ,she よりも me,him,her などの

ことが多い、を確認した。  

Unit7-2 into（新語） Did you know Hollywood made Astro Boy into a movie ? 

前置詞は意味や語感をつかむためにイラストなどを利用すると効果的なことが多い。辞書のイ

ラストで確認した。例文として  He came into the room. She looked into my eyes. Grapes are made 

into wine.などが出ていた。  

Unit7-3 without（新語） But his spaceship leaves without him. 

語義①…なしで②…しないで、とそれぞれの例文を確認した。①  I can’t live without you. ②

Speak without thinking 

Unit7-4 send（新語） E.T. sends many messages from there. 

send は物を送るだけでなく、人を行かせる、派遣するにも使うことを確認した。例文 The teacher 

sent him home because he was ill.がわかりやすかった。  

 

３年生 

Warm-up blossom（新語） To me, their blossoms look like snow when they fall. 

特に果樹の「花」を確認し、動詞「花が咲く」さらに bloom「花が咲く」も指導した。  

Warm-up along（新語） a dog was walking along the river. 

辞書のイラストと教科書 p.117 のイラストでイメージを指導した。  

Unit1-1 group（新語） The West Theater group is coming to Japan. 

教科書では名詞で本文に載っているが、生徒が使いたい意味の「集める、集まる」という動詞

が出ていたのでそれも確認した。また新言語材料である受け身の例文 The boys and girls were 

grouped around the teacher も載っていたので、それも併せて指導した。  

Unit1-1 sell（新語） Tickets are sold online. 

動詞の意味を確認し、熟語 sell out に下線を引かせる。その例文 :We are sold out.はよく使われる

ため、それに注目させると半分程度の生徒が店舗などで見たことがあると言っていた。この例

文も受け身で、タイムリーな指導になった。  

Unit1-2 hold（新語） When are they held? 

動詞 hold は使用頻度が高いので、辞書の「意味マップ」で第１語義から確認した。教科書本文

での意味「開催する」は  第８語義だった。生徒は８番目に出ていたので、意外な顔をしていた。

やはり第１語義から第３語義程度までは確認したい。  

Unit1-3 figure（新語） see Figure 1 

Figure も図という意味では第２語義で、第１語義の数字、第３語義の姿、形まで確認した。ま

た She has a good figure.や keep (lose)one’s figure.という言い方も確認し、one’s が所有格を表し

ていることを再度指導した。また figure out という熟語も紹介した。  

Unit1-3 feeling（新語） Any information, idea, or feeling can be expressed in sign language, 

生徒は feeling の意味を推測できたので、そのコロケーション A strong(bad,warm) feeling などを

確認した。  

Unit1-3 express（新語）  Any information, idea, or feeling can be expressed in sign language, 

express は動詞で本文では扱われているが、意味のかなり違う形容詞「急行の速達便の」と名詞

「急行列車」も指導した。急行列車などは生徒も知っていた。  
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Unit1-4 able（新語） I was able to talk with them a little in sign language. 

be able to の熟語を確認すると共に can との使い方の違いを指導した。  

Unit2-1 since（新語） I’ve loved Japanese fireworks since I saw them for the first time. 

共通イメージ「できごとが始まった時点」のイラストを確認した。語義１「…してからずっと」

２「…なので」を確認した。（前置詞）使い方の説明（１）あとには過去のある時点を表す語句

が来る。という語法を確認した。  

Unit2-2 excited（新語） You look really excited !   

excited は教科書では新語扱いだが、すでに自作教材などで、指導した。exciting と excited の違

いについても指導したので、excite を辞書で確認した。わかりやすい例文に生徒も納得してい

た。The news excited everybody. さらに excitement も確認した。ment は接尾辞であることを確認

した（接辞は指導済み）。その他に ment がつく単語を生徒に聞いてみたら entertainment, 

announcement, department, judgement, arrangement, treatment, apartment, management が出てきた。

これらはほとんどがカタカナ語として知っているものだった。  

Unit2-3 tradition（新語） The tradition has continued to this day. 

tradition の意味「伝統、慣習、しきたり」を確認。その後、辞書に出ているコロケーションを

確認した。形容詞＋ tradition：A family tradition  an old tradition  a religious tradition   

動詞＋ tradition：cherish tradition   hand down a tradition  maintain tradition 

Unit2-4 company（新語） Some people in my company have worked there much longer. 

語義①会社  ②団体、一座  ③つき合い  ④仲間の意味を確認した。語義①は生徒も知っているが、

その他の語義は知らなかった。  

Unit2-4 flower（新語） They’re like flowers of fire in the night sky. 

flower 自体は知っているので、日本について紹介できることも考え、コロケーションを確認し

た。動詞＋flower：arrange flowers  grow flowers  pick flowers  water flowers  flower＋動詞：

flowers bloom  flowers fade fade は既習語だったので、生徒たちは flowers fade の所には下線を

引いていた。さらに複合名詞の flower arrangement flower bed  flower garden も確認した。  

Unit3-1 hear（既習語） Have you ever heard of “fair trade” ? 

hear は既習語だが、hear of という熟語とそれ以外の熟語の確認をしようと考えた。hear about, 

hear from（既習） ,hear of を確認した。hear from は約半数の生徒が覚えていた。辞書では文型

として hear A do 例文  I heard the car start.  hear A doing  例文  I heard a bird singing.  I hear that

が出ていたので、それも確認した。例文  I hear that she is in Spain now.  知覚動詞+原形動詞は

高校の学習内容であるが、生徒にはあまり違和感がなかった。  

Unit3-2 product（新語） We’ve already received more than 20 fair trade products. 

product を引き、意味を確認した後に、辞書の前後に出ている produce, producer, production も確

認した。Producer と production はカタカナ語として知っているので、「あぁ！」と言っている生

徒がいた。  

Unit3-3 earn（新語） They work hard, but they can’t earn enough money. 

earn の過去形、過去分詞形を確認した。語義の①（金を）働いてかせぐ、得る （名声などを）

手に入れると日英比較「宝くじやギャンブルなどで（幸運にも）もうけるという時は earn では

なく win を使う」を読み合わせた。  
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Unit3-3 low（新語） But the beans are sold at a low price. 

low の語義①低い(high) ②安い  ③乏しい  ④小さい(loud) ⑤低調な、元気がない、を確認した。

また at a low price が辞書にも出ていたので、得をした顔をした生徒がいた。  

Unit3-4 glad（新語） I’m glad to hear that. 

辞書に出ている文型を確認した。be glad that～「ということをうれしく思う」例文 I am glad (that) 

you have come.また be glad to do には異なる使い方があることを読み合わせた。be glad to do「し

てうれしい」例文 I’m glad to meet you.be glad to do「喜んで…する」I’ll be glad to help you.  

Unit3-4 right（新語） “To eat, drink, and learn is the right of every child.” 

辞書を引く前に、right の品詞を生徒に聞いた。「名詞」とすぐに答えたので、その理由をさら

に聞いた。「 the が前にあるから」と多くの生徒が答えた。品詞を指導し、さらにその理由を説

明させることを度々やっているので、かなり品詞の理解が深まってきた。辞書では品詞別の語

義を«意味マップ»で確認した。形容詞①正しい  ②適した  ③右の  ④健康な  ⑤表の 副詞  ①正

しく  ②ちょうど  ③右へ  名詞①権利  ②正しいこと  ③右  動詞①正す  ②まっすぐにする  

Unit4-1 wonder（新語） Are you wondering what to do in Tokyo ? 

語義①…かしらと思う  ②（…ということに）驚く  ③不思議に思う を確認した。さらに I was 

wondering if（口語）ていただけないかと思って という丁寧に頼む時の言い方を取り上げた。

例として  I wonder if you could help me.があり、Please ～ .  Can(Will) you ～  ?  Could (Would) 

you～? の頼み方は既習なので、それよりも丁寧な頼み方であることを指導した。  

Unit4-2 invite（新語） Thanks for inviting me. 

語義①人を…に招く、招待する②文型 invite A to do  A（人）に…するように誘う。We invited him 

to join our club.という例文はわかりやすかった。  

Unit4-3 confuse（新語） So he confused “okami” with “ohkami” or “wolf”. 

confused（形）混乱した ,confusing（形）混乱させる ,も確認した。excited、exciting の使い方と

同じだと指導した。さらに confusion（名）も確認した。  

Unit4-4 afraid（新語） They weren’t afraid of making mistakes and learned from them. 

文型  be afraid of doing と文型  be afraid that と I’m afraid that 残念ですが、…ではないかと思い

ます。を確認した。そして次の授業から意識的に I’m afraid that…の文を入れた Teacher talk を

使った。（例）I’m afraid that it will be rainy this afternoon. 

Unit5-1 against（新語） Electronic dictionaries – For or Against. 

語義①対抗して②反対して③さからって④もたれて、たてかけて⑤を背景として  。本文の

against はどの意味かを生徒に聞いた。辞書の共通イメージ＆意味マップと例文①対抗して fight 

against the enemy ④もたれて lean against the door⑤を背景として The earth looks beautiful against 

dark space.を見ていった。  

Unit5-1 below（新語） Write your answers below. 

共通イメージ「ある場所・基準よりも下」 This area is below sea level. See below. 10 degrees below 

zero.などの例文を確認した。  

Unit5-2 print（新語） Don’t you have a printed dictionary? 

動詞と名詞を確認し、本文はどんな意味になるかを生徒にたずねた。また授業ではいつも

handout という言葉を使っていたので「授業や会議で使う印刷物の意味のプリントは handout」

という説明も確認した。  
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Unit5-3 light（新語） Electronic dictionaries are lighter and easier to carry. 

名詞①光②明かり③火、形容詞①明るい②薄い、動詞①火をつける②明るくする③輝く、にマ

ーカーした。  

Unit5-4 addition（新語） In addition, you can write on the pages. 

形容詞 additional はスポーツでの additional time を知っている生徒が多かった。動詞 add も確認

した。  

Unit6-1 Choose（既習語） Choose one and write a report about that person. 

choose もふつうな語。  select 多くの中から 適なものを選ぶ。Elect は選挙で選ぶこと。「選

ぶ」の違いを確認した。また名詞 choice も確認した。  

Unit6-3 steal（新語） Robinson was a player who could hit, run and steal. 

steal こっそり盗む  rob 強盗する、違いを確認した。  

Unit6-3 win（新語） In his first year, he led his team to the championship and won the rookie award. 

語義①（戦争、競技などに）勝つ。人に勝つ場合は beat, defeat を使うことを例文 We beat them.

で確認した。語義②（賞、賞品などを）獲得する、Her performance won her an Oscar.を確認した。  

Unit6-4 value（新語） The value of a life is measured by its impact on many people. 

名詞と動詞を確認した。前のページで the MVP が the most valuable player であることを紹介し

ていたのでさらに形容詞 valuable も確認した。  

Unit6-4 retire（新語） After he retired in 1957,he kept fighting for a free and equal world. 

retire と  quit の違いについて辞書で確認した。また名詞 retirement を確認し、接尾辞 ment で動

詞が名詞になることを再確認した。同じページに movement もあり、measure も measurement で

名詞になることを指導した。  
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２ 教科書【Sunshine English course】  
１年生  

p.23「辞書を引いてみよう」 

１ 辞書引き入門指導ＣＤ－ＲＯＭ（北原監修 ベネッセ）を使って、辞書の構造や弾き方を

指導した。毎年使用している。生徒に分かりやすい。  

２ 下記プリントを使って品詞や語義などの指導をした。  

１年生 辞書引き競争  
2013.4.26.赤坂中学校

 １ 次の単語を辞書で引いてみよう。引いたら下に□と意味を書こう。  
 単語 student     fan     baseball    basketball   soccer     music     math 
   □         □        □          □        □         □        □  
 意味  
 共通点は何？（       ）  
 所要時間（  ）分（  ）秒  
 ２ 次の単語を辞書で引いてみよう。引いたら下に□と意味を書こう。  
 単語    like    speak    eat     drink    have   love  excuse 
       □      □       □      □       □     □     □    
 意味  
 共通点は何？（       ）  
 所要時間（  ）分（  ）秒  
 ３ Program 2と3の単語を辞書で引いてみよう。引いたら下に□と意味を書こう。  
 単語     nice      meet     new      from     play      very 
     □        □       □        □       □         □         
 意味  
 所要時間（  ）分（  ）秒  

Program 3-2  excuse（新語）  Excuse me, Ms. Wood. 

 excuse を引かせて品詞を確認した。「許す」だから Excuse me.は「私を許してください」→「ご

めんなさい、失礼します、ちょっといいですか」の意味になることを説明した。  

p.34「アクションタイム全員集合」  take（新語）  Take a bath. 

 すでに p.33 で習った言い方であるが、take が超多義語なのでその第一語義である「～を取る」

を確認させたかった。「風呂を取る」→「風呂に入る」  

p.36 Power-up Listening 1  have（既習語）  

 p.33 で I have a question, Ms. Wood.で「持っている」という意味で既習。ここでは「（動物な

どを）飼う」という意味で初出。p.38 では What do you have for breakfast, Kenta?で「飲食する」

という意味で再度登場する。いずれにしても have の第１語義は「所有している」という意味に

なることを確認した。  

Program 4-1  usually（新語）   What do you usually do on Sunday, Yuki? 

 辞書を引かせて品詞をチェック。副  は次に来る動詞を修飾し、usually は頻度を表し、９０％

くらいの確率と説明。ジェスチャーでは指を８本から９本折って表現。従来、副詞は２年生に

なってから説明してきたが、ここでは usually と sometime が両方出てくるので、ここで引かせた。 

Program 4-1  how（新語）  How about you, Takeshi? 

 辞書を引かせて、既習の How are you? How do you do? の意味を確認。そして語義は「いかが

で、どんなふうで」であることを説明。次の次のセクションで 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。  
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Program 4-1  about（新語）   How about you, Takeshi? 

 前も従来はある程度たまってきてから指導してきたが、ここでは早く導入した。既習の前置

詞には from がある。(Prog.2-2) 

Program 4-1  sometimes（新語）   Sometimes we have a recycling day. 

  usually の項に同じ。sometimes は頻度を表し、２０～３０％くらいの確率と説明。ジェスチ

ャーでは指を３本折って表現。  

Program 4-2 の writing  class（新語）  文なし  

 生徒がよく「クラス」というと「学級」のことを指す場合がほとんどなので引かせた。class

には「授業」という意味もあることを確認させた。  

Program 4-3  save（新語）   You save the kids! 

  「セイブ」というと、ゴールキーパーの「ナイス･セイブ」や海の「ライフセーバー」が頭に

浮かぶ。第一語義は「救う」であることを確認させた。「節約する」という意味もあることにも

言及した。  

Program 4-3  many（新語）  How many caps do you have?  So many! 

 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。  

p.49 Power-up Reading 1  same（新語） You use the same gesture in Japan too. 

  辞書を引かせて same は常に the を伴って使われることを確認した。  

Program 5-1  with（新語）   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。   

Program 6-1  bike（新語）   文なし  

 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）   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）   文なし  

 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。 
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Program 6-3  work （新語）  But he doesn't work alone. Dr. Watson helps Holms with his work.  

 同じセクションに動詞と名詞で登場する。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。  

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 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 とどう違うのか考えさせた。  

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。  

Program 9-2 hold（新語）   Hold on, please. 

  辞書を引かせて hold のコア語義である「（ある状態を）保つ」を見せ、電話などで相手に「（受

話器を置かずにそのまま）待ってくれ」という意味の連語 hold on を探させた。  

Program 9-3 then（新語）   Oh, then we can't be late. 

  ３つの語義がある then の初出である。ここでは「それでは、それなら」という意味であるこ

とを確認した。今後別の語義（順序を表す「それから」、過去形と一緒に使われる「その時」）

が出るたびに引かせる。  

p.98 mouth（新語）   The mother bear arrives with a fish in her mouth. 

 チャレンジ英和辞典の真ん中にあるピンクのページの中の「単語図鑑」を引かせて human 

body のページにある body parts で知っているものにマーキングさせた。  

Program 10-1 stay（新語）   Now I'm staying at my aunt's house. 

  辞書を引かせてコア語義である「そのままの状態でいる」を確認させた。その後で「泊まる、

滞在する」を見させた。  

Program 10-2 other（新語）   I looked at old bikes, clothes, toys, and other things there. 

  日本人にとって混同しやすい another, other である。辞書を引かせて other+複数名詞の場合を見

させた。次に the other, the others, others など別の語義で出てきたらその都度引かせる予定である。  
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Program 10-3 each（新語）   Each color has a special meaning. 

  each は「１つ１つ」を見ていって結果的に全部のことを指す。辞書によっては「全ての」と

いう語義が掲載されているものもあるが、「１つ１つ」のニュアンスを忘れなければ単数形扱い

であることがわかる。辞書を引いて用例を確認させた。  

 

２年生  

p.7「辞書を読んでみよう」を使って、様々な語義について指導した。  

Program 1-1 traditional（新語） It's a Japanese-style rock garden and it's very traditional. 

traditional 形を引かせて名詞形 tradition を探させた。同様に名詞の語尾に-al がついて形容詞形

になるものをあげさせた。nature - natural, nation - national  

Program 2-2 will（新語） I will answer it. 

未来形 will を導入してから、be going to との違いを辞書で確認させた。また、品詞も助  

であること、１年の時に習った can と同じなので使い方も同じであることを指導した。  

Program 2-3  before（新語）   I will go to the airport before noon. 

 品詞を確認した。  

Program 3-2  against（新語）  Every year people around the world walk against hunger on the same 

day. 

 前なので引かせた。コアな語義として「～に対して、反して、抵抗して」があると説明。  

陸上競技の「向かい風」としてアゲンストが使われていることに言及した。対義語の for につ

いては説明しなかった。ディベートの時に(My Project 6)言及する予定。  

Program 3-2  hunger（新語）   Every year people around the world walk against hunger on the 

  same day. 辞書を引かせて形容詞形 hungry を探させた。  

Program 3-3  own（新語）   Why don't we plan our own charity event? 

 辞書を引かせて my desk（学校の机）と my own desk（家の机）の違いを理解させた。  

Program 3-3  sell（新語）   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。通常他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）   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  の語は？」という発問をし、can, may, 

must, will, have to の既習語を出させた。  

Program 3-3  away（新語）   I don't think we should just throw them away. 

  away を引かせてコアな語義を確認した後、品詞を問うた。その後「離れて」の意味であるこ

とを確認させた。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 の例

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 

p.35 Power-up Speaking 2  decide（新語）   We have to exchange information and decide the date. 

 難しい抽象語なので引かせた。その後、「名詞形を探しなさい」というタスクを与え、  

decision を探させた。  
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p.35 Power-up Speaking 2  afraid （新語）  I'm afrraid not. 

  辞書を引かせて日本語に訳しにくい語義を探させた。  

p.37 My Project 4  sleepy（新語）   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。  

p.39 My Project 4  miss （新語） We missed the bus. 

  辞書を引かせて「逃す」と「～がいないのを寂しく思う」の両方を指導した。  

Program 5-1 文法導入時   is（既習語）  Yuki is in her room. 

 There is/are ~.の導入で「存在」を表す be 動詞の確認をさせた。  

Program 5-1 文法導入時   there（既習語）  There is a good Chinese restaurant near here. 

１年時に習った「そこに」という意味の there とは違う場所で使われているので辞書を引かせ

た。  

Program 5-1  poor（新語）   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。  

Program 5-1  flying（新語）  For example, there is a story about a flying island. 

  現在分詞が形容詞として使われている。辞書を引かせたら名詞で「飛行」としか載っていな

かったので、動詞の現在分詞形は形容詞として使われることもある、と指導した。３年生にな

ってからの分詞の後置修飾への伏線である。  

Program 6-1  care （新語）   I would 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）   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？」を話したところ深く納得した。  

Program 6-2  exciting（既習語）   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）  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。  

p.60 Power-Up Listening 2  rock （既習語）   I love to sing American rock songs. 

 rock は２年生 Program 1-1 で「岩」という意味で既習である。辞書を引かせ、動詞形では「岩
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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。  

p.63 Power-Up Writing 2  interested （新語）   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）   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）  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）  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 be 動詞と同じように使えることを話した。  

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。  

p.75 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。  

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。  
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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。  

Program 9-3 run（既習語） Sergio needed money to run the home. 

 run は１年生の時の既習語であるが、ここでは「～を経営する」という意味であることを辞

書を引いて確認させた。  

Program 10-1 fridge（新語） My host mother pointed to the fridge and said, "Help yourself." 

 日本の中学校検定教科書の問題点の１つは語彙制限にあると思う。「単語数が多い」＝「難し

い」という図式でどの教科書会社も単語数を抑えるのに苦労している。したがって伝統的に生

活用語が不足している。小学校外国語活動ではたくさんの身の回りの名詞を学んできたのに、

中学校に入ってからはそれらを繰り返し使うことが少ない。そこで教科書に１つでも生活用語

が出てきたら、同じカテゴリの語を見させるようにしている。ここではチャレンジ英和辞典の

真ん中にあるピンクのページの中の「単語図鑑」で台所や食堂にある語彙のうち、自分が知っ

ているものにマーキングさせた。  

Program 10-1 as（既習語） Momoko, your host family wanted to treat you as a member of their 

family. 

  as はすぐ前の Program 9-3 で as～as の形で初出である。ところがここでは前置詞「～として」

の意で使われているので辞書で確認させた。as は品詞数でも語義数でも一番多い語の１つなの

で、出てくるたびに辞書で確認させたい。  

Program 11-1 place（既習語）   文なし  

 ここでは replace という新語がある。この語を導入したときに「re-で始まる語を言いなさい」

と言ったところ、replay, reset, restart などたくさんのゲーム用語が出された。そして次に「それ

では place って□の何？」と品詞を問うたところ、生徒は口をそろえて「名詞」と答えた。「で

はさっきの replay, reset, restart の play, set, start は名詞？」「ほんとう？それじゃあ辞書を引いて

みよう」と言って辞書を引かせ、動詞の「置く」を確認させた。  

Program 11-1 such（既習語）  Such a teamwork is very important because a different job becomes 

easier. 

  辞書を引かせて品詞を問うた。「形容詞」という答が返ってきたが、「普通の形容詞とどこが

違う？」とさらに問うて「a が後ろにある」ことに気づかせた。  

 

３年生  

p.7「辞書を使いこなそう」を使って、phrasal verbs の探し方を指導した。  

Program 1-2 mechanic（新語） It was made by a Japanese junior high school teacher and his friend, 

mechanic. 

 mechanic を引かせて形容詞形 mechanical を探させた。同様に名詞の語尾に-al がついて形容

詞形になるものをあげさせた。nature - natural, nation - national, comic-comical 

読みトレ１００（浜島書店）No.12 until （既習語）  I will wait until 9 o'clock this evening to call her. 



-39- 

 Program 1-3 で既出だが、ここでは同じ意味を表す till を引かせて使い方を確認した。また訳

語では同じ「～まで」となる既習語 by について、until, till は「（継続してずっと）～まで」な

のに対し、by は「（期限が）～まで」となることを指導した。  

p.14 Power-up Speaking 1  flight（新語） Please enjoy your flight. 

 辞書で動詞形 fly を探させた。  

p.14 Power-up Speaking 1  take off（新語）  We are about to take off. 

  和英辞書を使って反対語「着陸する」 land を探させた。  

Program 2-1  used to （新語）  He used to live near me,  

 use は１年で既習だが used to は初出。意味を確認し、過去形であることを指導した。  

Program 2-3  asleep（新語）   It's been asleep for over 300 years. 

 辞書を引かせて sleep は動詞だが、a-がつくと形容詞になることを確認させた。また他に a-

で始まる形容詞を探させた。awake, alive などが出された。  

p.22 Power-up Speaking 2  baked（新語）  I'll have the New York steak with a baked potato... 

 他に調理法を表す語を出させた。grill, mash, fry, smoke, boil, steam が出された。次に「それら

の次に来る言葉は？」とコロケーションを問うと、次の答が返ってきた。baked cheese cake, 

steamed vegetable, fried potato, grilled chicken, smoked salmon 

Program 3-1  recycle, reuse（新語）   In my country, we recycle many things. / We can also reuse 

things like milk bottles. 

  re-が「再び」という意味になる語を出させた。reset, refresh, replay, restart, return などが出さ

れた。  

Program 3-1  should（既習語）  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。   

Program 3-3  few（新語）   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 のニュアンス違いを辞書の例文を使って解説した。 

p.39 My Project 7  improve（新語）  To improve their lives, we need peace. 

  辞書を引かせて品詞（動詞）を確認させた。その後、名詞形(improvement)を探させた。  

既習の-tion の他に-ment も名詞語尾になることを確認した。  

p.39 My Project 7  peace（新語） To improve their lives, we need peace. 

 peace を引かせた後で、形容詞形 (peaceful)、副詞形 (peacefully)をさがさせた。こうやって語

いを増やしていくことを指導した。  

p.40 My Project 7  give up（新語）  If you don't give up, your dream will come true some day. 

 もうすでに何回もやっているが、再度 phrasal verb の見つけ方を指導した。give を引かせて

phrasal verbs が載っている場所を探させ、さらに自分が知っているものにマーキングをさせた。

give up と近い意味の give in にも着目させた。  

じゃれマガ（浜島書店）No.19 station（既習語）  You can find bicycle stations in many different 

places. 

  駅という意味での station であるが、～  station というのは初出。「何かが集まっているところ」

のコアな語義を知らせるために辞書を引かせて、聞いたことがある語を言わせた。  
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fire station, police station, gas station, bus station, TV station, power station, が出された。英国では

駅のことを言うのに普通 train station と train をつけて言うほど station の使用範囲は広い。  

じゃれマガ（浜島書店）No.19 free（既習語） Bike-sharing started with free bicycles in Amsterdam 

in the 1960s, 

  「自由な」という意味で既出。ここでは別の意味だったので引かせた。  

Program 4-1  get away（新句動詞）  If bombs hit the zoo, dangerous animals will get away and 

harm the people of Tokyo.  

 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）   Today, the three elephants rest in peace with other animals 

under the monument at the Ueno Zoo. 

 「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。  

Program 5-1  serve （新語）  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）   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）   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）   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。  

p.59 Power-Up Speaking 4  while （新語）   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）   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）   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（既習語）  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。  
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Program 6-2  once（既習語）  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。  

Program 6-3  perform （新語）   performed by a group of people 

 辞書を引かせ、名詞形を捜させた。  

p.66 Challenge 2  powdered （新語）  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）  

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ういた。  

Program 8-1 electricity （新語） They produce electricity, but they don't use fossile fuels. 

  electricity を引かせて形容詞形を探させた。  

Program 8-2 power （既習語） This system is used to power clocks, calculators, and even 

cellphones. 

 前セクションで名詞として初出だが、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。  
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３ 教科書【Total English】  
１年生 

Lesson 2-A have（新語） I have a dog and two cats. 

 have にはたくさんの意味があり、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、コアの意味である「～を持っている」は Lesson 5 “I have some pictures of 

my family.”という文で登場することを予告した。  

Word Tree do（既習語） do my homework 

 Lesson 2 “Do you like animals?”と助動詞 do として既習だが、ここでは「～する」という意味

があることを確認した。  

Lesson 3-A  from（新語） I’m from the U.S. 

 from のニュアンスは「出身」「物事の起点」であることを確認した。  

Lesson 5-A  work（新語） He works in a library. 

 「働く」という意味で登場。work は動詞で「働く、仕事をする、取り組む」という意味があ

るが、名詞で「仕事、作業、活動、勉強」という意味もある。  

Lesson 5-B  well（新語） She swims very well. 

 一般的には「上手に」という意味であるが、発音に戸惑ったり、あまり定着しない語なので、

辞書で引いて例文を読み、働きを確認した。  

Lesson 6-A  good（既習語） They’re good friends. 

 good は「良い」という意味で既習である。ここでは「仲がよい」という意味で使われている

が、「親切な」「おいしい」などの意味もあることを確認した。  

Lesson 6-B  keep（新語） Where do they keep their textbooks? 

 「ずっと持っている、保管する」の他に、「～の状態にしておく」「飼う」「（商品として）置

いている」「（食品などが）もつ」などいろいろな使われ方があることを確認した。  

Reading 1  have（既習語） I have dinner with my husband. 

 have「飼っている」で既習。コアの「～を持っている」も確認済み。ここでは「～を食べる」

他にもたくさん意味があることを確認した。  

Reading 1  take（既習語） I take a bath after dinner. 

 take のコアの意味は「静止している物を取る」という意味で、他には「取る、持っていく」

「（乗物に）乗る」「飲む、食べる」「買う」など、いろいろな使われ方がある。take a bath で「風

呂に入る」という言い方をする。他に、take pictures、take a walk、take a look などがあげられる。  

Lesson 7-A  with（既習語） We write our favorite words with a brush. 

 Reading 1 で「～と一緒に」という意味で既習だが、ここでは手段や方法を表わす「～で」の

意味で登場した。  

Lesson 7-A  sound（新語） Sounds like fun. 

 「～のように聞こえる」が「楽しいように聞こえる」→「楽しそうだね。」というニュアンス

でとらえることを確認した。  

Lesson 7-B  how（既習語） How do you say “mottainai” in English? 

 how は Lesson 2 ”How many~?”で既習だが、本来の「どのように～？」という方法を尋ねると

きに使う表現であることを確認した。  
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Action  too（既習語） It’s too big for me…. 

 Lesson 1 “I like soccer, too.”「～も」という意味で既習である。ここでは、「あまりにも～であ

る」という使われ方もあることを確認した。  

Lesson 8-A  can（新語） Can I speak to Maya? 

 can は「～できる」という意味で次ページで学習するが、「～してもいいですか」というニュ

アンスで、許可を求めるときにも使われることを確認した。  

Lesson 8-C  tell（既習語） But I can tell the shampoo from the conditioner. 

tell は「話す」という意味が基本だが、「教える」「伝える」という意味があることを確認した。

また教科書にある通り、tell~from…で「～を･･･と見分ける」という意味があることを確認した。  

Lesson 8-C  like（既習語） It’s like Braille! 

 Lesson 1 “I like soccer.”で like は動詞で既習だが、前置詞もあり、「～のような」という意味

もあることを確認した。  

Action  get（新語） What time do you get up every day? 

 get up で「起きる」という意味がある。コアの意味は「手に入れる、得る」であることを確

認した。  

Word Tree shopping（新語） go shopping 

 shop は「店」や「買い物をする」という名詞と動詞どちらの品詞もある。shopping で「買い

物」という名詞の意味になることを確認した。  

 

２年生 

Lesson 1-C  strong（新語） You look strong. 

 「strong のジェスチャーはどんな感じ？」との問いかけには、ほとんどの生徒が力こぶを作

る動作を示した。辞書を引かせ、「①強い、じょうぶな」という基本的な意味の他に、「②（味・

かおりなどが）つよい；（飲み物などが）こい ③得意な、すぐれた」の意味があると確認。あ

るクラスではコーヒー好きの生徒がいたので、「『このコーヒーは濃いなぁ』は This coffee is 

strong.と言えますね。」と説明した。  

Lesson 2-A  stay（新語） I stayed up late last night. 

 「stay のジェスチャーはどうする？」との問いかけに、多くの生徒がその場を指さす動作を

した。辞書を引かせ、「①とどまる、滞在する」の他に「②（ある状態の）ままでいる」の意味

があると確認させた。「では、up のままでいるとは、どういう状態？」には、腕をまっすぐに

立てる動作をし、stay up late＝「遅くまで起きている状態でいる→夜ふかしをする」とイメー

ジさせた。  

Lesson 3-A  off（新語） After the plane takes off, we will serve dinner. 

 「off というと何をイメージする？」との問いかけに、「電気のオンとオフ」「部活がオフの日」

「ブックオフ」などの声が上がった。辞書を引かせ、「①去って；はなれて；先に ②ぬいで；

とれて ③（電気・水道などが）止まって、切れて ④休みで ⑤割り引いて、減って」の意

味があると確認させた。「では the plane takes off ってどこから離れるのかな？」には、「空港」

「地面」と生徒から発言があり、 take off のイメージを確認した。  
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Lesson 3-A  serve（新語） After the plane takes off, we will serve dinner. 

 「serve のジェスチャーは？」との問いかけに、生徒は一斉にバレーボールのサーブの動作を

した。辞書を引かせ、「①（食事を）出す、給仕する；（客の）応対をする ②役に立つ、（…と

して）使える；（料理が）…人分である ③仕える、つくる、勤める ④（テニスなどで）サー

ブをする」と、「みんなが言うスポーツの『サーブ』が一番目の意味ではありませんね。」と印

象づけた。  

Lesson 3-B  travel（新語）→traveling Are you traveling by yourself? 

 「 travel のジェスチャーはどんな感じ？」との問いかけに、生徒たちは旅行かばんを持つ動

作をしたり飛行機の翼を腕で作ったりした。「では、バスケットボールのルールの『トラベリン

グ』という反則はどういうことだろう？」と考えさせ、辞書を引かせた。「旅行する；旅行用の」

という生徒が予想した意味の他に「移動する」の意味があると発見させた。  

Lesson 3-B  have（既習語） But I won’t have it. 

 have を「食べる、飲む」の意味として使うことは、既に１年生  (Action!) で学習した  (What time 

do you have breakfast/lunch?) が、再度辞書を引かせた。「①持っている、持つ、…がある ②（家

族・友人などが）いる；（ペットなどを）飼っている ③食べる、飲む ④受ける、得る；（パ

ーティなどを）開く；（試合などを）する」までは、自己表現などで使えるようにさせたい。  

Lesson 3-B  full（新語） I’m full. 

 「full のジェスチャーは？」との問いかけに、生徒たちは両手を大きく広げた。続いて、「日

本語で『フル』という言葉はどのような使い方をするか？」と尋ねたところ、「フル装備」「フ

ル充電」「車のガソリンが『フル』」などの声が上がった。辞書を引かせ「①いっぱいの ②完

全な ③豊かな」の意味があると確認。「では、この本文 I’m full.では私のどこが『フル』なの

か？」と再び尋ねると、何人かの生徒は「おなか」との解答。辞書を再度見て、「おなかがいっ

ぱい、満腹だ」という例文を見つける生徒もいた。  

Lesson 3-C  out（新語） We are going to pass out the landing cards soon. 

 まず「out の反対語は何だと思う？」との問いかけに、生徒の中からは「イン」と「セーフ」

の声が上がった。辞書を引かせ「①外へ、外に；不在で、外出して；はなれて ②消えて；な

くなって ③現れて；花がさいて ④完全に、すっかり、 後まで ⑤大きな声で ⑥だめで、

実行不可能で ⑦（野球で）アウトで」の意味があると確認。基本は「外に出る」という意味

であること、外に出すぎると②の意味になり、見える範囲であれば③の意味を持つことを補足

した。なお、pass out は連語として確認させる程度にした。  

Lesson 3-C  just（新語） Just write your hotel address. 

 just は新語であったが、イメージを尋ねると、何人かの生徒がその場を指さす動作をした。「日

本語で『ジャスト』という言葉はどのように使うか？」との問いかけには、「７時ジャスト」や

テレビ番組名にあるという意見が挙がった。そこで、辞書を引かせ、「①ちょうど、まさに；た

った今 ②ただ…だけ、単に；ほんの、ちょっと、すぐ；ただ、ちょっと ③ほんとうに、ま

ったく」の意味があると確認させ、本文中の意味が②であることと、only や really と似た意味

もあることを意識させた。  

Lesson 4-A  have（既習語） I’ll have it. / I’ll have tea. 

生徒は eat の意味があることは知っているが、「飲む」という意味もあり、とても柔軟に使える

ことを確認した。  
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Lesson 4-A  medium（新語） Medium, please. 

文脈から、ステーキの焼き方だとわかった生徒と、M サイズだと思った生徒がいた。なぜ「中

間の」という意味があるか。 近起こったニュースを取り上げ、私達に届くまでに媒介となる

ものを総称すると media で、１つの手段のことを medium ということを説明した。  

Lesson 4-B  look（既習語） I’m looking for a shirt. 

１学期に補語をともなって「見える」の意味で勉強したため、どちらの意味もすぐに出てきた。

「見る」というときには通常 look at～の形で使い、注意してよく見る、という意味だというこ

とを確認した。また、今回の look for～「探す」のように、 look を使った連語もたくさんある

が、既出の look like～「～のように見える」も含めて３つは必ず覚えるように伝えた。  

Lesson 4-C  excited（既習語） I’m excited. 

「わくわくする」は、生徒に自由に英語で表現させたら必ず１人は使う表現。exciting と用法

を混同し、I’m exciting.と言ってしまう生徒も多い。excite 動わくわくさせる、の意味があるこ

と、interested と interesting の例なども交えながら、人が主語の時は-ed、人以外が主語の時は-ing

を使うことを確認した。  

Lesson 4-D  move（既習語） It was a moving experience. 

moving は辞書に載っていなかったが、前出の excited/exciting と同様に、moving 形感動させる

ような、という意味である。-ing の形の場合、やはり主語が人以外の It になっている。「私は

感動した」と言うときには、どのように言うのか考えさせた。  

Reading 1-A  bathroom（新語） a big bathroom, a wide gate and a low-floor bus. 

欧米では、浴室はふつう寝室の近くにあり、洗面台 washstand、浴槽 bathtub、便器 toilet などが

備え付けてあるため、遠まわしに bathroom ということが多い。WC とは何の略か、という質問

が出たので、Water Closet の略であると説明した。  

Reading 1-B  need（既習語） Big bathrooms and wide gates are useful for people with various needs. 

動詞「必要とする」の意味では登場したことがあるが、-s がついている場合はこの意味になる。

「時代のニーズ」などの言葉もここからきている。  

Reading 1-B  step（新語） They don’t have steps, so elderly people and small children can get on 

them easily. 

reading で文の意味を考えさせたが、「一歩」では意味が通らない。そこで辞書を引き、-s がつ

いている場合は「段、階段」になることを確認した。  

Lesson 5-A  yet（新語） I don’t know yet. 

否定文の時は、「まだ～ない」、疑問文の時は「もう」と正反対の意味になることを確認した。  

Lesson 5-A  company（新語） How about her company? 

職場体験の会話なので、「会社」という意味。メールアドレスにある’co.jp’は company の略だと

伝えた。  

Lesson 5-B  housework（新語） Others were doing housework. 

意味を予想させると、「宿題」と答えた生徒がいた。-work がつくので使い方も似ている。do 

housework で「家事をする」の意味になる。  

Lesson 5-C  share（新語） I have so many things to share! 

SNS などで写真を「シェア」等、生徒にとっても一般的になってきた表現。シェアハウスとい

う言葉も聞くようになった。  
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Lesson 6-A  anyone（新語） Does anyone know the 3Rs? 

意味を予想させると、「何かひとつ」と答えた生徒がいた。-one で人を表す場合があることを

確認した。  

Lesson 6-B  clothes（新語） Next, this is an box for used clothes and shoes. 

cloth「布」が複数集まると服になる。発音を間違える生徒がたくさんいた。  

Lesson 6-C  mean（既習語） What do you mean? 

「あなたの意味」つまり、相手が言った意味がわからないときに尋ねる言い方。  

”I mean…”のように説明することも多いことを伝えた。  

 

３年生 

Lesson 1-A  century（新語） It was built in the 7th century. 

 “centi”は１００分の１という意味があり、cent がつく単語には centimeter があることを確認

した。  

Lesson 1-C  skillful（新語） The pagoda was built by skillful carpenters, wasn’t it? 

 ful には「いっぱい」という意味があり、skillful は skill「技術」＋ful「いっぱい」というこ

とから、「熟練した、腕が熟達した」という単語ができていると説明した。  

Lesson 2-A perfect（新語） Perfect timing. 

 perfect「完璧な、完全な、欠点のない」という意味である。日本語では「グッド・タイミン

グ」と言うが、英語では”Perfect timing.”と言うことを確認した。  

Lesson 2-B  miss（新語） But you missed the first half. 

 本文の miss は「～し損ねる」という意味で使われている。miss には「乗り損なう」「～がい

ないのを寂しく思う」という意味があり、歌の歌詞に”I miss you.”というフレーズが出てくると

説明した。  

Lesson 2-B close（既習語） It was a close game. 

 close は１回目で出たとき、動詞で「閉まる、閉める」で既習。２回目で出たときは、形容詞

で「近い、親しい」という意味があることを確認した。本文の close は「接心の、互角の」と

いう意味で登場し、品詞ばかりでなく、発音も異なることを説明した。また、「接戦の」という

意味はそれぞれの辞書で何番目に登場する意味かも比較した。  

Lesson 3-B  space（新語） How long has it been in space? 

 新語で「宇宙」を意味する。「空間」という意味にはなじみがあるので、複数の意味があるこ

とを確認した。  

Lesson 3-C smell（新語） It smells really good! 

 意味や例文を確認し、五感に相当する単語（see, hear, smell, touch, taste）を復習した。  

Lesson 3-C custom（新語） It’s a custom here. 

 １年生の横浜校外学習で、税関を見学したときに、”custom”は「習慣」という意味もあると

話してあったので、思い出すきっかけとなった。  

Lesson 3-D  unclean（新語） Indians believe the left hand is unclean. 

 un は否定を表す接頭辞であることを説明し、un のつく単語を尋ねてみると、生徒から unlucky、

unhappy、unusual、unable、unknown という例が上がった。日常の中で多く使われていることを

再認識した。  
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Reading 1-A  fossil（新語）   Oil, coal,and natural gas are fossil fuels. 

fossil が化石であることを辞書で見て、石油、石炭、天然ガスはそういう資源であることを改め 

て確認した。同時に、辞書には時代遅れの人、物、制度となっていることも発見し、日本語で

も、同じように古くさい人を形容することを理解した。  

Reading 1-C  remove（新語）  A lot of energy is needed to produce things and remove waste.  

歯医者の道具や家庭用工具に remover というのがあるのを聞いたことがあって、そのあたりか

ら、意味を推測させ、辞書で「取り除く」であることを確認した。接頭辞 re にも触れた。  

歌  hold on （新語）   If we hold on together, I know our dreams will never die. 

hold は教科書 p.84 で新語として出てくる（Hold on a minute.）が、教科書の途中に、If we hold on 

together の歌があり、歌を導入したときに、hold を引かせた。hold は握る、持つであることを

確認した。ほかにバレーボールの反則行為に holding があり、ボールを持ってしまう反則であ

ることであることを認識した。hold on になると、そのままの状態を維持するから、頑張る、持

ちこたえる、耐える、電話を切らないことも言うことを理解させた。ついでに holding company

の意味を質問する生徒がいたので、辞書を引かせつつ、持ち株会社であることを確認した。  

Lesson 4-A  lie（新語） It's a small county lying between China and India. 

lying は lie の現在分詞であることを説明してから、lie1 を辞書で引かせた。まずは「うそ」「う

そをつく」という意味があることを見つけさせる。この場合はその意味ではおかしいので、lie2 

には  「横になる、横たわる」があることを確認する。そこで、ブータンという国がヒマラヤ山

脈のそば に横たわっているように見えるから、lie を使うと生徒は考えた。では、地理のよう

に南北に広が っている場合は何て言うのだろう、という話になり、もう少し辞書を見ていく

と、「位置している、置かれている」という意味をあるので、同じように言うということで納得

した。ついでにうそをつく lie は規則動詞、位置する方は不規則動詞で、過去 ,過去分詞が、lay,lain, 

現在分詞は両方とも lying であることを確認した。  

Lesson 4-C skill（新語） The important thing is to give others both our time and skills like Nishioka 

did. 

  スキルということばが、 近日本語の中にも入ってきているので、辞書で引かせた。「技術や

技能」という意味の可算名詞で様々な技術･技能という意味で複数形になっていることを確認し

た。  

Lesson 4-C like（既習語） The important thing is to give others both our time and skills, like 

Nishioka did. 

  like には、動詞のほかに、前置詞と接続詞があり、この場面の like は接続詞で、「～のように、

～と同じように」という意味であることを確認した。辞書を読み物のように読むといろいろな

ことが載っていることに感心していた。  

Lesson 5-A musician（新語）   Stevie Wonder is an African-American musician who is known to 

everyone. 

意味を確認した。-cian が「･･する人、○○家」であるので、ほかに類例がないか、尋ねた。生徒

から出たことばをさらに辞書で調べた。technician(専門家）、beautician(美容師）、magician(手品

師）、esthetician(美学者､全身美容師）などが出た。  

Lesson 5-A  amaze（新語） People who listened to his music were amazed. 

Oral interaction での導入後、ペアで意味を推測させた。色々な意見が出ていたが「驚く」とい
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う意味を推測したペアはいなかったため、辞書で意味を確認した。なぜ amaze したのだろうと

発問したところ、ある生徒が、「Stevie は目が見えないのに曲を作った、すごい人だから」との

解答が得られた。内容理解に辞書が果たす役割を生徒は実感できた。  

Lesson 5-B touch（新語）   songs which touched people around the world 

鬼ごっこで使う“touch”を皆で実際にやって確認した後、本文での意味を推測した。ペアでしば

らく考えた後、辞書をひいた。生徒は「心にタッチしたのかな？」「届いたってことじゃない？」

等の意見を活発に交わしていた。教師として意味を教えることに意識が向いてばかりいたが、

辞書での推測活動を始めてからは、生徒の豊かな発想に教えられることが多い。  

Lesson 5-B touch（新語） Stevie continued to write a lot of songs which touched people around the 

world. 

touch が「触る」という意味であることは知っているが、この場合の意味をまず推測させた。文

脈から「心にふれる」だろうと予測して生徒がいて、辞書を引かせたところ、「感動させる」と

いう他動詞の意味が適当であるという結論になった。  

Lesson 5-C  right（新語）   King worked for equal rights for non- whites in the U.S. 

  野球部の生徒に right の意味を尋ね「右」の意味があることを確認した。その後、本文の right

が意味する内容を推測させ right が多義語で複数の意味を持つ単語であることを学んだ。ここで

は、権利という意味に絞って解説を行い混乱させないように留意した。  

Lesson 5-D  against（新語）   He joined demonstrations against apartheid. 

  against は word card で発音練習と意味の提示を行ったが、授業中に指名された生徒が難しい

とつぶやいたので、皆で辞書をひくように促した。辞書には複数の例文が載っており、文章で

単語の用法や意味をとらえることができた。  

Lesson 6-A different（既習）    It’s different from the futon which we use in Japan. 

  different は既習語であるが、difficult と混同している生徒が複数居たので、辞書をひいた。時

間を少し与えて辞書の例文を参考に、自分で文を作ってみようと指示を出した。班別で数種類

の辞書を使って例文を調べる作業に生徒は進んで取り組んでいた。  

Lesson 6-B floor（新語） I’m on the first floor. 

 本文の内容理解に必須の単語であるので、warm up の辞書引きクイズで出題し意味の確認を

行った。多義語であることと発音・意味の確認を行った。辞書に絵が掲載されていたので floor

の持つ概念を分かりやすく指導できた。  

Lesson 6-C as well（新語） But the word is used in other situations as well. 

 well は既習語であるが、as とのセットで意味を調べた。皆で辞書をひいた後、例文を参考に

as well を用いた英文を作るよう指示した。しかし、生徒には難しかった様子で混乱も見られた。

この場面では指導者が意味を明示したうえで正しい例文を提示した方が良かったと反省している。 

 

 
 

 



-49- 

４ 教科書【New Crown】  
１年生  

Lesson2-2 lovely（新語） Kumi: … It’s ‘smile’.  Mr Brown: Lovely. 

 漢字（笑）と英単語（smile）の両方に見える絵の内容を考えずに、英語を習っている生徒が

lovely を「かわいいだよ」と発言した。他の意味や文脈をみることを意識してもらうために、

lovely を引かせた。彼は、「すばらしい」との意味が分かるまで「かわいい」と言い続けていた。

教科書の内容で初めての辞書引きであったが、文脈を考えることも指導できた。  

Lesson2-3 –er（player, teacher は新語） She is a good table tennis player. / He is not a teacher. 

 -er は初級の辞書にもきちんと掲載されており、接尾辞の考え方を導入した。他のも教室にあ

るものを例示（speaker, CD player）し、日本になっているものを生徒に挙げさせた。writer, maker, 

runner, swimmer, provider などが挙がった。brother は？sister は？という声もあったが音からこ

れらの語を挙げたと思われる。  

Lesson3-2 like（既習語） It’s like fencing. 

 動詞の like は既習であった。意味とりをさせると、「フェンシングが好き」と何名かの生徒

は言っていた。辞書は第一義のみではなく、第二義までも見てみることを意識づけができた。  

Lesson3-3 what（既習語） What do you have in your hand? / What music do you play? 

 代名詞と形容詞の what が両方ともに１ページに掲載させているため、両方を例文で確認できた。 

Lesson4-1 some（新語） I have some potatoes too. 

 名詞の複数を扱う単元であり、明確な意味ではないために、辞書で確認させた。  

Lesson4-2 these, those（新語） These are pretty birds. / Those birds are pretty too. 

 いつもは一語に限定して辞書引きをしているが、 these, those は辞書で比較的引きやすい位置

にあり、代名詞と形容詞の２種類が使われているために辞書で確認させた。  

Lesson4-3 take（新語） And we take it home. 

 多義語のために辞書で確認させた。辞書では第二義であったため、文脈によって意味をとる

ことの意識付けになった。  

Lesson5-1 –mate（classmate は新語） He’s your new classmate, Raj. 

 接尾辞の一部として調べさせた。  

Lesson5-2  on（既習語） On Sundays. 

 前置詞をまとめさせるために調べさせた。  

Lesson5-3  see（既習語） I see. 

 第一義ではないため、勘違いすると考え引かせた。案の定、勘違いしていた生徒はいた。  

Lesson6-1  this（既習語） This is my mother. 

 this は既習ではあるが、人の場合には初めてであったので、引かせた。辞書には電話での例

示もあるので、そのことも指導できた。  

Lesson6-2 with（新語） Does she live with your parents? 

 「～といっしょに」のみではなく、「～を持って、身につけて」や「～を使って」など他の意

味も確認し、with のイメージをつかませた。  

Lesson6-3  fantastic（新語） Fantastic! 

 新語であるので意味を確認させ、同意語（good, great, nice）を生徒から引き出させた。  

 



-50- 

２年生  

Lesson 1- Read  see, watch（既習語） Today I saw some people near the beach. They danced the 

hula.  I watched them. 

  see と watch の違いが、文脈の中で確認できるので、２つの語を引かせて、「動いているもの

を見る」watch と「自然に目に入る」see の確認ができた。  

Lesson 1-Read  talk, say, tell（既習語） Then I talked with man.  He said, “The hula is our 

tradition.~ Some dances tell stories of our ancestors and our history.”  

  一連の文脈の中で、 talk, say, tell の３つが使われているため、３つの「話す」のそれぞれの

違いを確認するために引かせ、「言葉を口に出して言う」say、「知らせる、教える」の tell、 「お

しゃべりする」の talk を確認した。  

We’re talking 1  get（既習語） How can I get to Kita Park? 

   １年では、get を「～を得る」と get up「起きる」で習っている。よって、ここの get の使

い方は初めてなので、道案内で使われていることを考えて意味を予測させてから、辞書を引か

せた。  

Lesson 2-2  rock（新語） I found a strange rock. 

  rock は岩という意味でとらえている生徒が多いが、本文の内容から岩ととらえることはでき

ないので、rock を引かせて、stone の意味でも使うことを理解した。P.70 には rock が Ayers Rock

の関係で岩の意味で出る。  

Lesson 2-Read  appear, disappear、plant（新語） For billions of years, many kinds of plants and 

animals appeared and disappeared. 

plant については、意味を引かせた後、plant は動詞としても使われることが多いので、その意

味をチェックさせた。  

appear と disappear については、両方の意味を引かせて確認して、何が付くと反対の意味の「消

える」の意味が加わるのか dis-の接頭辞の意味を確認した。  

Lesson 2-Read  some ,other（既習語） Some dinosaurs were very big.  Others were about the size 

of humans. 

  some と other の両方を引かせて、some と others はよく一緒に使われることが多いことを確

認した。  

Lesson 3-1  will（新語） It will be fun.   

  will の未来形としての言語材料の導入をしたが、本文の will を辞書で引かせて、どんなニュ

アンスがあるか辞書を読ませて、「予想や期待」を表していることを確認した。  

Lesson 3-2   around（既習語） I’m going to leave the meeting around twelve.  

  １年の時に It’s around my neck.で出ており around は既習語である。around の「～の周りに」

の意味と関連して、ここの around はどんな意味かを引かせ、「およそ、約～」の意味で使われ

ていることを確認。他に同じ意味で使われる about を引き出した。  

Lesson 3-2  take（既習語） I’m going to take a kendo test.  

  take は非常に語義の多い動詞なので、辞書を引いて、take a kendo test の take の意味を確認した。 

Lesson 3-2  agree（新語） I agree. 

agree の反対の語は何かと問いかけ、ある英語を語の前につけると、反対語ができるとヒントを

出す。 後に、disagree を引かせて確認した。  
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Lesson 3- Read  everyday（新語） In this way, our everyday actions can make a clean world.   

  everyday を引かせて、１語で使うとどんな意味になるか確認。every day と２語で分けると「毎

日」という意味なので注意させた。  

Lesson 4-1  busy（既習語） It’s always busy.  

 すでに出てきた busy（忙しい）と関係した意味であるが、辞書を引かせて「場所がにぎやか、

活気がある」という意味をつかませた。そして、それについての例文、a busy street などを確認

した。  

Lesson 4-Read  each（新語） Each area has its own type.   

  each の使い方を調べるために、each を引いて、「each+名詞」は普通、単数扱いになることを

確認し、例文でも確かめた。  

Lesson 4-Read  bad（新語） The leaves also keep the sushi from going bad. 

  bad を悪いという意味で理解している生徒が多いので、bad を引かせて、文脈に適する意味を

調べた。腐るという意味を表す時は、go bad で使うことを確認した。  

Let’s Read 1  watch, get（既習語） watch it until I get back.   

  watch は「動いているものを見る」という意味ですでに理解しているが、文中の watch は動

きのないものなので、ここの watch は「見張る、気を付ける」の意味だと確認した。その例と

して、Can you watch my suitcase?なども確認。  

 get back の意味を確認し、合わせてこれまで学習した get の項目を読ませた。  

Let’s Read 1  have（既習語） Have some. 

  これまで、have を使った表現では、have fun, have a sports day などがでてきたが、「食べる」

の意味では初めてなので、文中の have の意味を確認した。have の他の項目も読んで、have の

使い方を再確認した。  

Lesson 5-Read  few（新語） A few days later, I talked with a fireworks artist. 

  few を引かせて、a が付くときと、付かないときではどんな違いがあるか確認した。  

Lesson 5-Read  one（既習語） I want to learn these and make new ones. 

  生徒にとって、ones は数字を思い浮かべて、理解しにくいようだったので、one を調べて、

前に出た名詞の繰り返しをさけるために使われることを理解した。同時に例文によって it との

使い分けも確認した。  

We’re talking 5  another（新語） And how about another cup of tea?  

  another を引くと「別の」の意味があるので、「別のお茶」と理解している生徒もいたので、

例文とともに another cup of tea を確認した。そこから、「一杯のお茶は」a cup of tea であること

を確認した。関連して、「水一杯」はと問いかけ、cup には例文がないので、glass を引き出して、

glass も調べさせた。  

Lesson 6-1  wear（新語） You are wearing a coat.   

  文中では wear a coat だけなので、wear がどんなものにも使えるか調べ、身に付けるものすべ

てということを理解した。  

Lesson 6-2  excited（新語） Word Corner の中の語  

  Lesson 2-1 で Clean Up Day was exciting .の文中で、exciting を学習している。ここでは、excited

が出たので、物が主語で使う exciting と人が主語で使う excited の違いを辞書で確認させ、使い

方を注意した。  
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また、chat のトピックだった How was your weekend?と答えの一つだった It was tiring.を思い出

させ、 tired との違いを確認した。  

Lesson 6-Read  like（既習語） It looks like a mountain, but it is actually a very big rock. 

  本文では look like の形で出ているので、動詞ではなさそうだと予想して、 like を引いて品詞

を確認した。「見える、～らしい」という意味で look を学習したばかりだったので、 look like~

の時は名詞が続くときであると確認できた。  

Lesson 6-Read  deeply（新語） They deeply respect the rock and everything around it. 

  deeply を引かせて、意味と品詞を確認した。そして、-ly で終わる他の語を引き出し、slowly. 

quickly などが出た。-ly を取ると、slow, quick となり、形容詞に-ly が付くと副詞になることを

確認した。  

Lesson 7-1  table（既習語） This table show some high mountains around the world.   

  table は文中では、どんな意味かを確認した。 timetable は、この table と関係ある語だとわか

った生徒もいた。  

Lesson 7-1  name（既習語） Can you name the highest mountain on each continent?  

  生徒は name を名詞として理解しているが、文中の name の位置から動詞として使われている

ことを確認してから辞書を引かせ、意味を確認した。名詞と動詞の両方の意味を持つ語（help, 

call, visit, drink, answer など）も確認した。   

Lesson 7-2  car（既習語） It is as large as a train car.  

  文中の car は「車両」として初めてなので、調べさせた。  

Lesson 8-Read  rule（既習語） India was ruled by them. 

 １年で rule を「規則」で学習しているが、動詞の rule は初出なので、品詞を確認してから、

意味を引かせた。  

 
３年生  

Lesson 1-1  motto（新語） What’s the class motto this year?  

普段「モットー」と日本語でも使われており、教科書では。the class motto の使い方で出ている。

他にどのように使われているか引かせた。すると、school motto では「校訓」、「座右の銘」も

motto で表せることがわかった。  

Lesson 1 -Read  match（新語）  didn’t win any kendo matches. 

 I didn’t win any kendo matches.の文で match が使われているが、game と match はどう違うのか

と投げかけ、match と game の両方を引かせた。-ball のつく球技には game を使い、boxing, tennis, 

wrestling のように個人競技には match を使うことを確認。  

Lesson 1 -Read  encourage（新語） I was encouraged by them. 

接頭辞 en-の意味「～を与える、中に入れる」を確認してから、courage を引かせた。そこで

encourage がなぜ「励ます」という意味になるのかつかませた。  

Lesson 2-1  furniture（新語） I like Japanese design, especially Japanese furniture. 

 furniture は、ある場所に備えつけられている家具すべてを指す数えられない名詞で、１つ１

つを数える時は a piece of furniture のように言うことを確認。  

Lesson 2-Read life（既習語） Nature has always been a part of our daily lives. 

1 年で school life と単数形では触れているが、複数形の形を思い出させるために、 lives を引か
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せた。この時、 lives の品詞が理解できているかどうかも確認した。  

Lesson 2-Read midnight（新語） The midnight sun shines on the forests.  

midnight の意味から接頭辞 mid-の意味を予測させて、mid-を引いた。そして midsummer など

mid-のつくほかの語を調べた。  

We’re talking 2  well（既習語） I don’t feel well. 

  1 年で practice well, paint pictures well など副詞として何度も目にしてきた well が形容詞とし

て使われているため、well を引いて形容詞で「元気だ、健康だ」という意味で使われているこ

とを確認した。  

Lesson 3-Read  peaceful（新語） This will make a more peaceful world.   

peaceful のように-ful と使われる語を引き出す。colorful, beautiful, wonderful などから、-ful に

は、どんな意味があるか予測させて、辞書を引かせた。接尾辞-ful が付くとどんな意味が加わ

るかを確かめた。  

Lesson 4-Read  over（既習語） On August 6, 1945, an atomic bomb was dropped over Hiroshima.  

 すでに over を over 40,000 years ago の中で、「～以上で」という意味で習っている。ここで使

われている over の意味は位置について、「（おおうように）～の上に」ということ確認した。over

は前置詞のほか、副詞では、The wonderful time was over.では「終わって」という意味でも使わ

れることも確認した。   

Let’s Read 1  living（既習語） All living things have developed special ways of living. 

１つの文に 2 つの living があり、形容詞で使われる living と名詞の living を引かせ、形容詞と

名詞の差を意識させた。  

Lesson 5-1  keep（既習語） In winter it has a cover which keeps my family warm.  

２年時に keep を「保存する、保つ」の意味で学習しているので、ここの keep もそれと関連し

た意味から、「～の状態に保つ」という意味になることを確かめさせた。  

Lesson 5- Read  tie（既習語） They are all connected by family ties.  

１年で tie が「ネクタイ」という意味で本文に出てきたが、ここの ties がどんな意味であるかを

投げかけて、「きずな」という意味であることを辞書を引かせて確認した。  

Lesson 5- Read fresh（新語） They ride horses and move with the seasons to find fresh grass and 

water. 

fresh はカタカナ語でもなじみがあるので、新語ではあるが意味を聞くと「新鮮な」という意味

で把握している生徒が多い。そこで、fresh を引かせ、どんな例が載っているか調べさせた。fresh 

coffee, fresh leaves, fresh news などの例が挙げられた。特に、fresh paint が「ペンキ塗り立て」

を表すことにびっくりしていた。  

Lesson 6-1  dark（新語） This photo taken in 1962 shows a dark side of the history of the United 

States.  

  dark は新語であるが、すでに dark の意味を知っている生徒もいるので、辞書で「外が暗い」

ほかにどんな使い方をするかを確認して、「事態や表情など」も dark で表せることを確認した。  

Lesson 6-Read  stand（既習語） We cannot stand it any more.  

stand は１年の初めから触れているのだが、この stand は目的語とともに使われているので、stand 

up のようなこれまでの stand とは違うことを確認して、他動詞をみて、その意味を調べさせた。  
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Lesson 6-Read  right（既習語） Let’s fight for the right of anyone to take any seat on any bus. 

right はこれまで、形容詞で「正しい、右の」という意味では出ているが、名詞で「権利」とい

う意味では始めてなので、文の前後を見ながら品詞を確認して、名詞としての意味を確認した。 

Lesson 7-2  reuse, recycle（新語） Let’s reduce waste by reusing and recycling things.  

なじみの語であるが、文頭に付く re-はどんな意味かを問いかけ、辞書で re-の意味を引かせて、

ほかにどんな語があるかを確かめた。return  rewrite など。  

Lesson 8-Read  learn（既習語） Learning English helped me to be become a better person.   

本文中には見出しの文のほかに learn が使われている文が 何回も出てくる。しかし、My English 

got better as I studied Japanese.のように study を使った文も出てくる。そこで、 learn と study の

両方を引かせて、両者の違いを確認した。  
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５ 夏の語い指導ワークショップ（１）  
 

中学１年の継続した辞書指導とフォニックス 
 

江戸川区立清新第一中学校  関 口  智  

１ はじめに  
（１）中学１年生を教えるに際して、彼らはすでに小学校において外国語活動として英語

を学習していることを意識する必要がある。資料１、２から次のことが読みとれる。  

   ①小６の段階から英語好きが６３％になってしまっている。  

→小学校から外国語活動を開始したことにより、英語嫌いを早い段階から作ってし

まっている。  

   ②中１では英語好きの割合がさらに下がり、５７％になっている。  

    →中学校で英語好きの生徒の数を増やすことに成功していない。  

③中学校に於いて英語の授業を７０％以上理解できていると思っている生徒の割合は 

６５％しかいない。  

→理解不十分の生徒の割合が１／３なのは大きな問題で、わかる授業を提供すると

ともに、自ら学んでいこうとする自立した学習者に育てていくことが必要である。

そのためには自主学習の案内役である辞書を使いこなせるようにすることが大切と

考える。  

 

２ 継続した辞書指導をするために  
（１）新旧学習指導要領の辞書に関する記述は以下のようになっている。  

（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。  

（新）辞書の使い方に慣れ，活用できるようにすること。  

   つまり、辞書を身近に置いて使いこなすことができるようにしなければならない。そ

のためには以下のことを考えていく必要がある。  

  ①辞書を持たせる。  

      →小学校の卒業記念でもよいし、自分で買うのもよし、兄・姉のものでも、場合によ

っては卒業生からもらったものでもよい。  

    ②どんな辞書を使うか。  

   中学生用辞書の特徴  

         ・語いが少ない。                     

        ・調べやすい。                       

        ・例文が中学生向き。                 

        ・職業・体の部位などがまとまって載っている。         

        ・文法事項も明快である。                     

        ・自由に読んで必要な知識が身に付く。   

   高校・一般用辞書の特徴  

         ・語いが多い。                                            

        ・調べにくい。                                            
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        ・例文が一般向き。携帯用は例文なし。                      

        ・職業・体の部位などのまとめなし。                        

        ・文法事項も複雑。                                        

        ・自由に読むと内容が多すぎて何が自分に必要かわからない。  

   →辞書は靴のようなもので、今の自分に合ったものがよい。いずれ必要になるからと

高校・一般用の辞書を 初から使うのは効果的ではない。  

③いつから辞書を使わせるか。  

      →アルファベット導入後が望ましい。なぜなら辞書を引くことでアルファベットの順  

番が定着するからである。アルファベットの導入にはＡＢＣソングが不可欠である。 

  ④何を引かせるか。  

辞書指導のためのリストを資料３に挙げておいた。参考にして頂きたい。  

    資料４では教科書の本文を用いて辞書引きを説明した。  

 interesting（新語） It's interesting. 

「おもしろい」だけで覚えてしまうと誤解が生じる単語である。「おもしろい」だけで

なく、「興味深い」にも線を引かせ、笑いが起こるような面白さでないことを説明した。  

     easy（新語） It's not easy. 

   ‘easy’を引かせ、反意語を捜させた。ある意味を調べることで、反意語を見つけること

ができることを学ばせた。生徒は ‘difficult’と ‘hard’を見つけた。  

  hard（新語） It's not easy, but I study hard. 

‘hard’には以前「難しい」という意味が出ていたね。でもこの場合は難しいではおかし

いね。どんな意味が合いそうかななどと調べさせると生徒はまさに夢中になり、「熱心

に、一生懸命に」にたどり着いた。  

    しかしながら１年生の教科書の単元に出てくる単語には限りがある。常に辞書引き

を行うためには教科書の単元の単語だけでは不足する。資料５では教科書本文以外で、

辞書で調べさせた単語を挙げておいた。  

 

３ 辞書引きの手順  
 （１）やり方  

     ①教師は生徒がその単語を引きたくなるような状況を作る。  

     ②生徒はその単語を見つけたら立つ。  

     ③立った生徒は他の生徒の援助をする。  

     ④引いた語にマークする。  

    →ビデオを用いて、辞書指導の第１回、第２回そして７月と生徒の変わっていく様

子をお見せした。  

 

４ フォニックス  
（１）なぜ必要か。  

→英語は綴りと音声が一致しないことが特徴の言語で、その特徴が学習者にとって障

害になっている。フォニックスを用いて綴りと発音の規則性を学ぶことによって、そ

の障害を取り除くことができる。  
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（２）いつ始めるか。  

→アルファベット導入の際に一緒に始める。アルファベットの名前読みと同時に音読

みを教える。  

 （３）何を使うか。  

   →現在、フォニックス用の教材は数多く出ているので、その中から選ぶことができる。

あまり厚くないものが扱いやすいと思う。自分が使っているものを資料６に載せてみ

た。  

（４）授業の実際  

→実際に指導している様子をビデオで紹介した。授業では毎時間２ページずつ進めた。

フォニックスを定着させるためには繰り返しが必要で、歌のように口ずさめるように

なるまでやることが大切である。１学期に一通り教えていても、２学期以降も時に応

じて授業の中で確認していくことが効果的である。  

 

 

資料１  

ベネッセ教育総合研究所の調査による  

調査時期 2011 年 10 月上旬  

２－１ 小学校の英語活動について 

図 2-1-1  学校の英語の好き嫌い（小学6年生）  

※「小学校での英語の授業や活動は、あなたが何年生の時にありましたか。」  という質問で、「

小学 6年生」を選択した回答者のみ（選択率： 5 5 . 6 % )  
図 2-1-2   学校の英語が好きだった理由（小学6年生/MA）  

※「小学校での英語の授業や活動は、あなたが何年生の時にありましたか。」  という質問で、「

小学 6年生」を選択した回答者中、「英語が好きだった」という質問項目で「とてもそう思う」「ま

あそう思う」を選択した回答者のみ。  
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資料２  

ベネッセ教育総合研究所の調査による  

調査時期 2011 年 10 月上旬  

２－２ 中学校の英語教育について 

 

図 2-2-1  学校の英語の好き嫌い（現在）  

 

図 2-2-2   英語の授業の理解度（現在）  

 
 

 

資料３  辞書書指導のためのリスト（都中英研研究部研究冊子「語いと英語教育(34)」）  

  選んだリストは赤坂中北原延晃教諭の著書「英語授業の幹をつくる本」(参考文献参照：p.73

～98）から以下のように選定した。  

  1  基本動詞  ・・・have, take, get, make などの基本動詞  

  2  多義語   ・・・nice, then, see, class などの多義語  

  3  How       ・・・How are you?, How many ?, How do ?などの how 

  4  コア      ・・・get, turn, keep などのコアとなる語義を教える  

  5  ニュアンス ・・・watch, see, look や learn, study などの似た意味のニュアンス  

  6  前置詞   ・・・前置詞の使い方に注意させる  

  7  例外の綴り ・・・kn や wr など辞書を縦に読み、発見をさせる  

  8  紛らわしい語 ・・・fun, interesting や another, other などや exciting, excited など  

  9  Phrasal verbs・・・ take place や get up など動詞の語義の一番後ろに注目させる  

 10 訳しにくい語・・・every, any, some, each, put など例文で使い方を教える  

 11 品詞の変換・・・nature → natural, dance → dancer など前後を見させる  

 12 多品詞語  ・・・right, favorite, like など複数の品詞をもつもの  
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 13 接頭辞・接尾辞・・・名詞＋ful, 形容詞＋ ly などの接頭辞と接尾辞  

 14 可算・不可算 ・・・paper, water, fish, fruit などの可算名詞と不可算名詞  

 15 同じ内容  ・・・Fine→OK. Good. Great. Perfect.など同じ内容を複数の言い方で  

 16 コロケーション・・・moon, same などは the がつく、など前後につく語  

 17 冠詞     ・・・most, few, little など冠詞のあるなしで意味の変わる語  

 18 文化     ・・・rice, finger など英語圏の文化の説明が辞書にある語  

 19 連語・熟語  ・・・each other など動詞の語義のさらに後ろにあることを教える  

 20 位置     ・・・ too, often, also などの位置  

 21 その他    ・・・発音、不規則動詞など 1～20 までに当てはまらない語  

 

資料４  Unit 4 Part 2, New Horizon English Course 1 (東京書籍) 

   Kevin:  How's the weather? 

   Sakura: It's cloudy.  But OK. 
   2人は中庭に出ておしゃべりをします。   

   Kevin:  What's your favorite subject, Sakura? 

   Sakura: Math.  It's interesting. 
   Kevin:  I like Japanese.  It's not easy, but I study hard. 
   Sakura: Do you write Japanese? 

   Ichiro: Yes, I do. 

 

資料５  教科書本文以外で、辞書で調べさせた単語  

horizon, glass, glue, class, gym, fish, brush, comb, note, zebra, dish, watch, break, tooth, fan, fun,  

market, throw, omelet, Mr., Miss, Mrs., Ms., say, close, quiet, knee, knock, grass, dinner, garbage,  

mirror, roof, lead, repeat, ice, bowwow, meow, light  

 

資料６  

ペンマンシップとフォニックス練習帳（株式会社 mpi・正進社）  
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夏の語い指導ワークショップ（２）  
 

辞書指導 授業を楽しくする工夫 
 

葛飾区立上平井中学校  太田 恵理子  

１ はじめに  
   授業の構成を考える際、 も基本となる理念は何であろうか。私は研究部での辞書指導

に関する実践を通して、生徒の実態を観察し、授業内容を省察する機会に恵まれた。その

結果、「分かりやすい授業」「学級内コミュニケーションが成立する授業」において、生徒

が生き生きと学習することを学んだ。辞書指導は、自律した学習者の育成に資する活動で

あるが、その中に楽しさをいかに組み込み、自己調整型学習者を育成するかの視点を踏ま

え本年度夏のワークショップで発表した。  

 

２ 授業で行う辞書指導  

   担当する第 3 学年は昨年度より指導している。2 年次には、辞書早引きゲーム等を行い

辞書に慣れ親しませることを目標としてきた。3 年次 1 学期は主に辞書引きリレーを実践

している。  

   （１）手順  

      本日のお題を発表する。教科書に準拠した単語や、歌に出てくる単語で特に指     

導したいものを選ぶ。Word family や語のネットワークを意識すると良い。  

       例）something in the kitchen, food, school など  

   （２）２分間生徒個人で辞書を読む活動  

      日本語と英語のマッチングであるが、狙いは辞書に親しむことであるので教師の

細かい指導はあえて避ける。  

   （３）座席列ごとにチームを組み、黒板に各自の単語を書いていく。チョークをリレー

のバトンとする。  

   （４）答え合わせを生徒全員で確認し、黒板に評価をしながら○をつけていく。  

      指導者の主観となるが、特に良いと思われる単語には花マルをつけ評価を与える。 

   （５）一番○がついた列の勝ち  

 

３ 辞書指導での留意事項  
   （１）small step を常に心がける  

      自由度の高い活動は、知的な楽しさがより得られやすいが、同時に難易度も増す。  

      その点を忘れずに授業構成を考える。  

   （２）ゴールの設定  

      何のために辞書指導を行うのか？辞書引きのための辞書学習ではなく、あくまで

もコミュニケーション活動の一助として辞書学習を行う。  

   （３）簡潔さ・静と動のバランス  

   （４）教科書のどの語をひかせるか  

      授業者の語いに関する認識・知識理解が不可欠である。  
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夏の語い指導ワークショップ（３）  
 

「 教 師 の 語 彙 力 」 

 
港区立赤坂中学校  北 原 延 晃  

 

１ どれだけ言える？  
１ 文法用語を英語で  

 ２ ea, ou, aw を含む語  

 ３ 接頭辞、接尾辞  

 ４ something you see on the beach 

 

２ ２年生に対して行う言語機能中心の指導  
～１年と２年をつなぐ、reading と speaking をつなぐ～  

Sunshine English Course Book 2   POWER-UP Speaking 2  誘う・依頼する・約束する  

 

1. 誘う：ペアにならない？  

 

真紀：Are you looking for a partner? 

         ①       ②  

ダニエル：Yes. 

           ③  

真紀：Me too.  Shall we make a pair? 

         ④       ⑤  

ダニエル：Yes, let's. 

             ⑥  

 

 

2. 頼む：助けてくれる？  

 

真紀：I can't understand this activity.  Will you help me? 

                                   ①  

ダニエル：Sure.  This activity is:  When are we going to play tennis?  We have  

           ②                             ③                   ④  

     to exchange information and decide the date. 

                                  辞書  

真紀：Now I understand.  Thanks. 

               ⑤         ⑥  

ダニエル：You're welcome. 

                ⑦  
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3. 約束する：きっと持ってくるね。  

 

ダニエル：Are you free this Wednesday? 

              ①  

真紀：Well, I'm afraid not.  What about Thursday? 

       ②       ③            ④  

ダニエル：Thursday is fine with me. 

                   辞書  辞書  

真紀：Then, let's play tennis on Thursday.   

             ⑤  

   Can I borrow one of your rackets? 

     ⑥  

ダニエル：No problem.  I promise I'll bring one for you. 

              ⑦                   ⑧   ⑨  

 

 

北研６月例会に参加した北研会員の感想より  

・スパイラルワークシートみたいだなと思っていたら、普段から English Express やスーパーペ

アワークでいろいろな表現に触れているからこういう質問に生徒がどんどん答えられるとの

ことでした。 逆に言うと、そういった input が見通しを持ってなされていなければ，表面

的にこの活動だけ真似ても生徒がわからずいつまでも座ったままというようなことになって

しまうと思われます。  

 

・副題に～１年と２年をつなぐ～と書かれていましたが、これは２年で新しいことを知った時

に、１年の時に習ったことを引っ張り出して、同じ言語機能（言葉の働き）のカテゴリーで

結びつけてやるということです。（Let'~ = Shall we→誘う、のような）訳しているだけだと

こういう発想にならない。生徒はまた新しいことが出てきたよ、という負担感ばかりつのる。

しかしこうしてやることで頭の中のおもちゃ箱に散乱していた英語の音や知識がすっと言語

機能別の引き出しに収まって、使いたい時（＝話したい時、書きたい時）にすぐ取り出せる、

ということです。幹の本に出ているおもちゃ箱と引き出しの話が、指導の実際と結びついて

理解できました。 そのまんまスキットの次に、本当に内容を理解しているのか、他の言い

方で言えるか English Express のように、下線が引かれている表現を確認していきました。北

原先生の質問がわかったら立つ。→ 後に立った人が答える。（全員知っていて欲しいもの

は、 後の一人まで待つ。）  

 

・そのまんまスキットをチェックして終わりでなく、こういう場面でも辞書を引いたり別の言

い方に言い換えたり…。赤坂中のみなさんのスキットを見せて頂くと、いつも様々な表現で

あふれているのに驚くのですが、この繰り返しが確かな力と豊かな表現に繋がっていくんだ

なあと思いました。  
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本校生徒の学力  

①英検取得率  

昨年度（平成２４年度）   （第２回検定までの数値）   ３年生 在籍数 ４４名  

  準１級     ２名  

    ２級以上     ５名   １１％  

 準２級以上 １４名 ３２％  

  ３級以上   ３３名 ７５％  

４級以上   ３８名 ８６％  

＊準２級以上取得者率の変遷  

 平成１８年度１６％（６人に１人）英検表彰→平成２２年度２７％（４人に１人）→ 

 平成２４年度３２％（３人に１人）  

 

②平成２５年度東京都立高校入試学校平均点  

                      国語  数学  英語  社会  理科  

  都全体平均点・・・６１  ５５  ６２  ５２  ６０  

  本校平均点・・・・６７  ６３  ７９  ５７  ６７  

    本校平均点との差  ６   ８  １７   ５   ７  
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夏の語い指導ワークショップ（４）  
 

「 始 め よ う 辞 書 指 導 」 
 

葛飾区立桜道中学校  前 田 宏 美  

 

１ 始めよう辞書指導  
（１）辞書指導の目的…自立した学習者の育成  

① グループでディスカッション  

② 学習指導要領より  

③ 生徒の声  

・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。   

・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）辞書指導の留意点  

① 辞書は統一して購入させるか、それぞれに用意させるか。  

② 辞書はどのように紹介するか。  

③ 経済的事情で辞書を買えない生徒への対応  

④ 辞書の構成を理解させる。  

     例）辞書を引くときにはページの上端にある語を見る。  

⑤ 単語を探す所要時間をなるべく短くさせる。（３年生で１０秒くらい）  

⑥ 引いたら印をつけて、自分の辞書として使いやすくする。  

⑦ 辞書を忘れる生徒への対応  

 

２ 辞書指導実践例  

（１）何を引かせる？  

授業で辞書指導を行う目的  

① 教科書本文の内容理解を図るため  

② 単語の理解を深め、知識を広げるため（語いのネットワークを作ることができる。） 

 

（２）デモンストレーション （TOTAL 3 Lesson 2）   

① oral introduction 

Look at the picture, please.  This is Nanami.  This is Jack.   

Who is this girl?  She is Nancy, Jack’s cousin.  Where is she from?  She is from 

California, the U.S.A.   

Look at Nanami.  What sport does she play?  She plays basketball.  She seems to be a 

good basketball player.   

Today Nanami had the last basketball game.  The other team was strong in the 

tournament.  Nanami’s team lost 51-53.  It was a close game.  Nanami and her teammates 
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have played basketball together for three years.  They shared good times and bad times.  

They’ll be friends forever.  

 

② new words（辞書指導を含む）  

（ア）share･･･「ものを一緒に使う」「食べ物を分ける」「時間を共有する」という使い方がある。 

（イ）end･･･「終わり、最後」という名詞と、「終わる」という動詞、どちらの働きもする。 

（ウ）classmate･･･“mate”の意味を調べ、“mate”がつく単語を挙げた。 

例） classmate、roommate 

 

③ 本文内容説明（辞書指導を含む）  

（ア）make「～する」を辞書で調べさせる。「～する」は何番の語義なのか、辞書に

よる違いを確認する。  

 

（３）辞書指導のタイミング  

単語を調べさせるのに、生徒にとってどのタイミングが理解しやすいか話し合った。  

① 新出単語導入のとき  

② 内容理解のとき  

③ 音読が終わってから  

＊参加者からは②内容理解のときが適切であると発言した人が多かったが、発表者

の勤務校の生徒からは①新出単語導入のときに辞書で単語を調べてしっかり理解

してから学習を進めたいという意見があった。  

 

３ まとめ  

以下の点について、グループごとに話し合い、発表してもらった。  

（１）辞書指導の効果  

（２）辞書指導の悩み  

① 辞書を用意することについて  

② 電子辞書の使用について  

③ どんな語を引かせるか  
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夏の語い指導ワークショップ（５） 

 
入 門 期 の 辞 書 指 導 
－  NEW HORIZON －  

 

江戸川区立篠崎第二中学校  上 尾 栄美子  

 

１ はじめに  

  今年度、１年生を担当しており、アルファベット導入直後から辞書指導を行ってきた。ワー

クショップでは、１学期の授業で行った辞書指導の実践例を紹介した。  

 

２ 辞書指導を始めるにあたって  
 (1) 開始時期について 

   アルファベットを導入した直後から辞書指導を始めた。開始時期については様々な考え方

があり、アルファベットも定着していない段階で辞書を引かせると、生徒に混乱を生じさせ

るという意見もあるが、ジュニア版英和辞典を引かせることで、アルファベットの定着を図

ることができると考えた。 

 (2)  辞書の種類について 

  電子辞書ではなく、紙の辞書を用意するように指導している。紙の辞書では、引いた語に

アンダーラインを引いたり、何度も引くページに付箋をつけたりできるのが利点である。ま

た、ページを開いた時に一度に目に入ってくる情報量の多さや辞書を縦に読むことで関連語

を知ることができる点を重視している。 

 (3)  辞書指導初回…生徒の気付きについて 

  辞書指導の初回には、生徒に辞書を観察させ、凡例のページで大まかな使い方を確認した。

初めて辞書を開いた時、生徒は国語辞典と比較するせいか、「横書き」「色が多い」等の声が

挙がった。また、「アルファベット順」「絵が多い」「付録のページがある」「Ｓのページが多

い」「Ｘの単語が少ない」等の感想も多かった。 

  

３ 辞書指導初期の活動  

(1)  辞書引きのウォームアップ「どっちが前に載っている？」 

  ２枚のアルファベット・カードを同時に示し、リズム良く、アルファベット順にすると、

どちらが先か生徒に尋ねる。生徒は素早く答える。  

例）教師：どっちが前に載っている、Ｈ  or Ｊ?   

生徒：Ｈ！  

  スピードを上げていくと、瞬時に判断するのが難しいアルファベットもあり、楽しめる活

動である。  

 (2)  辞書引きレース（個人戦） 

  ①教師が「box, box, b, o, x, box 」のように単語を読み上げる。  

  ②生徒は教師の言う単語を聞き取って、辞書を引く。単語を見つけた生徒は挙手をする。  

  ③教師は挙手した生徒に、「No.1, No.2 …」のように順位を言う。  
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  ④早く引けた生徒には引き終わっていない生徒を手助けするように指導する。  

  扱う単語は、教科書のウォームアップのページに載っている語や生徒が聞いて知っている

単語を取り上げるようにしている。  

 (3)  辞書引きレース（班対抗戦） 

  ①５～６人のグループを作り、グループの中でレースに挑戦する順番を決めさせる。  

  ②出題の仕方は個人戦の時と同様である。  

  ③単語を引けた挑戦者は挙手をする。他の生徒も一緒に辞書を引き、挑戦者の手助けはで

きるが、挙手はできない。  

  ④早く挙手したグループにポイントを入れ、その合計点を競う。  

 

４ 教科書本文を使っての辞書指導  

(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ページごとに教師が検討する。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。また、生徒が所有する複数種類の辞書において、そ

れぞれの単語がどのような説明がされているか確認しておく。具体的には、初出ではないが

異なる意味で出現する語や、例文を確認させたい語などを引かせるようにしている。  

  (2)  授業中のいつ、どこで引かせるか？ 

   ①Oral introduction 後の  Explanation で Reading(Listening) point と関連させる。  

  ワークショップでは、NEW HORIZON １年生の Unit3 「はじめまして，ブラウン先生」の

Part1 を取り上げた。以下に、実際の授業で行った Oral introduction を紹介する。(  )は生徒

の反応。  

 

 [ピクチャーカード(田中先生がブラウン先生を紹介している)を示し] Who is this man? He is 

Mr. Tanaka. He is an English teacher. Look at this woman. She is a new English teacher. Her name is 

Mary Brown. Ms. Brown. Where is she from? Please guess. Is she from Australia? (No?) No, she’s 

not. She’s from…? (America?) Yes, she’s from America. [ピクチャーカード(ブラウン先生がサッ

カーボールを持っている)を示し] What is Ms. Brown’s favorite sport? (Soccer.) Yes. She likes 

soccer. She plays soccer.  

  

  Now, I’ll ask you a question. When does Ms. Brown play soccer? (Listening point) 

  ブラウン先生はいつサッカーをするのだろう？  Listen to the CD. 

 

実際の授業では、ＣＤを聞いて、生徒の多くが Sunday を聞き取ることができた。それを確

認し、開本させ答えとなる部分“I play soccer every Sunday.”にアンダーラインを引かせた。そ

して every Sunday の every はどんな意味か推測させ、辞書を引かせた。「毎…」という意味を

確認後、辞書を縦に読ませて、everyone も見つけさせ、every に「どの…も」という意味があ

ることに触れ、「どの(every)人(one)も」という意味になることを説明した。  

  

  ②授業のまとめとして…家庭学習用課題を活用する。   

   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
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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復習となる問いを設け

ている。（例：what が出てきたら、既習の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いを設けている。  

  以下に例を挙げる。  

 

 [Unit 11 より] 

    December 「     」←「 」には日本語の意味を入れる。  

  月の名前をすべて書きなさい。  

                                        

 

    How are you? 「                   」  

  他の表現は？  難  

                                        

 

grandmother 「       」  

  家族に関する単語をなるべくたくさん書いてみよう！  

                                                                             

 

    we 「        」  

  「私たちの」は？          「私たちに（を）」は？        

  「私たちのもの」は？         

  

 

 

５ 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。  

  

 

 

 

参考文献  

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

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

 東京都中学校英語教育研究会研究部 語いと英語教育（３４）  

東京都中学校英語教育研究会研究部 語いと英語教育（３５）  

東京都中学校英語教育研究会研究部 語いと英語教育（３６）
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夏の語い指導ワークショップ（６） 

 
授 業 で の 語 い 指 導 

－  中学３年１学期 NEW HORIZON －  
 

九段中等教育学校  石 井  亨  

 

指導案  α ３年石井& H（８回生） NEW HORIZON 3  Unit4(2) Learn by Losing p.45  

Ⅰ  Date:2013.7.11(木) ①3-4  ②3-2  ③3-3  ⑥3-1 

Ⅱ  Class:少人数授業  (50 分) 

Ⅲ  Textbook / Material (homework)：Unit 4 (2) p.45 picture card & word cards. 

Ⅳ   Today’s Goal：  

・where to などの復習   ・It ～for… to～の導入  ・p.45 の内容理解と音読  

 

Ⅴ   Teaching Procedure  

(Stage 1) Greeting (2 min.) 

語い指導  既習の英語や学校行事などをトピックにして英語を recycling や  input する  

 

   (Stage 2) Song“Hey, Jude” (3 min)  

語い指導  語い、発音、Linking、速さ、Rhythm、文法事項の復習  

 

   (Stage 3) Review & Dictation test p.44 (5 min) 

    語い指導  語い定着の確認  

1,Review：単語カードの日本語側を見せ、生徒がその単語を言う。  

言えたら、空中にその単語を書かせる。  

2,Phrase translation：Collocation  

    What to do  How to make  When to go  Where to visit  Which to choose   

Are you wondering ?  How about going to see a movie ? 

   3,Dictation(以下から 2 題)：文構造や語いの定着、リスニング    

・Visit the official sumo website for more information.  

・You can find out how to get tickets.  

・Are you wondering what to do in Tokyo ? 

 

   (Stage 4) Review：Pair work (5 min)    

語い指導 既習の文構造、語いの定着   

    A：What do you want to know about Brisbane ? 

   B：I want to know where to visit. (what to eat, how to do homestay, when to eat dinner,  

which to choose sushi or hamburgers ) 

    T：Please report yourselves and your partners to us. Practice reporting by yourselves. (20sec) 

Ss：Reporting  e.g. I want to know where to visit.  S2 wants to know what to eat. 
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(Stage 5) Vocab work：この後に導入する言語材料に必要な語いを確認  (3 min)  

語い指導  既習の英語を確認   

日本語を言い、生徒に英語を言わせる。単語カードを提示する。  

necessary, important, natural, interesting, useful, helpful, difficult, exciting, hard, easy 

 

(Stage 6) It for to の導入  (5 min) 

T：Today's topic is "stay up late." It means to study, watch something, or e-mail late at night.  

What does it mean? 

Ss:夜更かしする  

 T：For me, it is hard to stay up late.  It is not easy for me to stay up late.  

I usually wake up at 4:30 a.m.  I don’t want to stay up late. 

If I stay up late, it will be easy to fall asleep in the daytime.  I want to sleep for 6 hours. 

I need to go to bed before11:00 p.m.  So it’s hard for me to stay up late. 

T：Is it necessary for you to stay up late ?  Or is it hard for you to stay up late ? 

     Or is it important for you to stay up late ? 

T：Hands up, please. It is necessary for me to stay up late. 以下 easy などについて聞く。  

  Explanation (5 min) 

 

(Stage 7) Pair work (5 min)  

語い指導   新出文や語いを使う。既習英語も使い、まとまりのある英語を使ってみる。  

T：Let's talk about "staying up late" in pairs. 

     For example, it is hard for me to stay up late. I usually wake up at 4:30 a.m. 

     I want to sleep for 6 hours. So I need to go to bed before 11:00. 

     板書   I (don’t)  want  to ～ . ／   I (don’t) need to～ . 

T：Please practice by yourselves. (30 sec) 話す前に自分で練習する時間を取る。  

     In pair 1, Sa says first and then Sb  

Ss (Pair works) 

T：We have reporting time. Please report yourselves and your partners to us. 

Practice by yourselves. 自分で練習する時間を取る。  

S1：Reporting：1，2 人称から 3 人称に。e.g. It is hard for him (her) to stay up late, because… 

 

(Stage 8) p.45 の導入   

T：Ichiro and Becky are talking about a plan for tomorrow.   

Listen to CD and answer these questions. 

Q1：What are they going to do tomorrow ?  (They are going to see sumo.) 

Q2：Will it be the first time for Becky to see it ?  (Yes, it will.) 

Listen to CD.→ Check answers with neighbors. → Checking answers 
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(Stage 9) New words & explanation 

語い指導  Phonics の知識の使用。既習英語の活用。辞書指導。  

1.New words (3 min)：単語は生徒に発音させてみる。  

2.意味：英語で英語を理解する。  

invite=ask someone to come somewhere or to do something. e.g. I will invite a friend to 

dinner. 

explain=show or tell what something means.   

e.g. Please explain how to use this P.C. 

辞書指導：語いを広げたり深めたりする。  

invite  語義①招待する、招く、②文型 invite A to do＝A(人)に…するようにさそう  

 

Explanation (5 min) 

語い指導 語いの使い方など  

L5 Thanks for inviting me. 動名詞 or 進行形  ? その理由は？  

L6 not ～much あまり～ない  

L9 sounds like fun. 品詞は? その理由は？  ＊fun が名詞なので、 like をつける。  

 

(Stage 10) Oral reading practice (5 min)  

語い指導  文字を音声化する。声に出すことで定着を図る。  

1.CD listening  2.Choral reading & checking  3.Paced reading   

4. Buzz reading (1 min)  5.Paced reading 

 

Homework：7 steps P.45 and dictation test 復習により定着を図る。  
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夏の語い指導ワークショップ（７） 

 
「教科書本文の辞書指導 Sunshine 3」 

 
世田谷区立三宿中学校  壽 原 友理子  

 

１．はじめに 

 ●辞書指導の目的は？  

  参加者の先生方に３～４人のグループで話し合っていただき、意見交換をした。  

 

 ●生徒の声（３年生９９名、１年生の５月から辞書を使用、授業アンケートより）  

 

そう思う  
だいたい  

そう思う  

あまり  

そう思わな

い  

そう思わな

い  

あなたは辞書を引くのが好きです

か。  

２１人  

（21.2％）

４１人  

（41.4％）

２２人  

（22.2％）  

１５人  

（15.2％）

辞書を引くことは英語の力をつけ

るのに役立つと思いますか。  

４８人  

（48.5％）

３９人  

（39.4％）

７人  

（7.1％）  

５人  

（5.0％）

 

（２番目の質問につづけて）それはどうしてですか。  

 ●肯定派  ＊（ ）内は同様意見の数  

・自分で調べることで、その単語（熟語）が印象に残って覚えられるから（９）  

・何回も引くことで覚えられる（６） →引いたらマーキングさせるとよい。  

・口頭で確認するより辞書を引くという時間をかけた方が覚えやすい →記憶に残りやすい学

習法を。  

・見るだけでも少しは覚えられるから  

・調べた語句に関連した単語も見られるから（４） →同義語、反意語、品詞の変換などが辞

書で確認できる。  

・引いたときに他の語も見て、いろいろな単語とふれ合えるから（６） →目的の語をひくだ

けでなく、「寄り道」「道草」的な引き方が実は効果大。  

・今まで知らなかった意味もついでに理解できる（２）  

・他の使い方や他の意味などもわかるから（３）  

・今まで知らなかった文法での使い方が載っていたりして、引けば引くほど覚えるから  

・例文が辞書に書いてあり、それが覚えられるから（３） →例文は辞書の命。  

・いろいろな英文を読める  

・わからなくなった時にすぐ辞書を引く習慣をつけるとより深く勉強できるから →生徒のニ

ーズによって浅く・深く自学できるのが辞書のよい点の一つ。  

・わからないものをそのままにせずに自分の力で理解できるから（２）  

・辞書の使い方を理解していれば自習の時に役立つから  
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・的確な説明が載っているから。→教師の説明だけだと過不足がある。例文があるから理解し

やすい。  

・ＡＢＣの順番を覚えられる。  

・探すときにスペリングが覚えられるから。→教師には知られていないが、意外な辞書の利用

法。逆にスペリングがあいまいな場合に辞書で正しいつづりを確認できる。  

・動などがわかるから。→品詞の指導に辞書が使える証拠。  

・辞書を見て意味を知ると、思い違いをしていた意味を訂正できるから。  

 

 ●否定派  
・辞書を引いても覚えられないから。（３）  

・教科書のうしろのページに書いてあるから。  

・多くの単語が載っているから。  

・すぐ忘れるから。  

・見てもわからない。  

 

２．授業中の辞書指導 

 ●授業の中で「いつ」「どのタイミングで」辞書を引かせますか？  

  参加者の先生方に３～４人のグループで話し合っていただき、意見交換をした。ウォーム

アップで、本文の内容理解の中で、新出語の導入で、などの意見が出た。  

 

 ●教科書本文の語句を引かせるとしたら・・・？  

どの語を引かせますか？ それはなぜですか？  

 Sunshine 3 の Program 2-1 を使い、参加者の先生方に３～４人のグループで話し合ってい

ただき、意見交換をした。 look,  receive,  more than,  right,  since などが挙げられた。理

由としては、多義語である、例文で使い方の確認をさせる、連語である、などが挙げられた。  

 

３．家庭学習で辞書を使わせるには？ 

 ●スパイラル学習ワークシート（Sunshine はＴＭのセットに入っている！！）  

  ＴＭのセットに入っているものと、壽原が作成したものの２種類を例として配布した。  

 

 ●自分で作ってみませんか？  

  ポイント：(1)語い・文法の復習の内容を中心にする。  

       (2)動詞の活用、代名詞はくり返し載せる。  

       (3)同じ意味・働きをする表現をなるべくたくさん書かせる。  

       (4)類義語や対義語、仲間の語句を書かせる。  

       (5)発展的な内容も少しだけ混ぜる。  

 

  実際に作ってみましょう！  

   実際の教科書本文をもとに、参加者の先生方がグループで意見交換をしながらスパイラ

ルワークシートの作成をした。  
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 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  

夏の語い指導ワークショップ（８） 

 
入門期の辞書指導とアウトプットをめざす語い指導 

 
品川区立荏原第六中学校 岡 﨑 伸 一 

１ はじめに 

 現在少人数習熟度にて指導している７年生（中学１年生）でのパワーポイントで行なった入

門期の辞書指導と９年生（中学３年生）で１学期に行ってきたアウトプットをめざす語い指導

についてワークショップを行った。前半・後半ともに実際に行った活動を体験してもらった。  

 

２ 辞書指導 

 学習指導要領に「辞書の使い方に慣れ、活用できるようにすること。」と明記されている。と

いうことは、きちんとこのことも指導しなければいけないのである。 

 

２－１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）  

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  

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。  

 

２－２ 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右に示した。私の場合、（３）説

明で、辞書指導の場面が多い。それは、授業の流れを止めない

ことを意識し、日本語を使用している時に指導をしているから

である。  

 

２－３ 入門期の辞書指導 

辞書指導はアルファベットの指導後から始めたい。パワーポイントでリズムとテンポよく提

示していく。 

1 初は大文字でどちらが先に辞書に載っているのかを挙手させる。(５枚提示) 

2 小文字でも同様に行う。 

3 辞書の単語はアルファベット順に並んでいることを理解させ、１文字目や２文字目が同じ

場合は２文字目や３文字目を見ることもテンポ良く指導していく。 

4 単語レベルでどちらが先に載っているのかを文字同様にやっていく。 

5 ツメの部分や辞書の見方も指導する。 

6 実際に引かせ、単語、意味、例文などの辞書の引き方を体験させる。 

7 名詞と動詞の品詞も指導していく。 

この後、教科書の２ページ分だが実際に辞書を引かせた語(lovely と-er)を理由と共に提示した。 
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６０秒クイズ  

↓  

Picture Describing 

↓  

Read and Tell (＆内容理解)

↓  

Flash Cards 

↓  

音読  

↓  

Story Telling（復習時）  

３ アウトプットをめざす語い指導 

右の順序で活動を行い、教科書での指導を体験して頂いた。 

1 ６０秒クイズ（ウォームアップ）  

ハンドアウトに英単語と日本語の意味が併記されており、

ペアで片方が日本語を言い、もう片方が英語にして言う活動

である。60 秒で役割を替える。  

 

2  Picture Describing 

Picture Cards を提示し、絵については 小限の情報（名前

や場所など）を伝え、生徒はそれらの絵についてや状況を描

写する。ペアで協力して絵に関してのストーリを作らせ、教

室全体でシェアすることもある。  

 

3  Read and Tell（＆内容理解）  

 ４名１グループになり、ジャンケンで勝った人から時計回りで順番を決める。教室の隅（ま

たは廊下）に貼ってある英文の情報を 1 つだけ選択し、グループに口頭で伝える。他の人達

は、得た情報をハンドアウトにメモをしていく。苦手な生徒は語句のみでも良しとして活動

に参加させるように配慮する。これをリレー方式で行う。他のグループの情報が聞こえてし

まうので、バックグランドノイズとして音楽を流している。この活動を 4 分間行う。  

 ハンドアウトを回収し、リーディングポイントを 1 つ与え、教科書本文の内容理解を行う。

答え合わせをした後、説明を若干する。  

 ワークショップでは、生徒がどのようなメモをしているのかを一例であるが見てもらった。 

 

4  Flash Cards 

新出語句の読み方を確認する。ここでは生徒に読ませ、ミスした際に発音指導をし、全体

と個で確認する。ただのオウム返しではなく、自力で読む生徒を育てたいねらいもある。  

 

5 音読  

音読時にも Flash Cards 時と同様に、生徒から音読をし、モデルを聴いて、生徒自身がモ

デルとの差を感じ、修正して繰り返している。Choral、Paced、Individual Reading をし、自

宅では星読み（５回音読につき１つの星を教科書の該当ページに描く）をさせている。  

 

6 Story Telling（復習時）  

 次の授業時には１回復習音読を各自した後に、story telling をさせる。60 秒クイズの語句

や Picture Describing、教科書の内容を活用していることが生徒の発話から伺える。  

 

４ おわりに 

 ワークショップで体験してもらったものは実践からの紹介であり、各々の参加者の辞書指導

と語い指導の参考になれば幸いである。
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夏の語い指導ワークショップ（９） 

 

リスニング力を伸ばすには…語いを中心に考える 

 
千代田区立九段中等教育学校     石 井  亨 

 
1 リスニング力がない生徒の特徴は？ 

・シャッターを下ろしている ・頭の中で日本語に訳す ・Schema が少ない  

・細部にこだわる ・英語の音声に慣れていない ・英語の速さについていけない  

・英語の情報処理スピードが遅い  

・単語力がない ・発音が身についていない ・Linking を知らない  

・Collocation を知らない ・文法力、語法力がない  

 

2 リスニング力がある生徒の特徴は？ 

＊１の反対  

・頭の中でそのシーンや絵を描ける ・先を予測して聞いている ・情報を取捨選択できる  

 

3 上記１と２から生徒のリスニング力を伸ばすことを考えると… 

(1) 教科書の各 Lesson や Unit の指導で生徒のリスニング力をつけるには？  

・Teacher talk  ・Oral introduction  ・Visual aids の活用 ・発音指導 ・語いと Collocation 

・Linking 指導  ・音読指導(速音読、Overlapping, shadowing, Repeating,) ・語いの復習  

 

(2) 教科書のリスニングに特化したページで生徒のリスニング力をつけるには？  

①Listening strategies を事前に指導する。 

   ア 絵などを見て聞こえてくる英語を予想する。→  fast learners と slow learners の差を

埋める。 

   イ 問題文や選択肢からヒントを探す。→  fast learners と slow learners の差を埋める。 

    ウ 予想する。話の先を予想しながら、聞く意識を持たせる。 

エ わかる単語から会話の内容をつかむ。知らない単語があっても気にしない意識を持

たせる。 

    オ 会話の状況をイメージさせる。→  誰と誰が、いつ、どこで、何のために、など。 

    カ Key word に気をつける。 

      ・繰り返しが多い語。・Stressed words  

・文頭の語 Wh- question,Do,Did,Can, Is～? など 

      ・会話以外の音(効果音も)にも注意する。 

        (例)車の行き交う音が聞こえたら、道での会話で、道案内ではないか、と想像する。 

    キ 聞きながらメモする方法を指導する。 

    ・省略してメモ。「Ted」という名前をメモするなら、「T」だけ。  

      ・カタカナでメモ。「Australia」とメモせず、「オー」など。・絵や文にメモや矢印。  

      ・Mapping の方法で、メモを関連づける。 
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②Training＝Remedy work（リスニング後に script で指導） 

＊語い指導 

      ・Vocabulary (意味と発音) ・Sense group (意味のまとまり) ・Linking(音変化)  

     ＊音読指導 

      ・Paced reading (モデルと同時に) ・Shadowing (モデルに少し遅れて) 

・Repeating (止められた語句または１文を言う) 

 

(3) 宿題や課題、家庭学習をどうするか？  →  ・7 Steps 

 

＊参考図書  

シャドーイングと音読の科学   門田  修平著   2007 年  コスモピア出版 

         英語リスニング・クリニック(CD 付) 篠田  顕子他 研究社  

         英語リスニング論 聞く力と指導を科学する   武井  昭江  編著  桐原書店 

         First Steps in Listening  Michael Rost & Kumai Nobuhiro  LINGUAL HOUSE 

         Strategies in Listening  Michael Rost  LINGUAL HOUSE  

         Listening  Anderson, A. & T.Lynch. OXFORD  

         Teaching Listening  Mary Underwood  LONGMAN  
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６ 夏の語い指導ワークショップ参加者の声 

  
７月３０日（月）世田谷区立三宿中学校 

関口 智教諭によるワークショップ 

・基本を大切にし、入門期を大切に指導することの大切さを教わりました。アルファベット

のフォニックスを丁寧に指導していきたいと思います。  

・辞書指導を単独な活動にせず、フォニックスとからめたり、Warm-up として取り入れたり

することもできるとわかり、２学期から実践できればと思います。  

・辞書は必然性を持って引くから効果があるんだと思いました。必要な場面の中で調べ、そ

こからまわりの語や関連した語をどんどん引き出していくことで生徒は自ら学ぶことがで

きるんだと感じました。  

・辞書指導をするにあたり、意義や時期などを学べました。どのような辞書を使ったらよい

か明確な答えがでなかったのですが、今日お話をうかがい中学生用のものをすすめようと

思いました。  

・辞書指導のためのリストがとても参考になりました。辞書で調べたい語句のねらいが明確

で、これから活用させてもらいたいです。２学期は、全員に辞書をそろえさせたい。ダジ

ャレもよかったです。  

・継続的に辞書を授業内でひかせる重要性と効果を考えると授業のわずかな時間を有効的に

使えると思いました。関口先生の授業風景 (フォニクスの部分 )を見て、１学期に不十分で

あった補てんとして、２学期にまた毎回フォニックスを意識してみようと思いました。勉

強になりました。  

 

太田恵理子教諭によるワークショップ 

・生徒の気分になるくらい、活動的な講義で楽しむことができました。生徒にも太田先生が

言っていたように、段階を踏んで活動的な英語学習を提供していきたいと感じました。辞

書早引きやリレーなどすぐにでも実践できる活動を取り入れていきたいです。  

・辞書リレーやってみます。先生の「オーラで負けてはいけない、気が抜けない」という所

にとても共感しました。子供の現状に合わせて、こちら側のネタを準備していくという過

程も共感しました。自立した学習者の育成は全教科を通じて共通の目標だと思います。で

も、「自立」させるためには多角的に支援しなければならないと痛感しました。  

・授業の楽しさの条件で、「わかる、できる」「雰囲気が楽しい」というところで基本に戻り

ました。中１を教えていますが、ペアワークやゲームなどを考えていましたが、発話の必

然性を考えると、ゲームのための発話になっていると反省しているところです。ゲームな

どにこだわらず、「わかる」楽しさを追求して指導したいと改めて思いました。  

・とても勉強になることばかりでした。辞書ひきリレーはすぐに実践できるので、2 学期や

ってみます。それから、どんな生徒に育てたい？もう一度考え直してやっていこうと思い

ました。来てよかったと心から思えました。  

・ 初はサイコロとワークシートを使って会話をしました。何もなくただ会話するよりは題

目があった方がやりやすい。辞書ひきリレーでは、題目を与えられて語彙を増やすのは楽

しいなと思いました。授業が楽しい条件は生徒の状況に応じて教員のテンションを変えな
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ければいけないと知りました。担当した生徒のゴールを考えることは、自立した学習者を

育成するとともに、教員も常に学習していかなければならないと感じました。  

 

北原 延晃教諭によるワークショップ 

・先生の１つ１つの言葉に元気になりました。正直、自分はこの仕事を続けていけるのか不

安に思っていましたが、活力がわきました。  

・教師の知識量＝生徒の英語力とすると、もっと修業が必要だと思った。常日頃は、この文

法項目をどうストンと落とすかという事しか考えていないので、今回の講義はとてもため

になりました。これからも北研の活動はフォローしていきたいと思います。  

・教師の語い力次第で、生徒から引き出すものに差が出てしまうことを痛感しました。また、

生徒に挑戦させて「やれる」「できた」ことへの達成感を味わってもらうことの大切さを知

りました。一方的に教えこむというのではなく、生徒の力を信じてどんどんチャレンジさ

せてあげたいです。そのために、自分が向上しなければいけないと思います。  

・英語教育にとどまらず一人の教師としてのあり方、子どもに対する視線、向き合う姿勢な

どあらためて考えることができました。子どもの立場、気持ちにたった授業づくり、プロ

の教師としての責任など自分では意識しているつもりでもこうやってあらためて見直して

みると自分の甘かった部分があったと痛感しています。色々と示唆をいただきありがとう

ございました。  

 

８月７日（木）千代田区立九段中等教育学校 

前田 宏美教諭によるワークショップ 

・他の先生方と意見交換をする時間がたくさん持ててよかったです。Oral Introduction をした

後の流れでの具体的な辞書の引かせ方（例）もわかって大変参考になりました。  

・教科書の内容指導の中で、辞書を引いてほしい、意味を覚えておいてほしい内容がはっき

り分かって良かった。また、辞書指導をするタイミングも大切であることが分かった。し

かし、教師の思うタイミングと生徒が分かりやすいと考えているタイミングに違いがある

ことが分かった。  

・「知恵を使って豊かな人生を」という言葉の通り、「辞書を使える」ということは、大きな

進歩につながっていると思う。入門期に必ず導入したいと思いました。  

・実践の様子（辞書の使い方）を体験でき、今後の自分の授業で参考にしようと思いました。

生徒の実態に合わせ、前田先生が辞書の使い方を変えたり、アンケートを適宜とったりし

ているというのを聞いて、自分も相手（生徒）のことをよく知らなければ、彼らに合った

指導はできないな、と思いました。  

・グループでお互いの考えを交換できる時間が多く、多くのアイディアをもらいました。授

業の中で、流れをくずさないように辞書を取り入れる方法を考えてみたくなりました。  

・前田先生の講義を受け、辞書指導の大切さに気付かされました。前田先生の辞書指導で、

「３年生だったら１０秒で引く！」とおっしゃっていたのを聞いて、びっくりしました。

私の学校で、毎時間、辞書を引いている１年生が２０秒で単語を見つけて、私は若干満足

していました。このことを生徒たちに伝えて、「１０秒以内で引けたら３年生レベルだ！」

と発破をかけて指導したいと思います。辞書指導のタイミングできちんと目的を持って、

辞書を導入しようと思います。  



-80- 

上尾栄美子教諭によるワークショップ 

・辞書引きのウォームアップは、カードを使い、リズムよく声を出して辞書を引くのが楽し

いと思いました。辞書引きレースはグループで行うことで、自分の責任感をもってやらな

ければいけないと思ったことと、グループの皆さんと共有できたことで辞書を引くことが

楽しめると思いました。どの語を辞書で引くのか、Supplement を見ながらグループで話し

合ったことで、どういう理由で引くのか考えさせられました。また、家庭学習をすること

は難しいと思っていたので参考になりました。  

・昨年も先生のワークショップに参加して、今年から一年生の辞書活動をスタートすること

ができました。辞書引き競争もネットにでていた国語の辞書を引く競争を参考にし、自分

なりにアレンジして授業でやっていますが、先生の具体的なやり方がとても参考になり、

夏休み明けの授業に取り入れてみようと思います。いつもこのワークショップで、また自

分も頑張らないと、と元気をもらいます。  

・「授業で引く語」と「宿題（家庭学習）で引く語」に分けて教えるという考えで教えていく

と、授業に何を入れようかというふうに考えられて、生徒主体の授業内容を考えられるな

ぁと思いました。全部を限られた授業時間で教えようとすると、どうしても教員の話す時

間が多くなってしまうので、これから、supplement のプリントなど、参考にしようと思い

ました。  

・とても勉強になりました。私も New Horizon で一学年の生徒を教えているので、すごく参

考になりました。‘every’と‘everyone’を関連づけて教えることに感動し、また自分の教材研

究の足りなさを痛感しました。個人の辞書早引きは行っているので、２学期からは班対抗

の早引きをやってみたいと思います。English Supplement も真似して取り入れようと思います。 

・実際に授業をやって頂いたので、とても分かりやすかったです。辞書リレーの班対抗は大

人でも盛り上がってビックリしました。もし、来年１年生だったら、やってみたいと思う

活動でした。  

・オーラルイントロダクションのあと、ＣＤを聞かせる時に、何かリスニングポイントを与

えなければ…と、いつも思うのですが、今日のように every Sunday を言わないイントロダ

クションをするのも面白いと思いました。その後、every, everyone を辞書でも確認するこ

とで、every という単語が生徒にも定着しやすいと思いました。覚えてほしい単語は何度か

触れさせることが大切だと改めて感じました。  

 

石井 亨教諭によるワークショップ 

・「教えすぎない、考えさせる、生徒から引き出す、生徒を観とる」の精神をもとに様々な工

夫をされているところが良かったので、授業でいくつか取り入れてみたい。  

・授業全体の流れと、その中でどのように語い指導を取り入れられているかが具体的にわか

りました。特に、Unit 終了後にもう一度新出単語を練習するなど、継続的に語い指導を取

り入れることが大切だと改めて思いました。  

・友達同士での pair work が充実していた。Reporting でも話す練習の時間を与えるなど、考

えを整理する時間を確保していて、生徒も落ち着いて話すことができるんだと思った。  

・実際の様子を見せてもらい、とてもわかりやすかったです。これをすると、こうなるとい

う効果が伴ったお話で、説得力がありました。すべての活動には教員の考える意図・目的
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があるというのがよくわかりました。少しでも生徒たちが授業の中で学ぶことがあるよう

に、そして、緊張感をもって臨めるように教員が teacher talk まで考えて、授業を準備して

いるのがよくわかり、今後の参考にさせてもらおうと思います。  

・生徒の力を引き出す授業について勉強させていただきました。やらせてみると意外とでき

る、できなかったら、そのミスを生かして学びにつなげるというのを自分も意識してやっ

ていきたいと思いました。  

・Oral introduction, Pair work, Reporting など Oral の活動が多く使われているのが印象的だっ

た。生徒に書く力がないので、書く活動を取り入れていたが、実は書くことは家でも一人

でもできるので、せっかくの授業という場面で生徒同士から学び合うことが大切なのだと

気付かされた。  

 

 ８月２３日（金）品川区立荏原第六中学校 

壽原 友里子教諭によるワークショップ 

・今まで語い指導をないがしろにしていました。ほとんど教科書のうしろを見て意味を書き

込むという形をとっていましたが、スパイラルワークシートなどで既習事項の復習もしっ

かりできるなと思いました。明日から作ってみます！ありがとうございました。  

・スパイラルワークシートを作ろうかな・・・と悩んでいて今日来たので、とびあがるほど

嬉しく思いました。ありがとうございます。作るのが大変だと思っていたのですが、やは

り生徒への効果的な定着が図れると思いましたので、がんばって作ろうと思います。いろ

んな方のお話を聞く中で、一人で悩んでいた事も解消され、本当に今日来てよかったです。

辞書を授業で使わせたくなりました。  

・今日はありがとうございました。今まで辞書指導の仕方が全く分からず、引き方しか指導

していませんでした。しかし、今日のワークショップに参加して、教科書指導の中での辞

書の使い方がよくわかりました。実際に授業の中で辞書指導を取り入れてみようと思いま

した！またスパイラルワークシートを家庭学習で取り入れてみたいと思いました。実際に

スパイラルワークシートを作成する時間を取り入れて下さり、作り方の具体的なイメージ

を持つことができました。ありがとうございました。  

 

岡崎 伸一教諭によるワークショップ 

 ・岡崎先生の問いかけが面白く、また、授業の様子も聞かせていただいて楽しいワークショ

ップでした。ベネッセの教材を電子黒板で写したものが一番楽しめました。一斉授業で岡

崎先生が今日されたようにできるとよいと思いました。６０秒 Quiz や story telling も生徒

同士で活動できるので参考にしたいです。  

 ・パワーポイントによるテンポの良いアルファベット指導が参考になりました。アウトプッ

トを目指す語い指導では新しいアイディアを学びました。ピクチャーディスクライビング

や Read and Tell では４技能統合型で面白いと感じました。  

 ・岡崎先生の楽しい character が楽しい授業を創造しているのだろうなと感じました。Benesse

の CD Rom による辞書の引き方も参考になりました。６０秒クイズも参考になった。授業

の進め方を例示していただいて参考になりました。何より岡崎先生がおもしろかった。  
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 ・１年生のうちから辞書指導することが、小学校では文字指導がほとんどないので、中学校

への文字を学ぶ橋渡しになると思いました。６０秒クイズをやろうと思いました。Picture 

describing, read and tell の活動は、はじめて知りました。２～３年生に有効な活動で、自分

の生徒は楽しんでやるような感じがしたので、一度やってみたいと思いました。本当にあ

りがとうございました。  
 ・パワーポイントを使った辞書指導の実践例がとてもスピーディーで内容も面白く、参考に

なりました。自分でも手に入れて活用したいと思います。また、「アウトプットを目指す

語い指導」では、教科書本文のインプットからアウトプットまでを行うグループワークを

実際に体験できたので、今後の指導に生かしていきたいと思いました。  

 ・岡崎先生くらいトークスキルがあればなーなんて思って、授業もああやって楽しいんだろ

うなと思いました。同じ３年生を教えていて、教科書の使い方がとてもコミュニカティブ

だなと思いました。私の学校では、Picture Describing できるのかな？と思いながら挑戦し

てみたいです。６０秒クイズも緊張感があって覚えられるなと実感しました。たくさんの

アイディアをありがとうございました。  

 ・後半のアウトプットを目指す語い指導では、６０秒クイズから Story Telling までの流れを

体験することができて、とても楽しく役立ちそうな指導法を学ぶことができました。本当

にありがとうございます。生徒は教科書本文を１～２時間程度授業で取り扱うだけでは、

あまり記憶に残らない・・・ということを痛感していましたので、さっそく学校に持ち帰

り、どうすればよいか考えていこうと思います。  

 

石井 亨教諭によるワークショップ 

・リスニングが下手な生徒と得意な生徒をグループで考えることで、今まで自分の授業がい

かに安易にやっていたのかと反省しました。生徒が下手としていることを分析していくこ

とが、教師の授業力向上につながるのだと思いました。  

・リスニング指導といえば歌や Dictation、音読、shadowing などで、variation がありません

でした。教材を来年は有効活用したいと思います。夏に８月号をみんなでやるなんていう

のもすてきな idea だと思いました。  

・リスニングは小さな工夫をするだけで生徒の意欲を向上させることができるとわかりまし

た。答えの予想や、聞こえてきそうな言葉の予想はぜひ今後やってみたいと思います。リ

スニング指導にも様々な観点があり、生徒の間違いの原因もいろいろあると思うので、子

どものミスをもう少し気をつけて見てみたいと思いました。  

・リスニングの指導の仕方が今までよくわからなかったが、予測のさせ方、メモの取り方な

ど、どのように指導していけばよいかがわかりました。今まで自分の授業でのリスニング

活動は、リスニングテストと同じだったので、二学期からは生徒のリスニング力を向上さ

せるような指導をしていきたいです。本日はありがとうございました。  

・リスニングにも、語い指導を工夫することで力を伸ばすことができるのだなと思える内容

でした。イメージさせる（絵）ことを行う活動を、早速やってみたいと思います。  
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７ 研究部のホームページについて 

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

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

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

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

活用していただきたく、ダウンロードの方法をお知らせします。 

 

〈「教科書語いデータ」ダウンロードの方法〉 

①研究部のホームページにアクセスしてください。 

 研究部ホームページ URL→http://www.eigo.org/kenkyu 

②トップページ左側のリストから「教科書使用語いダウンロード」をクリックし、表示された

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

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

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

でご注意ください。登録はデータの権利保護上の措置で、この情報が他の目的で使われること

はありません。 

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

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

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

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

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

一度登録されたアドレスは受け付けません。別のアドレス（不備の場合は正しいアドレス）で

登録し直していただくか、直接メールでお問い合わせください。 

 その他、パスワードの管理や扱いについては登録者にお送りする案内メールの注意事項をよ

く読んでください。 

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

 

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

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

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

のリンクを設けてありますので、ご利用ください 

【お願い】 

 ここでご案内している語いのデータは全て、教科書出版社からの許諾を文書により得ていま

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

活用ください。またパスワードに関しては利用者の責任で管理願います。 

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

e-mail アドレス  goi@eigo.org 
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Ⅴ 今後の課題 

 

 今年度は、継続してきた辞書指導の効果検証をまとめることができた。５月と１０月に中学

３年生を対象に語いテストを行い、分析をおこなった。また、昨年度と同様に、日常的に授業

内で辞書を引かせ、効果のあった辞書指導の実践例を教科書別・学年別にまとめた。各校で参

考にしていただきたい。  

 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研究のさらなる継続  

②  辞書指導の効果検証のための語いテスト選定または作成  

③  授業中の辞書指導においての具体的な指導場面・指導手順の研究継続  

④  和英辞典を使った辞書指導場面の収集  
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Ⅶ 編集後記 

 

 全英連東京大会が昨年１１月１６～１７日に行われました。１日目の小学校、中学校、高等

学校の授業実演と２日目の分科会、ワークショップはどこもたくさんの参加者で埋め尽くされ

ていました。全国からの参加者には若い先生方も多かったです。運営面でも発表者の顔ぶれで

も世代の交代が行われようとしていた東京大会でした。私が公開授業をした頃の全英連は１年

おきに東京大会が回ってきました。それが３年に１度になり、今ではさらに間隔が空いて、次

回の東京大会は７年後です。ちょうど東京オリンピックの年になります。時期的に言ってオリ

ンピックの興奮が冷めやらぬ中、行われるのではないでしょうか。また、その時に東京を代表

して公開授業をしたり、分科会で発表するのはどんな先生方なのでしょう。今日、この会場に

いらっしゃる方々の中からも選ばれる人が必ずいると思います。７年後の自分を描きつつ、指

導力をつけていきたいものです。 

 また１１月下旬には東京都教育委員会が経験３年目のすべての中高英語教員を３ヶ月間英語

圏の大学に短期留学させるという報道がありました。英語教育の発展のためにはたいへん喜ば

しいニュースです。来年度に３年目を迎える方はもちろん、現在新採２，１年目の方はその時

までに日本でできる研修をたくさん受けたり、すぐれた授業を参観するなどして授業力アップ

に力を入れていただきたいと思います。 

  さて、新教育課程が始まって２年目が終わろうとしています。「使い方がわからない」「単

語数が多い」など昨年度に見られた混乱も教科書に慣れたせいか、今年度はあまり見聞きしま

せん。しかし、それは授業がうまくいっていることの証なのでしょうか。言語の基礎である語

い指導には辞書指導も含めてどれくらいの時間と熱意が注がれているのでしょうか。先生の解

説による教科書本文の内容理解にかける時間と語い指導にかける時間の比率はどうなのでしょ

うか。生徒は自立して歩き始めているのでしょうか。 

  今年度、研究部では昨年度に続き副題を「効果の検証(2)」としました。大きくわけて２つの

柱から構成されています。１つは語いテストによる効果の検証です。そしてもう１つは教科書

ごとに年間で辞書指導をした語と指導内容や生徒の反応を掲載しました。現在の教科書は平成

２７年度まで使われます。ぜひみなさんの学校でも研究部の研究成果を参考にしていただきた

いと思います。 

 後になりましたが、これまでご指導・ご助言をいただいた講師の先生方、都中英研会長、

ＯＢの先生方に心より感謝申し上げます。                                

 

平成２６年２月２４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） 

渓内  明（千代田区立九段中等教育学校） 大矢 由季（練馬区立豊渓中学校）          

横山 牧子（世田谷区立奥沢中学校）     岡﨑 伸一（品川区立荏原第六中学校）  

上尾栄美子（江戸川区立篠崎第二中学校）  太田恵理子（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）  

壽原友理子（世田谷区立三宿中学校）       伊地知義信（豊島区立西池袋中学校）  

福田真希子（葛飾区立水元中学校）        大竹 順子（八王子市立松木中学校）  
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《研究部のホームページ http: // www.eigo.org / kenkyu》  
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