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Ⅰ あいさつ 

社会の期待に応える英語教育を 

東京都中学校英語教育研究会 
会 長  重 松  靖 
（国分寺市立第二中学校長）  

平成 25 年 12 月、文部科学省は「グロ－バル化に対応した英語教育改革実施計画」を発表し

ました。さらに、具体化のための有識者会議を 9 回にわたって開催し、9 月にその内容を

「５つの提言」としてまとめました。「国が示す教育目標・内容の改善」として中学校では

「身近な話題について理解したり、表現したりすることができる能力を養う。文法訳読中心で

はなく、互いの考えや気持ちを英語で伝え合うコミュニケーション能力の育成を重視する。」と

あります。グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上は日本の将来にとって

極めて重要なことであり、英語教育改革を社会全体が求めていると言えます。  

大学入試のため、日本人は難解な語彙の知識はあるものの平易な語彙の運用力にも劣ると言

われてきました。以前、生徒に「先生、『入る』って英語でどう言うの？」と聞かれたことがあ

ります。理由を聞くと、「ぼくは野球部に入っています」と書きたいとのことです。「だったら

『ぼくは野球部という組織・集団の中にいる』ということだから、I am in the baseball club. で

いいんだよ」と言うと、「なあんだ」という顔をしていました。  

多くの日本人は、日本語の文をそのまま単語レベルで英語に直し、英文にしようとします。

しかし、コミュニケーションで大切なことは、相手に伝えたい内容は何か、その内容を伝える

ためにはどのような語彙・文を使えば一番効率的かを判断し、話したり、書いたりすることで

す。身近な話題について、表現することができる 低限の語彙の知識と、それらの運用方法を

自然に習得していくことが必要なのです。そのためには、英語をシャワーのように浴び、たく

さんの表現に触れ、教師や生徒同士とのインタラクションを通しながら、語彙の運用力を身に

つけることが必要です。  

都中英研研究部は、語彙の研究を 30 年以上継続して行ってきました。Teacher Talk の研究

では生徒にたくさんの英語を聞かせ、さまざまな表現に触れさせる研究をしてきました。

さらに、英語に触れるだけでなく、生徒の表現力向上のための Student Talk の研究も行い、

平成 17 年度には、「日本の中学生に必要な発表語彙 635 語」を策定しました。まさに、現在の

英語教育に求められていることを先進的に取り組んできたと言えるものです。  

今年度は、昨年度までの「辞書指導」についての研究に続き、「語彙サイズを広げる」ことを

テーマに研究してきました。語彙の数を広げることだけなく、語彙の運用力をさらに広げる研

究が始まったと言えます。部員一人一人が授業実践を通して効果的な指導について研究し、議

論を深めています。東京都は 2020 年東京オリンピック開催を見据え、英語科の少人数・習熟度

別指導を推進し、英語でコミュニケーションできる生徒の育成を 優先課題の一つにあげてい

ます。本研究の成果を多くの先生方と共有しながら、東京都だけでなく日本の英語教育に貢献

できれば、と思っております。  

後になりましたが、北原延晃研究部長を中心に、部員の先生方のこれまでの努力に対して、

心からの敬意と感謝の念を伝え、挨拶といたします。  
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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）  

 

2014 (平成 26) 年度 「語いと英語教育(38)」 

語いサイズを広げる指導の工夫  (1) 

                    研究授業者  ：北原 延晃（港区立赤坂中学校）  

                   : Joel Bhana (N.Z.) 

                    指  導  講  師：中嶋 洋一（関西外国語大学）  



 
 

- 10 -

Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし  

 

平成２２年度から４年間に渡って継続研究した「辞書指導」 終年として、効果の検証をテ

ーマに掲げ、日頃の辞書指導についての効果を検証した。 

 「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」という仮説のもと、「全英連語彙サイズテスト」を５月と１０月に実施した。 ３６校

３７００人の生徒のデータを集め、１１月に結果を分析し生徒の語い力の伸びを検証した。毎

月の部会では辞書指導を中心にした部員の授業研究、教科書別の辞書指導事例研究を行い、辞

書指導事例集をまとめた。 

 「夏休み語い指導ワークショップ」では、部員が授業や家庭学習における語い指導実践例を

発表した。 

 平成２６年２月２４日には、千代田区立九段中等教育学校において、本多敏幸指導教諭に

よる研究部公開授業、研究発表会を実施した。研究協議会では、４名の先生方がパネルディス

カッション形式で、これまでの英語教育の変遷や今後の英語教育が目指すべき方向について提

言した。 

 

Ⅳ 今年度の研究 

 

 研究テーマ：生徒の語いサイズを広げる指導の工夫（１）  

 

１ 研究の概要 

平成１３年度から平成２１年度の９年間に渡り研究した語い指導と、平成２２年度から  

２５年度の４年間に渡り研究した辞書指導を基に、授業の各指導場面においてどのように

生徒の語いサイズを広げることができるのかを研究した。９月には語いを専門に研究され

ている先生を講師としてお招きし、研究内容に関する講演をいただき 新の研究内容につ

いて知見を広めた。  

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。研究部員による語い指導

の実践発表を行い、３回で延べ１６０名が参加した。  

今年度の研究活動の内容については、以下のとおりである。  

 

第１回部会：４月２１日 （港区立赤坂中学校） 

・ 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  

・ 平成２６年度の研究部の組織づくり  

 研究部担当の中英研副会長：北原 延晃  

 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、渓内、金子、福田、江濵、島田、水嶋、日座  

 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、中川、岡﨑、伊地知、柴田、坪田、壽原、本田、高杉、大竹  
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 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、前田、北原（記録）、岡田（出張依頼）、上尾（会計）  

・ 平成２６年度の研究テーマの決定：生徒の語いサイズを広げる指導の工夫（１）に決定  

第２回部会：５月２０日 （港区立赤坂中学校） 

・ 語い指導の実践報告：関口副部長、北原部長  

・ 今年度の研究方針、研究方法の内容等を確認  

・ 「夏休み語い指導ワークショップ」計画：３日間の日程・講師・会場を検討  

・ 研究発表会の公開授業者と助言者を決定  

第３回部会：６月２６日 （港区立赤坂中学校） 

・ 語い指導の実践報告：石井副部長、渓内  

・ 「夏休み語い指導ワークショップ」計画：実施計画、担当講師を確認  

・ 研究発表会の公開授業者と助言者を確認  

第４回部会：７月１４日 （港区立赤坂中学校）  

・ 研究内容報告：江濵  

・ 語い指導の実践報告：原田副部長  

・ 語い研究に関する講演について  

・ 「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、当日使用する資料の確認  

夏休み語い指導ワークショップ「語いサイズをひろげる指導の工夫」  

  第１日目：８月１日  （世田谷区立三宿中学校）  

    発表者：伊地知「語彙サイズを広げる帯学習の工夫の一例」  

        福 田「語い指導としての Picture Describing の実践」  

        上 尾「授業で生徒が学びあう－語い指導・辞書指導」  

  第２日目：８月５日  （千代田区立九段中等教育学校）  

    発表者：壽 原「中学１年の辞書指導・語い指導」  

        渓 内「Oral introduction + Explanation と語い指導」（TOTAL English 2） 

        石 井「中学校３年  Reproduction + Paraphrasing + Describing」  

  第３日目：８月１９日  （品川区立荏原第六中学校）  

    発表者：岡﨑「中１ギャップ解消を目指すリタラシー指導の語い指導」  

        関口「中学２年生に教科書の語いを定着させ、さらに語い力を  

伸ばすための工夫」  

        北原「語いサイズ平均２９００語の学年の語い指導」  

第５回部会：９月８日 （港区立赤坂中学校） 

・ 「夏の語い指導ワークショップ」の反省  

・ 語い研究に関する講演：麗澤大学教授 望月 正道氏  

第６回部会：１０月７日 （港区立赤坂中学校） 

・ 語い指導の実践報告：壽原  

・ 平成２６年度 研究冊子についての検討  

第７回部会：１１月１７日  （港区立赤坂中学校） 

・ 平成２６年度 研究冊子についての検討  
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第８回部会：１２月９日  （港区立赤坂中学校） 

・ 平成２６年度 研究冊子についての検討  

第９回部会：1 月  （港区立赤坂中学校） 

・ 研究発表会の役割分担  

・ 指導案検討  

・ 研究冊子校正  

公開授業・研究発表会： 

  「研究部公開授業・研究発表会」  

・ 研究発表：「語いと英語教育（３８）」－生徒の語いサイズを広げる指導の工夫（１）  

・ 公開授業  

授  業  者：北原 延晃（港区立赤坂中学校）  

: Joel Bhana (N.Z.) 

     指導講師：中嶋 洋一（関西外国語大学）  

第１０回部会：３月 （港区立赤坂中学校） 

・ 今年度の反省  

・ 来年度の研究内容検討  
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２ 今年度の研究の流れ  

今年度の研究は、「語いサイズを広げる指導の工夫」をテーマにした。普段の授業において、

どのような場面で、どのような指導や活動をすることが、生徒の「語いサイズ」を広げるため

に有効であるかについて研究を行った。 

毎月の部会で部員２名が、生徒の「語いサイズ」を広げるために有効な実践を発表し合った。

その実践について、他の部員が「優れていると思った点」、「改善すべきと思った点」「自分が追

試したいと思った点」について意見をまとめ、より良い指導について検討した。各回の発表者

は以下のとおりである。 

 発表者 発表内容 

関口 智 「中学２年の効果的な語い指導実践例」 ５月部会 

北原 延晃 「じゃれマガ」「Spiral Worksheet」など Reading 教材を扱った語

い指導実践 

「フォニックスを使った音声から文字を書かせる指導」 

「カテゴリー別単語書き」 

「生徒のデータ活用について」 

石井 亨 「Picture Describing を通した語い指導」 ６月部会 

渓内 明 「教科書本文の Explanation と単元終了後（課末）の指導」 

原田 博子 「教科書指導を中心にした実践報告」 ７月部会 

江濵 悦子 「イギリスで学んだこと」 

・TESOL で学んだこと   

・これから授業で実践してみたいこと 

１０月部会 壽原 友理子 「中学１年の辞書指導」 

「ペアワーク」 

「Oral Introduction」 

夏季休業中には、「語いサイズを広げる指導の工夫」をテーマとしたワークショップを３回開

催し、実践例を発表した。 

９月には、麗澤大学の望月正道教授による、「語彙知識測定による英語力の推定」がテーマの

講演会を開催し、 新の語い研究の現状について学び、理解を深めた。 
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３ 具体的な研究内容 

 1 部員の効果的な語い指導のシェアと共通実践 

  (1) ５月部会での実践報告① （関口 智） 

中学２年の効果的な語い指導実践例 

１ Bingo 

  やり方 

   ヒントを与えて生徒に当てさせる。 

①定義から連想させる。(animal, black and white→panda) 

②対義語から連想させる。(not soft→hard) 

③コロケーションから連想させる。(I … up at six this morning.→got) 

④意味の流れから連想させる。(coffee is…→bitter) 

  効果  

①英語のまま日本語を介さないで認識できるようになる。  

②英単語がネットワーク化され、語いサイズが広がっていく。 

③リスニングの力がつく。  

④既習の語いを聞きながら連想していくので、単語の知識が活性化される。 

 

２ 教科書の語い(was, were)を活用し定着させるとともに、感想を述べるための形容詞の  

語いサイズを広げる工夫  
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３ 教科書で入国審査の語いを活用し定着させるとともに、滞在目的を言うための  

語いサイズを広げる工夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 教科書のページで一回しか登場しないターゲットの“call”を活用し定着させるとともに、 

自(他）己紹介に必要な語いサイズを広げる工夫  
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研究部員による感想 

１ 発表について優れていると思った点 

・入国審査のペアワークは、必要な語彙やフレーズの定着はもちろんですが、相手と内容を変えて

行うことで真剣に取り組むことができるなと感じました。また、自己評価を示してあげている点

もさすがだと思います。 

・インタビュー活動でかなり長い対話をさせているのがすごいと思いました。また、聞きとらせる

内容（情報）も１つではなく３～４項目あるのがよかったです。 

・Word definition を使ったところ 

・頭フル活動！ 生徒役になった教師でさえも、先生の言う定義の文の理解のためにかなりの集

中力を要した。①定義の文を聞き、理解する、②該当の語を発話する、③語をチェックする、

という異なる技能を駆使する活動内容なので、特に fast learners にとっては、実力アップのよ

いトレーニングになると思う。slow learners にとっては、発話に至るまで、時間がかかると

思うが、fast learners の言った単語を聞き、語をチェックすることは、 低限できると思うの

で、（slow learners がおいてきぼりにならず）ひとつの実践で、習熟度に応じた学習ができ

る点がすごいなと感じた。いずれにしても、関口先生がおっしゃるように、一回で生徒達が

すぐにできるようになる内容ではなく、日々の積み重ねの中でこそ生きてくる活動だと思っ

た。 

・ビンゴの活動をヒントを与えることによって行う（準備する）ことで、教師の英語力が上が

ると思います。教師が生徒の語いを増やすためには、ビンゴに出てくる語を含む英文やコロ

ケーション、対義語、類義語などを事前準備することが必要だと感じた。まずは教師の英語

力を上げるという点で優れていると感じました。ただ、帯活動で行う場合どのくらい時間を

かけて行うか、知りたいと思いました。授業の冒頭で行うビンゴの活動はウォームアップと

して短時間でさっと済ませようとしがちですが、このように丁寧にあつかうことで語いサイ

ズを広げていくというやり方が新鮮でした。 

・ビンゴの読み上げ方にバリエーションがあることは知っていましたが、①定義から連想させ

る、②対義語から連想させる、③コロケーションから連想させる、④意味の流れから連想さ

せる、というのはとても新鮮でした。①はＮＨＫの「パックン英検」のようにクイズ形式に

なって楽しめるなと感じました。②は形容詞を指導する場面で活用できると思いました。

③もただ読み上げるよりずっと有効だと感じました。④は実演して頂きましたが、頭を使う

ので fast learners は意欲的に取り組めると思いました。今まで知っていたバリエーションは、

教師が日本語を言って生徒に英語を言わせるもの、教師がその単語を含む文を言うものの２

つでした。浜島書店のビンゴブックは同じ単語群を４回繰り返すので、生徒の習熟度に合わ

せて、読み上げ方を変えればいいのだなと勉強になりました。教師の英語力保持のためにも、

こういったところで工夫していきたいと思いました。 

・感想を述べるための形容詞に関しては was/were を使用するのには良い活動だと思う。他己紹

介は、生徒同士のインタラクションを促すための良いゴールだと思う。 

・確かにその場で言っていると教師の英語力の保持につながる 

・ビンゴで定義や意味の流れから連想させることは，教員の立場から言えば英語力がつく、生

徒の立場から言えば語い力がつくと考えます。関口先生が以前の研究部の公開授業でされて

いたのを参考に自分も何度かしたことがありました。長先生が「ビンゴはあくまでウォーム



 
 

- 17 -

アップ」と言われていたことが耳から離れず、結局、今も単語を素早く読み上げるだけで終

わっています。Be 動詞の定着のためのペアワークのように新出文法を導入したり，定着させ

るために自分もよくペアで取り組ませます。 

・『Let's Enjoy BINGO』では４回同じ語を扱うというシステムにバリエーションを持たせられ

る。 

単語のコロケーションに意識が向く。例文や定義を通して、既習事項の復習ができる。 

・Teacher talk により、collocation が身につきやすい。 

・ビンゴという１つの活動の中で、学力差のある生徒がそれぞれ活躍できる点。実際に体験し

てみて、先生が発する言葉からたくさんの語を連想することになり、それ自体も良いと思い

ました。かつてビンゴを使って同じような活動をしていた時に、動詞の definition は難しい と

感じていました。コロケーションを使うとわかりやすいし、生徒自身がコロケーションを意

識できるようになると感じました。 

・ビンゴの効果についてあらためて定義がなされている。生徒が既習内容の中から、多くのこ

とを表現し、復習できるようになっている。 

・BINGO は今まで自分が単語を読み上げるか、４回目で sentence を読み上げるか、で終始して

しまっていました。 初 slow learners には難しいかと思ったのですが、単語は語群から選ぶ

だけだし、活動を積み重ねれば多くの生徒が言えるようになってくると思いました。教師と

生徒でひとつの文をつくるという共同作業という点も素晴らしいし、そのためにどんな文を

言おうか考えることで私達英語教師が日頃から英語力を保持することにつながることも大切

だと思いました。 

・ビンゴの英単語の definition は自分もやりたいと思った。動詞のコロケーションを知らないと、

その動詞は使えないと教わったことがある。日々の語い指導の積み重ねが大切だと思った。 

・ビンゴに関しては教師の英語力の維持、向上に役立つと思いました。生徒にとっては、瞬時

に英語を理解する、一部でも何か聞き取れればよい、というような英語の勘のようなものが

働くようになるのではないかと思いました。 

また他己紹介に関してはペアでのインタビュー後、友達の前で発表させ、聞いている生徒

に表でメモをとらせるのが良いと思いました。その理由は、「発表を聞く姿勢」が育てられ

るということ。また聞き手がメモをとっていることで、発表者側の「分かりやすく伝えよう

とする姿勢」が育てられるからだと思います。 

 

２ 改善すべきと思った点 

・時間がかかりすぎないか？ 

・授業で言った definition を使って定期テストでリスニングやリーディングをやったのか？ 

やっていなければ効果の測定はできない。 

・形容詞は黒板にカードにしたものを貼っておくと活動がスムーズになると思う。また、活動

の前に「自分だったら、どのように言いたいか？」と生徒から引き出すと面白いと思う。（こ

の部分は日本語で言わせてもよいと思う）入国審査は語いの拡充には、限度がある場面だと

思う。他己紹介での事前の Q&A は、授業のウォームアップ活動（帯活動）として、かなり

前からインプットしておいた方がよいと思う。 

・関口先生のビンゴは時間がかかるのではないか？私は、長先生の初期の目的、こちらを向か
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せることを主眼においている。 

・生徒に学習させるべき語いの精選。 

・ビンゴは、市販のものは単語のカテゴリーや品詞がバラバラになっていたりして、使いづら

いことが自分もある。やはり、自作ビンゴが 1 番いいのではないかと思った。（教材準備が

大変だが。） 

・入国審査の活動自体はよいと思うのですが、回答があまり広がらないように感じたので、こ

の場面ではペアでの発表の方が適しているかと思いました。 

 

３ 自分が追試したい内容 

・インタビュー活動で聞きとらせる内容を複数にし、少し長めの対話にしてみたいと思いました。 

・Word Definition Game は定期テスト直前の授業で実施している。 

・関口先生の実践をするのであれば、ビンゴの 4 回目のラストかな、と思いました。4 回目に

至るまで、例えば 3 回目では、単に単語を読み上げる代わりに、該当単語を用いた文章を言

うといった風に、生徒に語について十分親しませた上で、導入していきたいと思いました。  

・ビンゴは 4 回同じ単語を扱っているが、初回で各語について説明する。対義語、類義語、別

の表現への言い換え、語を含んだ英文の紹介などを行う。2 回目以降も生徒に問いかけなが

ら定着を図る。ただし短時間でスピーディーに行う。 

・ビンゴの読み上げ方の工夫。ビンゴブック 4 回分をバリエーションをもって読み上げる。 

・感想を言うための形容詞は、1 年生生の授業で少しずつ増やして、後期にまとめてみたいと

思う。生徒同士の情報のやりとり(Q&A)は、Bingo と同様に、繰り返し行おうと思う。 

・関口先生のビンゴはやってみた。自分はとても勉強になる。時間をかけない工夫を考えてみ

る。これからもいろいろなビンゴのパターンを考えたい。 

・ビンゴもできてからかなりの年月が経っているので，いろいろ工夫されている人が多いと思

います。そこで一度，「どのようにビンゴを使えばより効果があるか」データをとることが

大切なように感じました。 

・今回自分が生徒役になることで「目から鱗」状態になりました。端的に言えば，「ペアでの

会話は緊張感はあるがとても楽しい」ことでした。生徒はこんな気持ちでやっているんだと

あらためて確認できました。どんどんやっていこうと思いました。 

・BINGO で単語のコロケーションを意識させる。単元末などに単語を復習する際、英語で定義

や例文を紹介し、多くの単語に触れさせたい。 

・Teacher talk 

・ビンゴはしばらく購入していないのですが、今回、改めて活動としての可能性を実感したの

で、単元のまとめに既習の語を使って復習にするなど、活用してみたいです。 

・教科書の内容を応用して、実生活に必要な表現を学ぶことができるように活動を取り入れて

いるところ。 

・浜島書店の BINGO の冊子を購入するのであれば、同じ単語が４回分出てきているので 初

は３，４回目辺りで実践してみたいと思いました。教科書の活動で picture describing をさせ

ていますが、生徒は私の oral introduction の内容を覚えていて、真似する生徒も必ずおり、あ

る程度インプットを行ってみて、だんだん慣れさせていきたいと思いました。今年度は

BINGO を買っていませんが、自分で BINGO sheet を作ってさっそく試してみたいと思います。 
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・お二人（北原、関口）の先生方の実践は今日からやってみる。  

・ビンゴは語群が生徒にとって分かりやすい回で試してみたいです。他己紹介は色々なパ

ターンで、複数の質問をし合う活動を設定して試してみようと思います。  
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  (2) ５月部会での実践報告②（北原 延晃） 

じゃれマガ２０１4 selected for the 3rd year students 

 written by Douglas Jarrell and arranged by 赤坂中学校 北原延晃 

Ｎｏ．３ 

 

Q1 What did Tamori always wear on the show?   

(he always wears) sunglasses (on the show) 

 

Today's Topic・・・The longest running TV show 

Thursday, April 3 

 

Yesterday I talked about one of Japan's longest running talk shows. The  

 

longest running TV talk show in the U.S. is "The Today Show." It began in  

 

1954 and is still running, but it is a late-night show, not a daytime show like  

 

Tamori's, and the hosts have changed over the years. When I was growing up,  

現在完了形 Pr.1-2                                育つ 

Johnny Carson was the host. The show began with someone saying "Here's  

 

Johnny!" and Johnny Carson would come out on stage. He began with jokes,  

～したものだ 

and then he interviewed two or three famous people. He was always 

entertaining.                                                                ９６語 

Q1 What did Johnny Carson begin with on stage?   

Q2 後の文は何形か。  超難         形   

                           

                                                       ＷＰＭ

 

 

WPM(Word per Minute)「１分間に何語読めるか」の計算式 

                          語数×60 

                             ｘ秒               ｘ秒・・・読むのにかかった秒数 

                        Ｑ１に不正解なら記録無し 
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じゃれマガ２０１4 selected for the 3rd year students 

 written by Douglas Jarrell and arranged by 赤坂中学校 北原延晃 

Ｎｏ．６ 

 

Monday, April 14 

Q1 Where do the swallows come from?  

(Most of them spend the winter in) Taiwan, the Philippines and countries  

further south. 

 

Today's Topic・・・Ichiro's Super Play 

Wednesday, April 16                                                                      

Did you see Ichiro's fantastic catch on Sunday, April 13? The New York  

 

Yankees were playing the Boston Red Sox, and one of the Yankees got hurt.  

ケガした 

They put Ichiro in to replace him. Ichiro was in the outfield when David  

（どこで習った？） 

Ortiz, the Red Sox power hitter, came to bat. He hit the ball all the way to  

はるばる～までも 

the back wall, but Ichiro went after it. He jumped and caught the ball.  

追った 

Then he hit the wall. It must have hurt, but Ichiro didn't let go of the ball and  

痛かったろうに                  ボールを離さなかった 

Ortiz was out. It was such a great play that even Ortiz clapped. 

                               Program 4-2 so～ that と同じ      拍手した   １０３語  

Q1 What happened to Ichiro after he jumped and caught the ball?  

Q2 outfield の意味を漢字二文字でかきなさい。   （  ）（  ）              

                          

                                                       ＷＰＭ

 

 

 

 

                     Ｑ１に不正解なら記録無し 
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「英語授業の幹をつくる本 上巻」第３章より抜粋 

フォニックスの知識を利用したつづり調べ競争 

１ 目的 

1.発音できる単語は書けるようにする。 

2.日頃から発音を大事にする姿勢を育てる。 

 

２ 対象学年 

 ２年生 

 

３ 使用したフォニックス・ルール 

 ＊各レベルに設定したフォニックス・ルールは New Crown Book 1 で Lesson 6 までに頻出する 

  ものから順次採用。２年生以降はこれまでのフォニックス指導経験から採用。 

    これらに日本人にとって紛らわしい音（ th と s, z, l と r, f と h, b と v)を組み合わせる。 

1.１年生レベル① 

oo(長・短), magic E, ee, ea 

 

2.１年生レベル② 

gh, ir, ay, all 

 

3.２年生レベル① 

ou, ow, au, ear 

 

4.２年生レベル② 

ai, er, or, ur,  

 

5.２年生レベル③ 

ea(例外), ou(例外), ow(例外) 

 

４ やり方 

 1. 毎時間１つのフォニックス・ルールを取り上げてそれを含む未習語を綴らせる。 

  辞書の使用可とする。 

  2. つづりが書けた生徒は立ち上がり、友達同士でつづりを確認する。ペアより速く正解で 

  きたら１ポイント。 

  3. つづりを書けた生徒は辞書で語義を書く。 

 

５ 使用した単語  

優先順位 

1. 生徒の身近な単語とする。 

2. 耳にしたことがある単語が望ましい。 

3. これから（３学年で）学習する予定の語 
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1.１年生レベル① 

 

oo（長） 

oo（短） 

magic E (a) 

magic E (i) 

magic E (u) 

magic E (e) 

magic E (o) 

ee 

ea 

  １回 

broom 

brook 

sale 

ice 

cute 

theme 

phone 

greet 

east 

  ２回 

loose 

hook 

female 

mice 

lute 

delete 

tone 

bee 

beat 

  ３回 

tooth 

shook 

pace 

mime 

mute 

concrete

bone 

peel 

neat 

  ４回 

goose, 

stood 

lace 

lime 

fuse 

Pete 

cone 

keen 

sneaker 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

以下省略 

 

「英語授業の幹をつくる本 上巻」第５章より抜粋 

(7)カテゴリ別単語書き（２年生） 

 ディクテーションテスト直後に１分間の時間を与えてカテゴリー別に語いを書かせている。

目的は生徒個人が持つ語いを共有させることにある。手順は以下のようである。 

ｱ ディクテーションテストに続いて行う。カテゴリーを与える。ディクテーションペーパーの 

  裏に単語を書く。（つづり間違いは気にしない） 

 例 Today's category is animals. You have one minute. Write as many animal names as possible.  

ｲ （１分後）書いた数を挙手によって尋ねる。 

 例 How many words have you written? Zero? One? Two?.... 

ｳ 一番多く書いた生徒に言わせる。 

 例 S1, will you tell us your words? 

  生徒が速く言った場合は友だちのためにゆっくり言うように指示する。 

 例 S1, slow down so that your friends can write down the words. 

  一般生徒は自分が書けなかった語でその生徒が言った語を赤ペンで書く。 

ｴ 他の生徒に尋ねる。挙手しないで発言するように言う。 

 例 Any other words? You don't have to raise your hands, but just tell us. 

ｵ 生徒は返されたディクテーションペーパーをディクテーションノートに貼り、裏の単語を写 

す。つづりの怪しい語やわからない語は辞書で調べる。単語を書く欄は広めにとっておき、

後日そのカテゴリーに入る語を習ったり思い出したら書き込めるようにする。 

ｶ ディクテーションノート兼ボキャブラリーノートの例 

 

 

D i c t a t i o n  C a r d    （ ）月（ ）日（ ）    ２年（  ）組氏名（    ）
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a n i m a l s 
 

書けた語 h o r s e    d o g     c a t     m o n k e y     e r e f a n t      t i g e r  キャメル 

                                  e l e p h a n t             c a m e l 

友達が言った語 p i g     d o n k e y      s n a k e     g o r r i l l a      c o w     m o u s e     
 

思い出した語 g i r a f f e     d i n o s a u r     f o x     d o l p h i n  
 

新しく習った語  w h a l e       h i p p o  
 

 

 

 

 

 これまでに使ったカテゴリーは次の通りである。(animals, fruit, vegetables, sports, colors, food, 

drinks, jobs, body parts, countries, flowers, fish, stationery, electric appliances, landmarks in the city, 

something about Christmas/nature/winter, something you see in the sky/on the beach/in school/in the 

kitchen/in this room, something you ride on, 感情を表す形容詞、首から上を使う動詞、前置詞） 

 

後輩に伝える役に立った授業と自分の勉強法（「これをやるといいよ！」） 

平成２５年度卒業生 

新１～３年生へ                                             ２０１４．４．１ 

先輩の書いたものを参考に英語の勉強をがんばりましょう。 

下の記述はすべて参考になるものですが、下線は北原先生も特にオススメの勉強法です。 

語い 

 

・単語をたくさん覚える。先生が言っていたように名詞形や副詞形や形容詞形など関連さ

 せて覚えることが大切だと思う。 

・授業中のnew wordsの時に覚えておいた方がいいでしょう。 

・単語帳を作って朝の時間を利用して覚えるのが効果的である。 

・辞書などを読んでなるべく単語をおぼえる。 

・熟語は長文を読むときに大事！熟語を分かっていないと長文は読めないよ。 

・辞書をめくって覚えていく。わからない単語を引いたとき周辺の語いを覚える。 

・知っている言葉だけを使うだけでなく、新しい単語も使ってみる。 

・とにかく単語を覚える。頭の引き出しに整理しよう。 

・持っている単語の種類が増えると英語力は絶対上がると思う。文を書く上でも会話の上

 でも単語が基本なので、できるだけ多くの単語を覚えることが必要。 

・単語帳を夜寝る前に読んで、朝起きたとき同じ単語をもう一度読む。 

・単語を一つの意味だけでなく、色々な意味をもつものをおぼえる。 

・辞書を読んでいると覚えることができる。関連させて覚えるのも○。 
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・好きなたんごから見ていき、まわりのたんごもチェック。 

・似たような意味の単語はちゃんと使い分けられるようにする。 

・身近なものからでも覚えていく。活用の仕方や形の変化にも注意して覚える。 

・形容詞－名詞、動詞－副詞のつながりを覚えるのがオススメ。 

・形容詞(-al, -ful, -ousなど）、副詞(-ly)の規則性を覚えるのもいいかも。 

・単語を覚えて文法に合うように使えるようになること。 

 

研究部員による感想 

１ 発表について優れていると思った点 

・北原先生のジャレマガを使った語彙指導が、とても刺激的だった。自分の今までの辞書指導 

 や文法指導がいかに薄っぺらで、生徒に分かりにくいものだと実感した。 

・北原先生のじゃれマガ。 近の話題であることがとても新鮮。語法についての質問がとても 

 よかった。北原先生のフォニックス。とても興味深い。知らなそうな単語を発音から推測さ 

 せる活動は、すぐに使えそう。 

・じゃれマガの扱い方がよくわかりました。中学 3 年生の大きな目標として入試を意識したリ 

 ーディング力の向上を掲げますが、日々の活動の積み重ねこそが生徒の「英文を読むことを 

 恐れない気持ち」や、「わからない単語があってもどんどん読み進んで概要をつかむ力」を 

 育てるのだなと実感しました。また、英文への注釈のつけかた、具体的には既習事項であれ 

 ばいつ習ったか、これから習う未習事項も名前の紹介やどこで習うかの予告、不定詞の意味 

 を何度もくりかえし確認する、など非常に参考になりました。まずは先生が英文全文を音読 

 することもなるほどと感じました。関口先生の実践同様、教師が教材に向かい合い、何を教 

 えるか吟味し、自身の英語力を上げつつ指導することが大切だという感想を持ちました。 

・じゃれマガを使い、 新の話題を英語で読ませているのが良かったです。いろいろな内容に 

 触れ、早慶レベルの生徒にも対応しており、中身の濃い活動だと思いました。また、３分で 

 終わるというのには驚きました。辞書を引いたり、１，２年生の教科書のどこで習った内容 

 かの確認をすることをたくさんさせているのが良かったです。記憶が強化され、定着につな 

 がっていくと思いました。 

・じゃれマガは奥が深いなと感じました。読む時間を設定（区切る）して読ませること、語彙 

 だけでなく文法についても問うこと、推測させることなど、先生の実践を実際に体験させて 

 いただけたことは大変ありがたいです。また、じゃれマガの利点はタイムリーな話題である 

 ことだと思います。フォニックスの知識を利用したつづり調べは、知らなそうな単語を発音 

 から推測させるという活動を自分がやったことがなかったのでびっくりしましたが、音を考 

 えさせるために大切な活動だと思いました。また、 後の e がなくても正解にするのは形で 

 なく、しっかりと聞き取れているかどうかに焦点をあてていて、生徒のモチベーションアッ 

 プにもつながると思います。 

・いや～おもしろかったです。それがまず第一声。これを使わせていただいて自分の学校の生 

 徒に言ったことがすべてを物語ります。「毎回，こんなんやっていたら受験勉強はいらん 

 わ！」です。長文は読みトレだけでいいかな，と思っていたのですが，上位の生徒が満たさ 

 れる「話題の豊富さ」「興味深い内容」「時事」「文法事項（未習・既習）」などあげたら 
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きりがないです。ただ下位の生徒たちがどれほどついてこれるかが課題とは思います。実際， 

 下位の子が，「一度にわっと色々な文法（文）が出てくるとわからなくなる。」と言ってい 

 たことが気になりました。（あたりまえのことですが、、） 

・じゃれマガ２０１４。話題が Up-to-date のものであるので読むためへの興味付けは有効だと 

 考えます。そして、そのような話題は、生徒の background 知識があるものも多く、読みやす 

 いと考えます。尋ねられるものがパターン化しているので、生徒も取り組みやすい。このこ 

 とはワークシート化するにあたってパターンがあるので作りやすい。 

 つづり調べ。教科書に多く出ているものをピックアップして優先的に読むことができるため 

 の合理化を図っている。 

・じゃれマガ２０１４。帯活動としてシステム化されているので、継続して生徒の力を伸ばせ 

 る。教科書ではあまり扱うことのできない語彙を扱うことができる。既習事項をコンテクス 

 ト（しかもネイティブの書いた英文）の中で復習できる。 

 つづり調べ。未習の語彙を扱うことで、語彙スパンを広げることができる。 

・じゃれマガ。教科書以外の題材を読ませて、授業で教えた語彙の「掘り起し」ができる。 

 語彙指導以外の効果もある。 

 フォニックスの指導。音と文字（スペリング）の指導と辞書活用が結びついている点。 

・reading としてだけでなく、既習事項の確認など語いの学習をさせるための活動になってい 

 るところです。もちろん読解の資料としても新鮮なネタばかりで、読んでいくうちに、生徒 

 が先を予測しながら読ませる点も素晴らしいと思いました。また、生徒達に辞書や２年生の 

 教科書などで語いの確認などをさせ、section まで答えられるので、わからないことがあっ 

 たらすぐ前に戻って自分で学習しなおすことができるし、生徒自身が３年間英語を学習する 

 意義、みたいなものも実感できると思いました。調べたら立つ、などの動作もいいメリハリ 

 になっていると感じました。 

・じゃれマガ。up-to-date で、生徒は予備知識もあるので興味を持って読むことになる。WPM 

 も意識するので、緊張感を持って読める。「じゃれマガ」はメールで届くので、教師が加工 

 しやすい優れた reading 教材となっている。簡単な手続きで済み、しかも無料なので、「じ 

 ゃれマガ」の配信を受けることをお薦めする。形状から紛らわしい品詞が何であるか捉える 

 ことは意味を知るために大事な作業になっていることに改めて気が付いた。    

 フォニックス。複数文字数の母音や子音が体系的に学べる。 

・じゃれマガの良い点はやはり「タイムリー」であることだと強く感じました。非常に興味深 

 く読むことができました。既習語、既習文法への突っ込み方が参考になりました。ここまで 

 のリサイクルがあって定着につながっていくのだと思いました。   

・速読。授業の中で短時間で継続してできる。語い的、文法的な確認。 

・生徒の知識をゆさぶっているように感じた。じゃれマガを単に速読の資料としてだけでなく、 

 既習の項目の再確認であったり、未習の先取りであったりしているところが非常に参考にな 

 った。確認の方法も、教師が教え込むのではなく、生徒に辞書や教科書を自分で開かせ、自 

 分で確認させるという点が生徒の力になっているのだと感じた。そうすることで、生徒の持 

 っている知識がさらに定着したり、また、知っている事柄を出発点にして新たな情報が加わ 

 り、結果的にボキャブラリーが増えることにつながるのではないか。色んな方向から生徒の 

 知識をゆさぶり、定着、増強を促す素晴らしい実践だと感じた。 
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２ 改善すべきと思った点 

・じゃれマガ。explanation では、内容理解と語いに関する説明が、どの程度「同居」できるか。 

３ 自分が追試したい内容 

・先生の実践は今日からやってみる。 

・じゃれマガはぜひ活用したい。Reading では都道府県の朝学習的なものを使っているが、時 

 事問題はないので、つまらない。 近の問題を使えるので、ぜひ３年で使いたいと思う。 

・3 年生は浜島書店の「読みトレ」に取り組んでいるが、じゃれマガの活動を参考に進めてみ 

 たい。さらに、自己表現に使いやすい表現がでてきたら単語を置き換えて 1 文英作文を取り 

 入れ、読み取りの活動から表現の活動につなげてみたい。 

・フォニックスに基づく単語書きは、３年生で取り組んでいたのですが、２年生から取り組ま 

 せたいと思いました。じゃれマガのような帯の reading 活動を、“読ませるだけ”ではなく、 

 既習事項の振り返りや発展的な内容に触れる機会として活動を組み立てたいと思いました。 

・今年度は読みトレ 50 を使用しているので、復習単元を気づかせたり推測させること。3 学 

 期には発音から推測させるフォニックスを行うこと。以上のことをやってみたいと考えてい 

 ます。 

・教書語彙を分析し、合理的に教えていくこと。 

・じゃれマガ。今年度は週１回のペースでじゃれマガをベースにした速読教材を作成し授業に 

 導入しているが、現在のところはあくまで「速読」のための教材でしかないので、それに語 

 彙スパンを広げる工夫を加えていきたい。 

・自分では 1 年で、音を聞いて文字を書かせる指導を行っている。上級学年では、辞書や単語 

 リストから単語を探させる指導に結び付けたい。 

・今年度浜島書店の読みトレを購入しましたが、読解だけでなく既習事項の確認をするための 

 貴重な時間と考え、教科書や辞書を開かせるなどの動きを入れながら、生徒の頭をフル回転 

 させる時間にしていきたいです。 

・来年３年生を教える際にはぜひ「じゃれマガ」教材を使ってみたい。複数文字数の母音や子 

 音の「フォニックス」に関して、自分でも折に触れて音から未習語を書かせることがあるが、 

 単発的な欠点があった。先生を見習い、体系的に教えたい。 

・じゃれマガでの既習事項への突っ込みを「読みトレ」に応用させる。 

・語い的、文法的な問いの作成方法。 

・私も、北原先生のじゃれマガの実践を真似て、前任校の３年生でしていましたが、ポイント 

 となるところをほとんど、生徒に確認させずに、自分で言ってしまっていました。じゃれマ 

 ガだけでなく、どんどん生徒自身で確認させるという機会を授業中で多く設けていきたいと 

 考えました。 
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 (3) 6 月部会での実践報告③（石井 亨） 

Picture describing  (絵の描写) 

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

      ・英検準２級試験対策にする。  

評価：picture describing sheet に書いた英文の数を「意欲」として評価する。  

前期期末テストに出題予定。  

内容：絵について、英語で描写する。  

     指名された生徒は英語で描写し、OK などと言われたらその英語を通し番号をつけたノー

トに書く。１つの数字に 1 文。他の生徒の英語を聞き、聞き取って書き足してもよい。  

ア  人物について描写する。(服装、様子、知っていることなど)   

動作は現在進行形(be 動詞+動詞 ing)を使う。  

(例) A woman is standing.  A woman is wearing an orange shirt.    

        Ms.Brown is an English teacher.  Ms. Brown is standing by the woman.  

(例) The students are sitting on the chairs.  The students are listening to a speech.  

        Daisuke is holding a pencil in his hand.   Kazu is opening his notebook. 

(例) A child has a bag and a notebook.     

イ  人物がどこにいるかを描写する。  

   There is (are) ～を使ってもよい。(例 P.14)  There are a lot of children at the school. 

   前置詞：on～  (～に接して)  by ～  (～のそばに) under ～  (～の下に)  in～  (～の中に) 

   between A and B (A と B の間に) among～  (～の間に)  next to ～  (～の隣に) 

(例) The students are in their classroom.   (例 P.12) A woman is next to Ms. Brown. 

ウ  想像できること、これからしそうなこと(be going to, will)を描写する。  

(例) The woman is going to make a speech. (例) The students will listen to a speech. 

エ  自分の意見、考えを言う  

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

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

・助動詞を使う(1, 2 年の復習) 

  will～(～するだろう)  must～(～しなければならない、違いない) can～(～することができる) 

may～(～かもしれない、してもよい)  should～(～すべきだ、した方がよい) 

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

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

・現在完了形を使う(継続、経験、完了) (3 年の復習) 

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

・不定詞を使う  (2,3 年の復習)    ＊下線部には動詞の原形を  

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

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

(例)  The students need to study.   

  It …for～  to do  (することは～にとって…です) 

(例) It is nice for the students to listen to a woman's speech. 

  what( where, when, which) to do  ＊how to do  ( する方法  ) 
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  何を、(どこで、いつ、どちらを  ) するべきか／したらよいか。  

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

・接続詞を使う  (2 年の復習) 

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

に) (例)  When a woman made a speech,  the students listened to her speech. 

(例)  If there is no school, children can not study.   

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

年の復習) 

(例)  A woman is taller than Ms.Brown. 

(例)  I think a woman can speak English as well as Mrs.Brown. 

・受け身(～される、られる)：be 動詞＋過去分詞  (2 年の復習) 

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

 

優れていると思う点  

・イマジネーションを働かせるとふだん使わない語いを使うことができた。  

・研究部で 2009 年度に Picture Describing に取り組んだが、改めて既習事項の総合的な復習

になるすばらしい教材だと感じた。  

・２文以上になると動きやストーリー性が出てきておもしろい。  

・石井先生の Picture Describing の実践は、数年前にも石井先生の授業を見させて頂いたが、

その時も「生徒がこんなに英語で表現するなんてすごいなぁ」と思った。それから自分でも

授業で Picture Describing を行ったが、なかなかうまくいかなかった。  

・私も picture describing の活動は昨年度(2 年)後半から行っています。初めはただ生徒が文を

言っているだけ、という感じでしたが、(describing の活動ではありませんでしたが)石井先

生に「つながりのある２文で言わせる」というアドバイスをうけ、３年生から２文で言わせ

てみると、ストーリー性が出てきて内容が深くなりました。教材選びについても、私はほと

んど教科書関連の絵を使っていましたが、北原先生が仰っていたように、「生徒の感情を動か

す絵」を使うなど、工夫していきたいです。先生がプリントで提示されたように describing

で使える表現を提示することは大切だと思いました。以前何もなしでやらせると、This is ～ . 

○○  likes ～ . ○○  looks ～ .など決まった表現ばかり生徒が使うので、いくつか表現を提

示しました。それでも簡単な表現に逃げる生徒がいるので、例えば It ～  for …  to do の表

現を 1 文入れるとプラスポイント、など、状況に応じてやり方を工夫していきたいと思います。  

・先日書店で偶然、東進の安河内先生の Picture Describing を用いた英語学習法の本を読み、

授業に取り入れるにはどうしたらいいのだろうと思っていたところで石井先生の実践に出会

うことができて、非常に勉強になりました。中でも１文にとどまらず２文言わせることで、

生徒の発言に多様性や独自性が生まれることが、自身の体験を通して学べたのが非常によか

ったです。  

・２文で Picture Describing をさせるのは、生徒のイマジネーションを活性化させられるとと

もに、いろいろな表現を使うようになるので良いと思いました。また、内容に深みが出るの

で、友達の発言を聞きたいと思わせることができると思いました。言わせっぱなしにするの

ではなく、言った文や聞いた文を書かせたり、良いものについて取り上げて、なぜ良いかを
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説明することで生徒の表現力が向上すると思いました。生徒に書かせたもののチェックの仕

方も勉強になりました。間違ったところを直してあげるのではなく、間違っている箇所に赤

線を引くのみだと、生徒は自分で調べたり考えたりするのでセルフコレクションの力がつい

ていくと感じました。“２文で”というのはぜひ試したいと思います。  

改善点    

・生活語いが必要な絵などを使い、語いを指導する。  

・絵などに関する語いをまず言わせて、それから Describing する方が良いのではないか。  

・いろいろなことがプリントに書かれていて親切だが、初めて見る生徒は書かれている量に圧

倒されてしまう。何回か数回に分けてポイントを絞り、今回はどの表現を使って説明してい

こうとした方が取り組みやすいと思う。このようなプリントはまとめとして 後の方ではど

うだろうか。  

・位置関係などは図示した方がわかりやすい。  

・Picture Describing の前に使えそうな語彙を brainstorming することで、生徒の発表をより

よいものにするとともに、語彙サイズを広げる。  

追試したい点   

・Picture Describing では、絵を見て思いつく単語を言わせるところから始めてみたい。  

・自分を含めて、研究部員に Picture Describing に取り組んでもらうにあたって、ぜひ先行研

究として「語いと英語教育 (33)」に目を通していただきたい。予め予想されることなどがわ

かり、以前のものを生かした、さらに充実したものにできるはずである。  

・今年度は１年生の主担当なので Picture Describing は難しいと思いますが、質疑応答の中で

出てきた、「まず使えそうな語いだけ言わせる」活動をさせてからであれば１文くらいは言え

ると思いました。２、３年生で取り入れるときは、間違いや良い点を全体でシェアすること

で全体のレベルを上げていけるようにしたいと思います。  

・英検２次試験対策というだけでなく、生徒が既習事項を振り返って、実際に使ういい機会に

なるので、渓内先生の授業と同じく、追試をしていきたい。中学１年の今の時期に、語彙サ

イズを広げる活動として行う Picture Describing として、単語のみの Describing を行って

みようと思う。その時は辞書を使わせると、生徒が表現しやすいと思う。  
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 (4) ６月の部会での報告②（渓内 明） 

教科書本文の Explanation と単元終了後（課末）の指導 

１ 教科書本文の指導における Explanation 

  1. Explanation の定義  

   教科書本文の導入において、本文内容や言語材料について日本語を使って説明し、教科書

の内容を理解させるための活動。  

  2.Explanation の位置付け  

   (1) Oral introduction の後に行う。  

(2) Oral introduction で扱わなかった本文内容、言語材料（文構造、語い、発音）、につい  

て。本文の流れに沿って日本語で説明する。  

   (3) Oral Introduction と Explanation は教科書本文の内容を相互に補い、本文の理解をよ  

り確かなものにするための活動である。  

     (4) Explanation は、その後の音読につなげるための活動である。  

 

２．Explanation と語い指導の関係  

  1.Explanation で扱う内容は、語句の意味や発音、文構造、文章の展開（文と文のつなが  

り、代名詞）などがあげられる。  

  2.Explanation で扱う語句に関する説明は、本文の理解や音読に関係したものに限定すること  

が望ましい。  

  3. 本文には載っていない関連する語句（反意語、同意語、表現等）を取り上げ、語いを拡  

充するための指導は、音読後、または Lesson 終了等に扱うことがよい。  

 

３．Explanation の例  

教科書本文例：  

   Taku: Excuse me.  Will we arrive at 9:15? 

  Woman: No, we won’t.  We’ll arrive at 9:50.  Are you traveling by yourself? 

    Taku: Yes.  I’m excited. 

  Woman: You’re a brave boy! 

    Taku: Well, they serve dinner soon? 

  Woman: Yes, they will.  But I won’t have it.  I’m full. 

    Taku: Really?  I’m very hungry. 

  Woman: I’ll give my meal to you. 

    Taku: Oh, thank you. 
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 （音読前の Explanation で扱う項目）  

 ・「we はだれを表しているか」→  Taku と Woman を含む飛行機の乗客全体   

・  Will we…?の文構造の確認 →  Will が文の 初にある→ 質問の意味を表す  

・We’ll→  We will の縮約した形  

・「We’ll arrive at 9:50.で も強く発音する語は？」→  9:50 の fifty 

・「Taku はだれかと一緒にロンドンに行くのか？」→ 一人でロンドンに行く。  

  →  そのことを表している語句は  →  traveling by yourself→  by yourself あなた一人で  

・「一人で旅行をしている Taku に Woman はどんな言葉をかけたか？」  

→  You are a brave boy.→  brave の意味は？  →  辞書を引かせる  

・「 they はだれを表しているか」→  客室乗務員たち  

・「I won’t have it. の it は何を示しているか？」→ これから出てくる夕食（機内食）  

 この文では won’t を も強く発音する。 / won’t の発音に注意  

・「Woman が  dinner を食べない理由を表している文は？」→  I’m full.→  full の意味は→辞書  

・「full の反対の意味の語は？」（このページの中にあるので、見つけたら手を上げる）  

・I’ll give my meal to you. 

「will の意味は？」→（今思いついたことを）～しようと思う  

 「meal の意味は？」→  give my meal… 何をあげるのか？→  meal の意味→辞書  

  例：a light meal 

 

（音読前の Explanation では扱わず、音読後や課末で説明した語句）  

・I will→  I’ll / You will→  You’ll / He will→  He’ll / She will→  She’ll / It will→It’ll / 

  We will→We’ll / They will→  They’ll 

・myself / yourself / himself / herself / itself 

・breakfast / lunch / dinner / supper  

 

（課末のワークシートの例  

A 基本：教科書本文をそのまま語順整序問題にするもの  

B 発展：Ａをベースにして、語句などを入れ替えたもの。→語いの拡充につながる練習  

 A と B のそれぞれ同じ番号の文が対応している。  

 

Lesson 3 (語順) 語句を並べかえて、文を完成させなさい。  

Ａ（基本）  

１．私たちは 9 時 15 分に到着するのですか。  

   we / arrive / 9:15 / will / at /? 

２．私たちは 9 時 50 分に到着するでしょう。  

   arrive / we / 9:50 / at / will /. 

３．一人で旅行しているのですか。  

   traveling / you / by / are / yourself /? 

４．すぐに夕食を出してくれます  

   serve / soon / they / will / dinner /? 



 
 

- 33 -

５．でも、私は夕食を食べません。  

   But [ will / it / I / have / not ]. 

６ あなたに私の食事をあげるわ。  

   give / to / I / my meal / will / you /.   

B（発展）  

１．私たちの飛行機は 11 時 30 分にロンドンに到着するのですか。  

   our plane / arrive / at 11:30 / will / in London /? 

２．その飛行機は 11 時 30 分より前に到着するでしょう。  

   The plane [arrive / 11:30 / before / will ] . 

３a 私のいとこはロンドンの近くに一人で住んでいます。  

My cousin [ by / lives / herself / near London ]. 

３b. 私は来年フランスに旅行に行くつもりです。  

    [ France / travel / I / to / will ] next year. 

４．タクはすぐに東京を出発するでしょう。  

   leave / Taku / soon / will / Tokyo /. 

５．ロンドンは明日晴れないでしょう。  

   It [ will / sunny / not / be ] in London tomorrow. 

６a.その女性は私にクッキーをくれました。  

   gave / to / the woman / some cookies / me /.   

６b. 何時に食事をとるつもりですか。  

    What time [ you / take / will / a meal ] ? 

Are you traveling by yourself? 

Is Taku traveling by (          )?

I                            

you    yourself 

he       himself 

she                          

it                            

we       ourselves 

you                          

they                          

 

 

 

（研究部員からの意見）  

・Explanation を授業の中でどうやるのかは、研修会や研究授業でも見ることはできなかった。 

・Explanation で厳選した内容を伝えていたのが良かった。授業中に「これも伝えておかなけれ

ば」と思い立つことがあり、失敗することがある。生徒が混乱する原因となることもあり、

入念な準備の大切さを実感した。単元ごとにハンドアウトで整理している点もよかった。  

・丁寧だが、無駄のない Explanation で、スムーズに Reading 活動に入ることができると感じた。

Oral introduction＋Explanation=100 なので Oral introduction にもやってもらった方がお互いの

補完関係がわかりやすくなったと思う。課末の指導は、基本から発展に向けて主語や時制を

変えていて工夫されている。  

・2020 年から英語で授業を行うことを考えると、昨年度の全英連大会授業実演高校の部のよう  

に、英語で生徒とやりとりしながら進めることが必要になると思う。言葉に慣れれば生徒は  

ついてくることができるであろう。自分も挑戦してみるつもりである。英和辞典を使わせた  

時に日本語が入るので、 小限の使用で済むように注意せねばならない。  

・日本語があると日本語をもとに考えるので、英語だけでやらせた方がよい。前後のことばを  

固定したり、対話文を入れることによって可能になると思う。  
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・ていねいでよいと思った。日本語はどうしても入るだろうが、一度日本語にすると必要以上  

に日本語になるところが自分にはある。計画的、効果的に日本語を使うことが必要と感じた。  

・音読の前に、細かい語法までの説明はいらないという意見に賛成である。音読前は、意味の  

概要と音声的な情報でよいと思う。explanation が長すぎると生徒の消化不良もあると思う。  

・Explanation はつい雑になったり、不安な時ほど無駄が多くなりがちだが、教えるべき点を的  

確に説明している印象を受けた。単元末の指導では、語句の並べ替えで、基本から発展への  

つながりがわかりやすいと思った。以前、課ごとにプリントで本文の語句の並べ替えをしな  

がら読む練習をさせていたが、課末にまとめた方がすっきりすると思った。基本問題１番の  

後に発展問題１番をやらせる等試してみたい。並べ替えに日本語をつけるか否かという点で、 

以前テスト作りの研修で指摘されて以来、日本語を介さない問題作りを課題としていた。  

・音読前の explanation でいろいろ伝えようと欲張ってしまうことが時々あったが、渓内先生の  

ように「音読に必要な内容理解のための説明」と活動の目的を明確にすることで、説明を精  

選できると思った。また、詰め込んでしまっていた情報を、単元末にハンドアウトで改めて  

伝えることで、混乱も避けられると思った。   

 

（研究部員：自分が追試したい内容）  

・伊地知先生から Explanation は２段階（音読前と音読後）という方法が良いという意見があっ  

た。渓内先生の Explanation とともに追試したい。中１の今の時期に、語いサイズを広げる活  

動として行う Picture Describing では、単語のみの Describing を行ってみようと思う。その時  

辞書を使わせると生徒が表現しやすいと思う。  

・活動に目的をもち、Explanation の内容を精査する。Picture Describing の前に使えそうな語彙

を brainstorm することで、生徒の発表の質を上げるとともに語彙サイズを広げる。  

・協議で出た、語句の並べ替えの後、文の並べ替えはやってみたい。  

・今回 Explanation を体験し、日々行っている Explanation が中身のないものだと実感した。語

彙サイズを広げる Explanation を週明けから実践していきたい。  
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 (5) ７月部会での実践報告①（原田 博子） 

「教科書指導を中心にした実践報告」 

１．語いの保持、語いを広げる指導 

１ 幹ノートの「お題」の活用について  

 (1)New Crown の教科書には、右ページに Word Corner があり、巻末には付録としてテーマ

ごとの語い集がついている。しかし、触れる機会のないまま飛ばしてしまうことがある。

よって、そこに載っている語を使用して書かせる。  

   例：A: What event did you like last year? 

     B:I liked the sports day.  It was exciting. I was happy.  

例のようにペアで質問し合った後、Word Corner の語(感情を表す語)をノートにいろいろ

書く。＊下線は Word Corner（感情）で取り上げられている語  

 

(2)本文に関連する語いを言わせ、書かせる。  

  例１：Lesson 1 過去形の復習：知っている動詞を競争して答えさせ、答えられた生徒から

座る。その時、教師は生徒が答えた動詞を板書する。次に、板書された動詞の目的

語やそれに続く語を教師が言い、生徒はその目的語と一緒に使われる動詞を板書さ

れた動詞から選んで答える。 後に、ノートに動詞を書いてまとめる。  

  例２：Lesson 3（環境について扱っている）：時間を与えて、環境に関する語を書かせ、

その後、それらの語を share する。ALT との授業ですでに扱っているので、環境に

関連する語いは記憶に残っている。  

global warming /bad/ important topic /recycle trash/ reuse bags / plant trees/ clean 

energy/ good/ use solar power/ not use more electricity…. 

 

２．語いを保持する指導  

教科書本文の指導について        

１  本文の oral introduction 

 T: Look at the picture.  Who’s this girl ?  Ss: She is Kumi.   

T: Who’s this boy?   SS: He is Paul.   

T: Where are they now?  Ss: ……. T:They are in Midori Hall. Why? (絵を指して) They are 

going to join the Earth Club Meeting.  Look! This is Kumi’s schedule.  What’s her 

schedule? (予定を指しながら) She is going to join the meeting from….9:00 to…  Ss:12:00.  

(絵を指して) Paul is going to stay all day    

(絵を指して)What is she going to do in the afternoon?  Listen to the CD and check the 

answer.  

２  本文説明  

①  leave の意味と発音(live との違い)の確認  

②  around 12:00 の around の意味   

 ③take は既習であるが take a kendo test の take は初出。  
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take は辞書を引く前に、take の意味を推測させる。test があるので予測できた。take と使わ

れる他の語を出させた。take a bus(２年で既習)/ take a bath（１年で既習）/take a picture(既

習)/take off（未習だが、get off（既習）と混同している生徒もいた） / take out（未習だが普

段耳慣れた語として挙がった） /take care of(未習)など。その後、辞書で take を引かせ、使い

方を確認させた。  

④I’ll get the handouts for you.の文中の will と、I’m going to take a kendo test.と Are you 

going to stay all day?で使われている be going to～を対比して、使い方の違いを確認した。  

⑤It’s nothing. 

他の表現を挙げさせる。You’re welcome.  Not at all. No problem. Don’t mention it. ←生徒

から挙げられた。  

It’s my pleasure.←教師が示した。  

３  音読    

音読のまとめとして、英文を頭に残すために本文の穴あきシートを使用する。本文によって

は暗唱まで行う。  

４  Retelling 

  授業で行った Retelling を定期テストの「表現の能力」で出題する。  

（生徒例）Kumi and Paul are in Midori Hall. They are talking about their schedule. 

Kumi is going to join the meeting from nine to twelve. Kumi is going to take a kendo 

test in the afternoon.  Paul is going to stay all day.   

５  生徒が英語保持のために行う練習例  

幹ノートを利用して本文の英文を練習し、指定されたカテゴリーの語を「お題」に記入する。  

本文をノートに書く際の段階的な練習順序：本文を見てコピーする→穴あきシートを見なが

ら書く→穴あきシートの日本語を補助にして書く→まったく見ずに書く  

 

（優れていると思う点）  

・丁寧な指導で、発展性もあり、参考にしたいです。北原先生が幹ノートを作った理由の議論

は問題提起として興味深かったです。  

・本文に関連する語いを書かせる活動は、毎時間は難しくても、続けていくと、生徒の復習に

もなる点が素晴らしいなと思いました。また、日本語訳の問題についても考えさせられま

した。  

・既習の英語でも Collocation を生徒に求めているところ。  

・Collocation の指導をする準備段階で、知っている動詞を生徒から出させる点（何度でも復習

になる）。  

・語いをカテゴライズして教えている点。  

・Word Corner をただ読んで確認するのではなく、テーマのもとに書かせている点。  

・あることに関する語を書かせ、それを皆で share している点。  

・復習の活動の中で、語いを増やす工夫をしていることころ。  

・語い指導のときに、Collocation を意識しているところ。  

・動詞からその目的語を考えさせるだけでなく、名詞からそれが目的語として使われる動詞を 

考えさせるという点。  
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・教科書本文中の単語から発展させて、既習表現の復習にとどまらず、未習でよく使われる表

現に触れられるので良いなと思いました。  

・語い、とくに Collocation の指導がすごく丁寧だということです。私は３年生の担当をして

いますが、picture describing や Q&A などの活動で use a computer / go shopping などの基

本的な Collocation がきちんと言えない生徒がいます。語い指導を丁寧に行っていかなけれ

ば、と改めて実感している現在です。  

・毎日の授業の地道な積み重ねがあって、生徒の学力・英語力は身に付くんだと改めて思いま

した。北原先生の「たくさん音声で（生徒の頭に）入れることで、Writing も伸びる」とい

う話が、自分の授業に足りないところを指摘されたような気がしました。  

（改善点）  

・  global warming など環境問題のカテゴリーは中２ではどうか？もっと身近な生活用語や連

語など必要な語いがあると思う。  

・（穴うめシートに載っている）日本語訳の問題←日本語は必要なのか。  

・日本語訳から英文を構成していくのは語順の問題などもあり、好ましくない。  

・1 枚のワークシートに盛りだくさんの内容と活動が入っているので、生徒はどこから手をつ

けて良いか迷ってしまうかもしれません。（生徒は既に慣れているかもしれませんが。）活動

別にワークシートを分けるか、ページを分けると生徒が混乱しないで取り組めるのでは、と

思います。  

（追試したい点）  

・Collocation の指導の点は真似していきたいと思います。北原先生の「ライティング指導より

も、徹底的に音声から…」は「幹」の本の該当箇所をもう一度読んで考えたいと思いました。  

・Collocation を目的語から類推させて書かせるのは真似していきたいと思いました。  

・既習語句の Recycling。  

・あるテーマのもとに単語を出し合い、share させる。  

・授業の中で語彙を増やすチャンスをたくさん作る。  

・Collocation を意識して指導する。動詞から名詞、名詞から動詞を考えさせる。  

・単語の導入を意味のみでとどめずに、復習や新しいことを学ぶ機会に発展させる。   

・ワークシートは語いの点もですが、教科書の音読を大切にしているのがわかりました。  

北原先生の言うように、音声で入れるという視点を忘れずに指導していきたいです。  

・以前、原田先生の授業を参観したときに、生徒たちの知っている語いが多いことに驚きまし

た。その裏には、今回の実践報告で原田先生が報告したような、教科書の内容を中心とした、

学習内容の定着を図る指導があるのだと思いました。特に教科書右隅の Word Corner を使わ

せる Writing 活動は追試したいと思いました。  
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 (6) ７月部会での実践報告②（江濵 悦子） 

「昨年の海外派遣研修（イギリス）で学んだこと」 

１  昨年１年間、どのように過ごしたか  

４月～５月 研修センターで研修テーマを決める・渡航準備  

研修テーマは、授業中の「生徒の活動」を増やし、「生徒の自立学習」を促すことにより英

語学習への「モチベーション」を高めるにはどのような指導法があるか？ということを研修

するために、How can we motivate students to undertake independent learning to improve their 

English?というタイトルに決定した。  

 

６月～８月 English for Academic Purpose の授業を受ける  

Academic Writing / Academic Reading / Academic Speaking and Listening / Academic Research 

３か月間、大学で使う英語を学んだ。特に、大学院では、critical thinking で論文を書くこと

が大切だから、critical thinking によるエッセイをたくさん書いた。  

他にも、異文化交流ができた。また、どのように英語を勉強すればよいのか、生徒の視点で  

実際に考えることができた。  

 

９月～３月 大学院で TESOL の授業を受講する。  

９月～１２月 TESOL 前期 Language Teaching 1 ・Language acquisition・Educational Research 

Reflective Professional Development  

１月～３月 TESOL 後期  Language Teaching 2・  Descriptions of English・  

English for Specific Purposes  

 

２  TESOL で学んだこと（一例）  

Language contexts:  Which English? Ownership of English: Who owns English? 

This time considers the way in which the positioning of English in the classroom will impact on 

methods and methodological choices, for example, what the ‘standard’ English is considered to be – 

British, American, or World English, and what the relationship with an English-speaking community 

is perceived to be (or not to be). In addition, we are also questioning the kind of English being 

taught, recognising that it is no longer the exclusive property of native speakers, or of speakers in 

the English-speaking world. This means that every English language teacher needs to have a position 

about which English he/she is teaching and why. 

Kachru (1985) has devised a model illustrating the use of English in the world in terms of three 

concentric circles: 

 Inner Circle: territories in which English is the first or main language 

 Outer circle: territories  in Asia and Africa where English was first transported in colonial 

contexts and where it has co existed with local languages  

 Expanding circle: territories in which English has become, or is becoming, the most important 

foreign language. 
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Kachru’s notion of the language circles  

 

３  これから授業で実践してみたいこと ① language awareness 

ホーキンス（１９８４）によれば、差別や偏見などの言語的な問題は自然に消滅することは

なく、「言葉とは何か」という本質について子供に考えさせる機会が必要である。  

それぞれ違った言葉を比較することでその言葉の奥にある文化を理解することが大切であ

る。そうすることで「違いが脅威ではなく、その言葉への興味・関心になってくる。」  

母国語と英語を比較させることでその言葉への気づきを促すことが大切である。  

学習者自身が違いを発見することで、教師はあくまでもその補助役であり、学習者に教え込

む役ではないということ。すでに学習者は母国語への知識があるので、その知識をうまく使

い外国語への発見を促すことが大事である。  

 実際に実践した指導法  

 

 

 

 

 

次の質問を生徒にしていく。    

・How many letters are there in the alphabet wall?   

・How many Japanese kana do you have ?  

・What are the red letters? 

・What do you call the red letters in Japanese? 

 

それぞれの単語を見て、母音と子音のルール気づいたことはありますか？  

①dog ②cat ③car ④hat ⑤bed 

このような質問により、母音と子音を生徒に気づかせていく。    

 

イギリスの公園にあった標識です。禁止事項は英語の表現では、どのようにあらわされていま

すか？  
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 No smoking. 

 No stopping. 

 No parking. 

 Do not walk on the grass. 

 Do not take photos. 

 Do not leave rubbish. 

 Do not write on the walls. 

 Do not pick the flowers. 

 Do not swim in the pond. 

 Keep your dog on the lead. 

 Follow the footpath. 

 Close the gate after you. 

 Look after your dog. 

 

 これから授業で実践してみたいこと ② intercultural competence 

Intercultural speaker とは、自分とは異なる視点や考えを寛容し、相違するギャップを意識的

に仲介することのできる学習者。自分の言語と言語の違いについて、および自文化と異文化

との関係性についての理解力があり、他者の言語と他者の文化の関係についての関係性を見

出すことのできる外国語学習者のこと。バイラム（１９９７）は、Given that the English language 

is part of a global means of communication, the teacher of English could also be seen as preparing 

learners to communicate within, between and across cultures.  This extends the skills of the learner 

beyond practice of language as a system, or even language as communication within a shared 

community. It demands further skills of open-mindedness and sensitivity which the language teacher 

may not consider part of his/her remit.  However, intercultural competence has been anatomised 

and explored widely within educational debates, and capacity to understand and develop these will 

increasingly be part of the expected skills-base of the language teacher. と考えている。  

バイラムによれば、Kachuru の language circle でわかるように Native speaker はもはや英語学

習者のゴールではない。（世界で英語を話す人の中で、ネイティブスピーカーよりも、ノン

ネイティブスピーカーの数のほうが多い）外国語学習者は intercultural speaker を目指すべき

である。この指導法に興味がわいたので、今後実践していきたい。  

 

優れていると思う点（感想）  

・理論を学んで、実践に生かそうする姿勢を常に持つことを、見習っていきたいと思います。  

 もう一度、資料をみかえして読んでいます。特に興味を持ったのは、質問もしましたが、本

番のテストの前に２回、評価に関係ないアドバイスを与えるためと習熟度を測るため？の練

習テストがあるという点です。これはスポーツで言えば、練習(授業）でのアドバイスという

より、練習試合や紅白戦のように、本番(テスト）と同じ形式で行って、助言するというイメ

ージを持ちました。   
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・ 新の理論の紹介がとても勉強になりました。とくに興味を持ったのが、McCarten の

Teaching Vocabulary（２００７）でした。論文を読むと、クラスで実践できる例がいくつ

か書かれてあり、とても有益なものでした。それと同時に、いつも諸先生の実践例から、

自分の授業に取り入れてばかりで、その先生の実践に基づいている理論にまで目を向ける

ことがなかったことが、自分の課題だと思いました。教員という理論と実践を同時に学び、

活かせる立場にいるので、両方をバランスよく学び、連動させる点を大切にしていきたい

と改めて思いました。  

・何といっても内容の濃さです。約１年かけて現地で学ぶご経験は大変貴重なものだったと

思います。実は私も教員になる前海外にいた頃に TESOL を取っている方に会って、憧れ

でもありました。しかし恥ずかしい話、今江濵先生のお話をうかがって遠い昔に聞いたこ

とがあるような…程度の知識になってしまっているので、江濵先生のように教員としての

経験を積んでから改めてぜひ勉強したいと思いました。私もまた、学習者の気づき、発見

が大切にする language awareness の考えに興味をもちました。ただ教え込むのでなく、使

うことの大切さ。学校という集団で学習しているのだから、グループで活動したり、フィ

ードバックを行わせることを大切にしていきたいです。  

・１年間かけてたくさんのことを勉強されてきたんだな、と刺激を受けました。目の前の授

業のことだけでなく、アカデミックなことも勉強していかなくては、という気持ちになり

ました。貴重な体験を紹介していただき、ありがとうございました。  

・江濵先生が、大学で学ばれたことを、日々の授業の中で生かされている点です。  

恥ずかしい話ですが、江濵先生がおっしゃっていた理論や論文を、私は１つも知りません

でした。もっと勉強をしなければいけないと思いました。中英研の研究冊子（Register）

を今更ですが、読んでいます。  

 

改善点  実践報告なのでなし。   

 

追試したい点   

・授業形態についての⑥で「教師の説明的なものは 小限におさえるべきである。  

 ・・（中略）・・・暗記よりも体験させて理解させるほうを優先するべきである。」とあ  

 るが、自分も説明に時間をかけすぎず、生徒に実際に体験させたうえで理解させていこ  

  うと思う。  

 ・教師と生徒のインタラクションの①で「教師は発言に対しポジティブなフィードバックを

行う。生徒が真面目に考えたことについて多少違っていても、教師の発話に結び  

  つけてフィードバックしている。」また②で「生徒同士のフィードバックも大切にして  

  いる。」とあるが、自分の授業においても授業自体をコミュニケーションの場としたい。  

  そして生徒に真剣に考えさせていくことはもちろん、対教師、生徒間同士でのやりとりが

スムーズにできるよう、生徒の意見を取り入れて彼らが発言しやすい雰囲気を作っていこ

うと思う。  

 ・Oxford(2002)に"seek to reduce anxiety about learning, by laughing, and using praise and 

encouragement: (affective strategies)"とあるが、授業中にこのことを意識して、学習者の

不安を取り除いていきたい。また"learn from and with others by asking questions, sharing 
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and exchanging ideas: (social strategies)"とあるように生徒同士から学び合う時間を意識し

て作ろうと思う。  

  ・"find ways of dealing with ‘not knowing’--- such as asking questions, guessing, finding 

alternative ways of saying something (compensatory strategies)"とあるが、これなども授業中

の explanation の中で意識してやっていきたい。  
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(7)  10 月部会での実践報告  壽原 友理子 

   

 ①アルファベット迷路  

    時間を計ってアルファベット順に指でタッピングをする。フォントや文字の配置を変

えて、くり返し練習する。  

●大文字                           （  ）分（  ）秒 

 J  S  O  C  
Y  L  F  I  Z 
 D  A  G  V  

N  H  U  M  K 
 T  X  W  E  
P  R  B  Q  Goal

●小文字                           （  ）分（  ）秒  

 n  f  s  x  
V  h  m  c  j 
 a  q  g  p  

K  t  d  z  w 
 e  o  b  i  

Y  r  l  u  Goal 

 
   ②辞書引きプリント  

    実際の単語を使い辞書に出てくる順番を考えさせる。はじめは識別しやすいものを与

えるが、徐々に難易度を上げ、 teaspoon, tear, tea, teach, team, teacher のようなものにも

取り組ませる。  

    辞書で引かせる単語は、１学期中に教科書に出てくる単語の中から選ぶ。  

● 次の単語を、英和辞典の中で早く出てくる順に番号を書きましょう。 

student 
(      ) 

baseball 
(      ) 

music 
(      ) 

question 
(      ) 

soccer 
(      ) 

meet 
(      ) 

                                                                                        
●  次の単語を辞書で引いてみましょう。引いたら、１番目にある意味を書きましょう。  

bottle 
(          ) 

math 
(          ) 

vegetable 
(          ) 

                         所要時間 （   ）分（   ）秒  
（終わった人は・・・） 自分の辞書で、日曜日から土曜日までが全部まとまってのっている

ページを見つけましょう。 
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③ペアワーク  

（ア）☆学校に来る目的は？☆ 

 ペアで行う。点線のところでワークシートを山折にさせ、なるべくワークシートを見

ずに取り組むようにさせる。２回戦以降は前の回で負けた方から質問をする。生徒が実

際に使えそうな語いを選ぶようにしている。  

A: Do you come to school to eat school lunch ? 
B: ()  Yes, I do. 

()  No, I don’t. 

                                            

● １回ずつ交互に質問して、先に相手の答えを当てた方が勝ち（winner）。 

study talk with your 

friends 

eat school lunch join the club 

activities 

clean our 
classroom 

sleep see Ms. Suhara 
have fun 

 

１回戦： Win  /  Lose ２回戦： Win  /  Lose ３回戦： Win  /  Lose 
４回戦： Win  /  Lose ５回戦： Win  /  Lose ６回戦： Win  /  Lose 

 

（イ）☆教科＆スポーツ人気調査☆ 

    クラス全体で行う。教科やスポーツなど、身近な話題なので生徒は取り組みやすい。

好きな理由も付け加えて言わせるようにする。 

A: Hello. 
B: Hello. 
A: What is your favorite subject ? 
B: Music.  It’s fun. 
A: What is your favorite sport ? 
B: Badminton.  It’s exciting. 
A: Thank you. 
B: You’re welcome.                ➩ A と B が交代  

 

subject 

Japanese   social studies   math 
science 
English   music   fine arts   P.E. 
industrial arts   home economics 

sport 

baseball   tennis   soccer 
basketball 
volleyball   badminton   swimming 
skiing   softball   table tennis 

理由 

interesting (興味深い) 
easy (簡単) 
fun (楽しい) 
exciting (わくわくする) 



 
 

- 45 -

野球 テニス サッカー バスケ バレー バドミントン 水泳 スキー ソフト 卓球 

 

 

         

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

国 社 数 理 英 音 美 体 技 家 

 

 

         

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

●インタビューできた人数・・・（     ）人 

  ④Oral Introduction に入る前の活動  

     カットアウトピクチャーを使い、登場人物についての Q&A を行う。それぞれの人物

の名前や出身地、好きなスポーツなど、これまで教科書本文に出てきた内容について質

問をする。既習文型のリサイクルと本文内容を想起させることが目的。 

 

 

優れていた部分 

＜アルファベット迷路・辞書引きプリント＞ 

・夏の WS でも紹介されていた、このアルファベット迷路は、指差しにすることで、（線を書い

て混乱する生徒も多いということから）アルファベットの順に特化した内容となっていた。 

・秒数を書く欄を設けることで、生徒の自宅練習へのモチベーションをさらに高め、上達が「見

える化」する工夫がされていたこと。 

・早くできた生徒に対しても、空白の時間をつくらず、次のタスク（大文字・小文字の両方を

書く）を用意されていたところ。 

・秒数を記入する欄。 文字の間があいていて難しくしている点。 

・大文字・小文字両方を行っている点。カウントアップ式にして、ゲーム要素を取り入れてい

る点。 

・ゲーム性があり、１年生は楽しんで取り組むと思います。答え合わせでは、英単語を正確に

発音するのが難しいことを考慮してでしょうか、A～F までアルファベットを振っていたのが、

生徒にとって答えやすいと思いました。 

・辞書引きプリント：辞書の引き方とアルファベットの認識に役立つ。 

・辞書引きプリント：調べさせる単語の選択にねらいがあったこと。 

・アルファベット迷路：入門期の文字指導を大切にして、工夫していて、それを語い指導につ

なげていた点。 

・辞書引きの活動で、「1 番目にあたる意味」と、具体的に指示していること。たくさんの語義

があっても生徒が迷わずにすむ。 
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＜ペアワーク＞ 

・勝ち負けというゲーム要素をいれることで、単調なドリル練習以上に、生徒たちを夢中にさ

せる内容となっていた。 

・１年のペアワークでは、 終的にクラス内の人気調査という次のステップが用意されており、

真剣に（自分の責任を）やらせるような工夫があった。 

・勝ち負けがあるから、一年生では活動が活発になると思った。 

・語いを広げるために、様々な表現を選択肢に入れていた点。 

・選択肢が生徒にとって馴染みのある（実生活に基づいている）もので盛り上がると思いまし

た。また、ワークシートを折って使うことで、生徒のレベルに合わせて、難易度が変えられ

ると思います。 

・教科やスポーツの語いを学ぶことができる。 

・ペアワークの活動でただ質問に答えるだけでなく、その理由を付け加えさせているところ。 

また、ただ質問するだけでなく、推測して相手の答えを当てたり、質問した人数を競ったり

ゲーム的要素が含まれているところ。 

＜オーラルイントロダクション＞ 

・登場人物の絵を用いて、視覚的にもわかりやすくする工夫がされている内容であった。 

・教科書の内容の既習事項を取り入れて、復習活動にもなる点。 

・教科書に入る前に生徒の注目を引けた。 

・生徒と intereactive に進めようとしていた点。 

・本文内容に入る前に、前時までの知識を想起させていた点。 

・オーラルイントロダクションの中で、生徒にとって既習の質問をあえて入れているところ。 

スローラーナーにとっては、簡単な質問や何度も繰り返されている質問には答えられるとい

うメリットがある。 

 

改善すべきと思った点 

・「アルファベット迷路」は迷路になっていない。生徒と同じようにやってみてわかったが、文

字はわかっていても文字を捜す時間が無駄である。毎回バラバラにすると時間のロスが大き

い。かえってキーボード配列にした方がその後のＰＣのブラインドタッチにもつながってい

いのではないか。Sunshine の教科書にはアルファベット迷路と大文字・小文字つなぎゲーム

があるのにさらにプリントを作ってまでやる必要があるか。 

・辞書引きプリントで「辞書の１番の意味を書きましょう」とだけあるが、それだと語義の１

番だけを見る癖をつけないか。２番目、３番目などにして、辞書によって語義が違っている

点に気づかせるのも有益である。「終わった人は・・・」で曜日や月の名前が出ているページ

を辞書で捜させる活動であるが、これは全員が知っておくべきことである。 

・ペアワークの実演ではペアワークをやる上の留意点をあまり意識していない。生徒がわあわ 

あ言い出すだけで、効果が薄い活動になる危険がある。既習語は１回、難しい単語は３回な

ど繰り返しにも軽重をつけるべき。さもないと生徒は飽きる。答の記入欄が生徒目線で作ら

れていない。（subject と sports の欄が逆になっている）プリントにある表現しか生徒は発

話しないのは問題。Me too!, That's great!など既習表現をどんどん使わせる工夫がほしい。

大の誤りは教師が生徒の活動をモニターしていないこと。 
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・Oral Introduction では生徒の答の引き出し方がワンパターンであった。Oral Introduction

と言いながら、登場人物のカットアウトピクチャーだけを使いピクチャーカードを使わない

のでは本文の内容を話せないので生徒の内容理解は望めない。 

・1 回戦から 6 回戦まであるペアワークは、いつもこのパターンだと飽きるので、工夫が必要

だと思った。主語を変えるとか。 

・アルファベット指導にかける時間は限られているので、どの程度、どれくらいやるのかを検

討したい。 

・ペアワークやアルファベット迷路など、同じルールで毎回行う活動は、くり返し行うことで

次第に方法に慣れ、自分たちでテンポよく進めることができる一方、飽きてくるという短所

もあります。飽きさせない工夫（難易度によってメリハリをつける、少しずつルールを変え

る、など）を考えていきたいと思います。 

・アルファベット迷路：このアルファベット迷路は次にくる文字がわかっていても、見つける

のに時間がかかりすぎる。不規則なので、結んでいくとある形になるようだと楽しい。 

・教科＆スポーツ人気調査：本当にクラスの結果がでるように班で調査を割り振ってみるとよ

い。クラスごとに違いが出ておもしろいかもしれない。 

・学校に来る目的：学校に来る目的を相手が当てるのではなく、自分の気持ちとして言うよう

にした方がよい。 

・オーラルイントロダクション：生徒とのやりとりを通して、内容への橋渡しをし、このオー

ラルイントロダクションでどこまでわかってもらう必要があるか、またそのためにどんな手

段が適しているか吟味が必要。 

・どの活動もどんな力をつけたいかを考えてから、何がねらいかを再考し、活動を設定する。 

・Oral introduction は Redundancy がもっとあるとよい。 

・Pair work などで Worksheet を使うと、生徒の活動が Speaking ではなく、音読になってしま

うことを考えたい。 

・生徒のモニターを必ず入れる。 

・小文字を指導する頻度を上げてもよいと思う。他に、アルファベットを形で分類したり、発

音別に分類したりする活動も考えられる。 

・生徒と interactive に進めることも大切だが、基本的に oral introduction は聞く活動であ

り、教師が話す英語の音声で、本文の内容をある程度理解させることが目標である。生徒と

の interaction が多すぎても、story がわからなくなる可能性がある。 

・picture cards は黒板に貼って、oral introduction が終わった時に、板書が完成すると良い

と思う。特に retelling, reproduction を行う時は、教師の oral introduction がモデルに

なる。 story が視覚的に見られる状況を作るとよいと思う。 

・テーマの設定も難しいし、語いに限りもあるが、ペアワークでは、お互いに聞いてみたい、

話したい内容を話させたい。 
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追試したい点 

・アルファベット指導は、中１を教えたときに、今まで深く、ねばり強くやっていなかったと

反省しました。壽原先生のアルファベット迷路を、次に１年生の入門期を教える機会があれ

ば、追試したいです。 

・アルファベットをキーボードの配列にするのはいいなと思いました。 

・アルファベット迷路はよく使う小文字に時間をかけて行う。 

・配列をキーボードのものにする。簡単なものは少なく、難しいものは多く練習する。ワーク

シートの作り方に配慮するなど、生徒目線に立った活動を心がけたいと思います。 

・迷路ではありませんが、大文字と小文字をつなげる取り組みもしてもいいと思います。 

・辞書指導でいくつかの単語を並べ、辞書ではどの順で出ているか考えさせるのは次に１年生

を持ったときにやってみたい。 

・とかく文字指導は単調になるので、いろいろ活動を工夫していきたい。 

・基本的に oral introduction の考え方は、私も同じです。 

・辞書引き競争の活動のときに、「○番目の意味」と具体的に指定してやる。指示を２番目、３

番目などとして、辞書の違いを楽しむ。 

・ペアワークの中で、語いを増やしたり、カテゴリーごとに語いを整理したりする。 

・大文字・小文字をこの順番ではなく、頻度から小文字を先にする、あるいは小文字迷路の数

を増やすなど、学習者の視点に立った指導内容にしていきたい。 

・ペアワーク時のモニタリングの徹底、そして、モニタリングで得た情報を全体にシェアリン

グという流れを作っていきたい。 

・生徒のモチベーションアップのため、授業中に練習時間をとってあげる必要性を学んだ。 

・ペアワークにおいて、生徒に提示する選択肢を絵にする方法もある。 
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2 語い研究専門の大学の先生からの講演 

「語い知識測定による英語力の推定」 

麗澤大学外国語学部教授 望 月 正 道 先生  

 

東京都中学校英語研究部の第５回部会では麗澤大学外国語学部教授の望月正道先生をお迎え

し、「語い知識測定による英語力の推定」というテーマで 新の語い研究についてお話を伺った。 

この講演は、語い力を測ることによって当人の英語の熟達度を予測することを目指し、７年

にも及ぶ研究の成果をまとめられたものである。以下、本講演の内容を要約する。  

 

語い知識には大きく分けて２つの側面がある。語いサイズと語い構成 (organization)がある。

語いサイズとはどのくらいたくさんの単語を知っているかというものである。その理解の手立

てとして、講演では、部員に以下の問題が出題された。１０００語レベルから５０００語レベ

ルまでの範囲の単語を１０題出題し、その解答数から自分の語彙力を推定するというものであ

る。  

次に語い構成についても、ひとつの単語から連想される語を書くという問題に実際に取り組

んだ。ここから、語い構成とは、ひとつの単語をより詳しく知っているほど、他の語とのつな

がりが多くなり、語い構成が発達しているということが体感できた。語い構成とは、語い知識

の深さとも表現されるという。  

さて、語い知識とは「言語知識の多数ある構成要素のひとつ」（Bachman, 1990）であり、「語

い知識が読解を予測する 善の指標」（Anderson,2000）であるとの指摘がなされている。しか

し、ひとえに語い知識といっても、様々である。広がりと深さ（breadth and depth）を指標とす

るモデル（Nagy ＆Herman, 1987）、サイズと構成（size and organization）を指標にするモデル

（Meara, 1996）、広がりと深さ（breadth and depth）に流暢さ（fluency）を加えた語いの三次元

性に言及したモデルなどが代表的な例である。Qian は、語いサイズテストと語い知識の深さテ

ストを用いて、ＴＯＥＦＬ読解得点との関連を調べる研究をしており、深さのほうがよりよく

読解力を説明することができると結論づけている。  

以上の先行研究を鑑み、平成 19 年度～21 年度の研究（以下 19 科研）では、「技能別及び総

合的英語能力を推定する語いテストの開発：サイズ、構成、認知速度の融合」と題して、「多面

的語い知識テストによって英語熟達度を予測すること」を研究方針とした。19 科研当時の多面

的語い知識テストとは、語いサイズテスト、語い構成テスト、語のアクセス速度テストの３つ

を取り上げ、英語の熟達度テストでは TOEIC 得点を用いた。  

各テストの概略は次の通りである。語いサイズテストは J8VST を用い、語い構成のテストで

は英語特有のつながりの強さを比較するテストとして LOT（Lexical Organization Test）を開発

した。語いアクセス速度の測定方法としては LEXATT Task1、Task2 を用いた。このテストでは、

語形へのアクセスを測定するため、１０文字の文字列の中に埋め込まれた英単語を発見し、そ

の位置を答えるもので、妥当性検証では、習熟度が高い人ほど反応が速いというデータが得ら

れた。  
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以上の３つの語いテストによる TOEIC 得点の予測はリスニング得点の 44％、リーディング

得点の 49％という説明力は決して高いとはいえない結果に終わってしまった。また、 終デー

タから LOT と LEXATT は TOEIC 得点の予測に寄与していないということも判明した。  

以上の 19 科研の課題点を踏まえ、問題点を改良し、22 科研「語彙知識測定による英語能力

の推定：語彙サイズ、構成、アクセス速度の観点から」では、よりよく TOEIC 得点を予測する

語い知識テスト「多面的語い能力テスト」を開発した。  

語い力（語い知識）をサイズ（size）、構成、アクセス速度 (fluency)の三次元モデルとして捉

え、語いアクセス速度、語連想、多義語１、多義語２、コロケーション、語いサイズという 6

つの側面で測定し、その結果から英語熟達度の推定を試みるものである。  

多面的語い能力テストの内容とは以下の通りである。  

・   語いアクセス速度…どれだけ速く正確に単語を認識できるか  

・ 語連想…ある単語から連想する単語を知っているか  

・ 多義語１…ある単語の様々な意味を知っているか  

 ・ 多義語２…ある単語の様々な意味を知っているか  

・ コロケーション…ある単語と一緒に使う語を知っているか  

・ 語いサイズ どれだけ多くの単語を知っているか  

以上のテストの結果を共分散構造分析で見ていくと次のことが分かった。すなわち、語いサ

イズと語い知識の深さ（構造）を一つの潜在因子とみなすモデルがもっとも適合度が高く、も

っとも正確に TOEIC のスコアを予測できるということである。また、語いテストの得点は 19

科研のものより、信頼区間が狭まり精度が高まった。多面的語い能力テストで TOEIC スコアを

測定するという当初の目的には届かなかったが、今回の研究で、語いサイズと深さが語い力に

大きく影響を与えていることが改めて確認することできた。また、結果から TOEIC のある一定

スコアを境にそれまで単一化していた語いサイズと深さが分化し、語いサイズ以外の側面の働

きの重要さが増すのではないかという示唆も得られた。  

アクセス速度は、19 科研同様 TOEIC スコア測定ではほとんど貢献していなかったが、裏を

返せば、アクセス速度が真に必要とされる言語使用領域が他にあることを示している。これは

今後、リスニング、スピーキングとの関係を調べていくことにより、アクセス速度という語い

知識の側面が果たす役割が明らかになるはずである。  

 

以上のお話を伺い、我々教師は日ごろから、生徒の語い力を高めることに力点を置いている

が、語い知識を単に増やす「量」としてだけ捉えるのではなく、語いの深さ、また、語い相互

に構成要素があるという「質」という部分も忘れてはいけないと教えていただいた。文部科学

省が「確かな学力」の育成を謳って久しい。「確かな学力」とは、単に点数という一面だけで生

徒が評価されるものではなく、学習者の学びのプロセスにおいて多面的な評価のデータに基づ

いてなされるべきものではないだろうか。そうであるならば、表面的な数字だけではなく、こ

の多面的語い能力テストによるなどして、生徒の学力を多面的に把握することこそ、我々教師

に求められているように感じた。  
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以下、質疑応答  

Ｑ：フォニックスは有効か？  

Ａ：語いを覚えるときに発音ができない語いは記憶に残らない。音が分かっていて書けない

生徒には、スペリングの手がかりとなるフォニックスは有効。  

 

Ｑ：生徒の語い力を上げるためにはどうしたらいいか？  

Ａ：二つ方法がある。①繰り返す②どれくらい頭を使うか。①はやればやるほど記憶が強化

されることが多いが、強制的にやらされていてはその効果も薄まる。②は処理水準の仮

説といって、より深いレベルで処理された知識は深く記憶されるというものである。そ

の語を自分と関連させて使ったり、既知の知識と関連させたときも記憶に残りやすい。  
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４ 夏の語い指導ワークショップと参加者の声  

夏の語い指導ワークショップ（１） 

「帯学習で語い指導」 

豊島区立池袋中学校 伊地知 義 信 

１．はじめに  

 今まで行ってきた、あるいは今行っている帯学習を領域別に整理した。その中でも「語いサ

イズを広げる」ことに役立ちそうなものをワークショップ形式で紹介した。  

 1 Reading 

（１）じゃれマガ  

（２）都道府県別入試英語長文ドリル(正進社) 

 2 Listening 

（１）LISTENING TRAINING POWERED  (学校図書) 

（２）ニュー リスニング  プラス（正進社）  

 3 Writing 

            （１）3 行日記  

      （２）テーマ別ライティング   

 4 Vocabulary 

（１）BINGO 

（２）English-Japanese Training Sheet 

（３）Dictionary Quiz 

（４）Explanation Game 

２．帯学習を単なる活動で終わらせないための工夫  

 1 帯学習を導入する  

 2 帯学習を一定期間継続する。習熟から定着へ。  

 3 小テスト、定期テストで出題し、確認する。全員が活動に習熟すれば、得点源になる。  

３．語いサイズを広げる帯学習  

 1 Dictionary Quiz  

    ３年後期から、英英辞典を用いて、教師が definition を読み上げ、生徒がそれを当てるとい

うゲーム形式の活動を行った。後半は読み上げるだけでなく、スクリーンに definition を映

し、読む活動も行った。仕上げはテストに既出のもの、初出のものを混ぜて出題した。   

 2 Explanation Game 

    本多敏幸先生が江東区立深川八中で実践されていた報告を聞いて、自分なりにアレンジし

て、継続して行っている。説明を聞いて「当てる」のではなく、「説明ができるか」が大切

なポイントである。  

 

４．まとめ  

帯学習・帯活動での工夫を、参加者の方々で、日頃行っている帯学習での工夫を話し合っ

ていただき、意見交換をした。  
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夏の語い指導ワークショップ（２） 

語い指導としての Picture Describing 

葛飾区立水元中学校  福 田 真希子 

 

１ はじめに 

 英語ができる、できないにかかわらず「わからない」と言って苦手意識をもつ生徒が多い。

現在の生徒は２年生から担当して持ち上がり、３年で英語の授業を楽しいという生徒は増えた

が、苦手意識を除くことができなかった。社会に出ると自分がわからないことは多くあるが、

それを調べたり説明したりしなければならず、未知の分野に対しても積極的に挑む姿勢が求め

られている。苦手意識をもつ生徒も多いが、活動などに前向きに取り組んでいる。楽しいとい

う気持ちを大切にしながら、「わからない」ことに対しても楽しんで取り組む生徒を育成し、「わ

かる」生徒を増やしていきたい。  

 今回のワークショップでは、Picture Describing を行う。３年生１学期の実践である。アウト

プットの活動では、慣れないうちは何を言っていいかわからない生徒も多く、継続してアウト

プットさせる必要がある。また、正しい英語で話すために、絵を説明するのによく使う動詞の

コロケーションの指導などのインプットを行うこと、などさまざまな語い指導を行っていくこ

とが大切である。  

 

２ ワークショップの流れ 

（１）Warm-up 

 ８月１日の記念日になっている｢花火｣をテーマにしてペアで Picture Describing を行う。  

 一方が説明し、他方は画像を見ないでどちらの絵を説明しているか推測する。  

（２）Picture Describing の実践  

①Help Each Other 

ワークシート【資料①】の絵を見ながら、グループ内で順番に１文ずつ Picture Describing

の練習を行う。わからないときは、Help me! Sheet【資料②】を参考にしてよい。  

②LINE Attack 

 列対抗で Picture Describing を行う。１人２文の英語で絵を描写する。各列先頭の生徒が起

立し、指名されたら発表して着席。次の人に交代する。一番後ろの座席の人が 初に発言し

終えた列の勝ち。間違った英語については教師がその場で訂正する。良い内容については他

の生徒に復唱させ、良い点を指導し、必要な場合は板書する。発言した生徒は座って自分や

他の人が言った文を書く。  

③Presentation Test 

 別室で ALT と１対１で Picture Describing を行う。テスト用紙の提示された絵【資料③】

のうち、１枚の絵につき２文の英語で絵を描写する。１分間で２枚以上の絵を描写するが、

そのうち必ず質問を入れる。絵に関する質問でも ALT に関する質問でもよい。 後に ALT

から質問されたことに答える。戻ってきた生徒は評価用紙【資料④】に感想と ALT から質

問された内容と答えを書いて提出。  
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   年   組   番 

名(漢字)                          

前(ローマ字)                 

■評価  Evaluation 

 評価の観点 評価の観点 Scott の評価 

1 Pronunciation 正しく発音しているか  （ ５ ４ ３ ２ １ ） 

2 Fluency 英語らしく、スラスラと話しているか  （ ５ ４ ３ ２ １ ） 

3 Reaction 聞かれた質問に対し、きちんと答えられたか  （ ５ ４ ３ ２ １ ） 

4 Over all 総合評価  （ ５ ４ ３ ２ １ ） 

■受験を終えて Self-evaluation 

                                       

                                       

          class:    No.:      

          name:                      

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
            

 

 

 

 

2B 

①There are    . / Nancy / Jim / cousin / talk 

②run / basketball game / gym /     and      

③look(s)     / Maya / chair 

④number 5 in the      uniform / be good at     

  play / shoot / There are    . 

 

3C 

①look at     / Nana / an elephant / India  

  use a computer 

②smell(s)     / Maya / Sonia / mother / Indian food 

③curry and rice / use a spoon 

④use hand / right hand / custom 

３ 使用した資料 

【資料①】ワークシート     【資料②】Help me! Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料③】Presentation Test 用紙    【資料④】評価用紙  
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４ 生徒の声（３年生１３１名 アンケート結果より） 

①LINE Attack 

・文がうまく作れなくて焦る  

  ときがある。   

 （A で３と答えた生徒）  

・自分が考えていたのと同じ  

  ものを先に他の人に言われ  

  てしまい、考えるのが大変。  

・２文で言うときは内容を考えるので大変。１，２年の復習をしようと思った。  

・難しいけれど、簡単な文でもいいからどんどん言うことが大切だと思った。  

・日本語で考えてから英語にするとだめだと思った。  

・速く文を作れるように、いろいろな文を作れるようにする。  

・決まった表現を覚えていれば絵によって変えるだけなので簡単。  

 

②Presentation Test 

・相手がどう思っているかわ  

  からないし、通じているか  

  不安。  

・(ALT の)先生の発音がなか  

  なか聞き取れない。リスニ  

  ングの練習をしようと思う。  

・本物の外国の先生と話すことが難しい。ちゃんと伝えられているか心配。  

・発音に気をつけて話すことが大切だと思いました。  

・Yes/No 以外で答える質問だと慌ててしまう。変なことを言ってしまう。  

・(ALT の)先生 高！！楽しかった！  

・英検の二次試験の練習になると思った。３級の二次より難しかった。  

 

５ Picture Describing での留意事項 

・教科書本文と違う文であっても構わない。むしろ自分が身につけた表現をアウトプット  

 できていると考えられる。  

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

 やすいと考えられるが、適当な絵を見つけるのが難しい。著作権にも注意する。  

・学習指導要領に「文と文のつながりを注意して文を書く」とあるので、単に１文だけを  

 書かせる活動で終わらないような工夫が必要である。  

・Speaking 活動の場合、 impromptu か prepared かで、負担が変わってくる。段階的な指導が  

 必要である。  

・アンケートより、生徒は ALT との活動(Presentation Test)を難しいと思っているが、ほぼ全

員が楽しい、ためになると感じている。このことから実際に ALT と話す活動を定期的に取

り入れることで、生徒の活動に対するモチベーションも上がっていくのではないかと考える。 

 

A 難易度  

１  とても易しい ２  まあ易しい ３ まあ難しい ４ とても難しい

1  人  65  人  62  人  3  人  

0.8  ％  49.6  ％  47.3  ％  2.3  ％  

B 楽しさ  

１  とても楽しい ２  まあ楽しい ３ まあつまらない ４とてもつまらない

40 人 76 人 8 人 1 人 

30.5 ％ 58 ％ 6.1 ％ 0.8 ％ 

C ためになる度  

１  とてもためになる ２  まあためになる
３あまりためになら

ない 

４全然ためにならな

い 

63  人  63  人  4  人  1  人  

48.1  ％  48.1  ％  3.1  ％  0.8  ％  

A 難易度  

１  とても易しい ２  まあ易しい ３ まあ難しい ４ とても難しい

1 人 40 人 84 人 6 人 

0.8 ％ 30.5 ％ 64.1 ％ 4.6 ％ 

B 楽しさ  

１  とても楽しい ２  まあ楽しい ３ まあつまらない ４とてもつまらない

56 人 74 人 0 人 1 人 

42.7 ％ 56.5 ％ 0 ％ 0.8 ％ 

C ためになる度  

１  とてもためになる ２  まあためになる
３あまりためになら

ない 

４全然ためにならな

い 

92 人 38 人 0 人 1  人  

70.2 ％ 29.0 ％ 0 ％ 0.8  ％  
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夏の語い指導ワークショップ（３） 

授業で生徒が学び合う 

－ 語い指導・辞書指導 － 

江戸川区立篠崎第二中学校 上 尾 栄美子 

１ 教科書本文を使っての辞書指導 

(1)オーラル・イントロダクションから辞書指導へ 

   教科書の１ページを取り上げ、オーラル・イントロダクションを行い、その後のエクスプ

ラネーションにおいて、自然な流れで辞書を引かせる例を紹介した。 

 

NEW HORIZON English Course 2  2012  東京書籍株式会社 

 Unit 1 Dogs with Jobs (p.4) 

     Jenny was a guide dog two years ago. 

     She helped her user a lot. 

     They were very good friends. 

     Now she's a PR dog. 

     She's proud of her new job. 

 

実際の授業で行ったオーラル・イントロダクション 

[盲導犬の絵を示して] This is Jenny. She is so cute! Two years ago, she was a guide dog. 

[盲導犬と使用者の絵を示して] This is her user, a blind person. Jenny helped her user a lot. 

So they were very good friends. But now, she is not a guide dog. She got a new job. What is her  

new job? Find the answer and underline.  

→本文４行目に下線を引いていることを確認する。  

Yes, Jenny is a PR dog now. Then what is Jenny thinking about her new job?  

→本文５行目に着目させ、“proud”を辞書で引かせる。“be proud of”と例文を確認する。その際、

辞書を縦に読ませて、“pride”も見つけさせた。生徒にとって、“proud”より身近な単語であると

考え、併せて確認させた。  

 

 (2)授業の復習として－家庭学習用課題を活用する 

   家庭学習用課題として、“ENGLISH SUPPLEMENT”というワークシートを作成し、取り組

ませている。これは、教科書本文に下線を付け、その語句に関する問題を解かせるというも

のである。目的は以下の通りである。 

  ・既習事項（特に疑問詞や代名詞など）を繰り返し学習し定着させる。 

  ・語いサイズを広げる（類義語、対義語など）。 

  ・調べればできる問題で、家庭学習定着の一助とする。  

  ・家庭でも辞書を使わせる。→自学する力をつけさせる。 

  （・一部、発展的問題を取り入れ、fast learner の学習意欲を高める。）  
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  以下はワークシートの問題の一部である。  

③  her 「    」  

 「彼女は」は？     「彼女を（に）」は？      

 「彼女のもの」は？      （ヒント１年 p.78）  

④  user 「使用者（ここでは盲導犬の飼い主のこと）」  

 →  use ( 動  )詞 「       」  

 動詞＋er で「～する人（もの）」になります。例）play→player 

このような(user, player のような)単語をできるだけたくさん書いてみましょう！  

                                     

                                     

 

 生徒にこのワークシートを取り組ませる際には、目的を説明し、継続して取り組むことで力

がつくということを話している。また、「できるだけたくさん書く」問題では、「クラスに貢

献しよう！」と伝えている。  

 

 (3)アイディアの共有 

  ワークショップでは、教科書の別の１ページを取り上げ、(1)で紹介したようなオーラル・

イントロダクションの後に辞書を引かせる語はどの語が適切かということについて、意見交

換をした。多くの意見が出され、示唆に富むものが多かった。 

 

２ 語いサイズを広げる活動の工夫 

 ３年間を見通して、計画的に系統立てて、語いを導入する例を紹介した。 

〈感情表現の語いの場合〉 

     １年 Warm-up    I’m fine. 

     ２年  Unit 1      She looks happy. 

     ３年 Unit 1      Her song makes me happy. 

   

 (1)生徒の学習段階に合わせて、語いを少しずつ増やす。 

(2)コーパスや辞書の例文を活用する。 

    辞書で“look”を引かせて、“You look nice in the dress.”“She looks young for her age.”等の例文  

に触れさせた。  

(3)生徒が興味をもって取り組めるテーマをペアワークに取り入れる。 

３年生向けペアワークを以下のように紹介した。 

①感情表現の形容詞を絵を見せながら導入する。 

happy, sad, tired, sleepy, angry, sick, excited, hungry, thirsty, 

 surprised, relaxed, bored, scared, nervous   

  ②生徒と以下のようなインタラクションをしながら、ペアワークで使用する対話を黒板に提

示する。（ ）内は生徒の発話。 
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[ホラー映画のパンフレットを見せて]Look at this! This is my favorite movie. I love watching 

 horror movies because it makes me excited! How about you? Do you like watching horror movies? 

(No….) No? Why not? (Scared…) Oh, you don’t like watching horror movies because it makes you 

 scared. I see. How about you? Do you like watching horror movies? (Yes, I do.) Why? (Because it 

 makes me …excited.) OK.  [ジェットコースターの写真を見せて] Do you like roller-coasters? 

 (No, I don’t.) Why not? (Because it makes me sick.) Oh, you don’t like roller-coasters because they 

 make you sick.  

同様の流れで、“shopping” “studying math” “listening to music” “cockroaches” についてもイン

タラクションする。  

《板書例》       

 Do you like ～?                      

   Yes, I do.   No, I don’t.             happy    sad    tired  

  Why?      Why not?               sleepy   angry   sick 

  Because it makes me ….              excited   hungry  thirsty   

         they make                   scared    bored   relaxed 

                                    nervous  surprised  

                                                                      

 

上記の導入後、ワークシートで６項目について、６人のクラスメートにインタビューさせ、

その後、聞いたことを“… likes shopping because it makes her happy.”のようにレポートさせる。ま

た、自分が言えたことについても英語で書かせる活動を行い、まとめとする。 
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夏の語い指導ワークショップ（４） 

「 中学１年の辞書指導・語い指導 」 

世田谷区立三宿中学校  壽 原 友理子 

１．はじめに 

 （１）辞書指導どうしていますか？ 

    参加者の先生方が、「いつから」「どのくらいの頻度で」辞書指導をしているかを全体

で共有→５０％弱の先生方が授業で辞書指導を取り入れている。 

 

 （２）生徒の声（１年生 ７８名、１学期末授業アンケートより） 

好き まあまあ好き あまり好きではない 嫌い 無回答 あなたは辞書を引くの

が好きですか。 ３３人 

（４３％） 

３２人 

（４１％）

８人 

（１０％）

４人 

（５％） 

１人 

（１％） 

授業以外でも引いている 授業で言われた時だけ引く 無回答 あなたは辞書を・・・

５１人 

（６５％） 

２５人 

（３２％） 

２人 

（3％） 

とても役に立つ まあまあ役に立つ あまり役に立たない まったく役に立たない 無回答 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。 

４７人 

（６０％） 

２８人 

（３６％）

３人 

（４％） 

０人 

（０％） 

０人 

（０％） 

   １学期末に実施したアンケートの結果より、生徒が辞書を使うことで英語の力がつ

くと感じ、積極的に使っていることがわかった。→本格的に英語学習を始めて３ヶ月

半、辞書を使い始めて２ヶ月半の生徒も辞書を使うことに慣れ、自主学習にもつなげ

ることができる。（資料①参照） 

 

２．辞書指導 

 （１）辞書指導は「いつ」「どのように」始めますか？ 

    ① 開始時期 

     １年生の５月、ゴールデンウィーク明けから始めている（アルファベットの大文字・

小文字テストが終わったころ）。 

    ②辞書を引くための準備 

     （ア）アルファベット：アルファベット順を覚えるための迷路。 

     （イ）辞書の引き方：ブックマークを使ったゲーム、載っている順に番号をつける。 

     （ウ）辞書の用意：授業と４月の保護者会で説明、紹介→各自で購入させる。 

 

 （２）どのような語句を引かせますか？ 

    初期は語義が少ないものや１学期に学習する予定の語を引かせるようにする、早く終

わった生徒への課題としてレファレンスになるようなページを探させる。 
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３．そのほかの語い指導 

 （１）アクションタイムとアクションカード 

    Sunshine English Course 1 にある、「アクションタイム」のコーナーと、付録として

ついている「アクションカード」を使った活動の紹介。 

    ①アクションタイム：教科書付属の CD を使い、音楽に合わせてジェスチャーをしなが

ら発音練習をする。 

    ②アクションカード：３６個の一般動詞とそのコロケーションが練習できる絵／文字

のカードを使い、ペアで指さしゲーム 

 （２）フラッシュカード 

    自作のフラッシュカードを紹介する（紙のサイズ、色の付け方、フォニックス）。 

（３）ペアワーク 

    ペアワークやインタビュー活動で、いろいろな語いを使わせることで、教科書に

は出てこないような語いでも、同じカテゴリーのものにまとめて触れられる。 

 

資料 

（「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。」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、→は教師のコメント 

・わからない単語の意味や、その単語の使い方がよくわかるから。（１５） 

・自分で調べることで覚えやすくなる。（１１）→記憶に残りやすい学習法を！ 

・スペリングがわからないときに引くと、スペリングがわかって覚えられる。（７）→スペ

リングを覚えるのにも一役買っている！ 

・いろいろな意味が載っているから。（６） 

・自分の言葉の世界が広がる。言葉のレパートリーが広がる。（３） 

・わからないことがわかると、今後に生かせるし、スッキリするから。（２） 

・単語の意味が書いてあるし、その使い方の英文も載っているから。（２）→例文は辞書の

命！ 

・発音も書いてあるから。（２） 

・アルファベットの順番が覚えられる（忘れない）から。（２） 

・自分がわからないところをほったらかしにするのはいけない。その場で引くとその場で意

味が覚えられる。（２） 

・一つ一つ覚えていくと、一度に覚えるより楽だから。 

・頭で思い浮かべられるから。 

・１回調べたものがわからないとき、印があるともっと記憶に残る。→印をつけることの 

効果 

・わかって「それでいいや」ではなく、印をしてやると、後で引きやすくなり覚えやすくな

る。 

・意味がわからないとき使える！（自分で調べる力がつく）→辞書は自学のパートナー！ 

・指を動かしているから覚えられる。 
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・辞書をパラパラめくるだけで脳が無意識に例文などで文法を理解しやすくすると思うから。 

・辞書にはたくさんの言葉が載っていて、少し見るだけでも覚えられて力がついたかなと思

います。 

・１回引くとずっと覚えていられるから。 

・わからないときに辞書を引き、何回もくり返し読んで覚えたから。 

・調べることによって、単語の意味が深くわかるから。→英語‐日本語１対１対応ではない。 

・１つの意味だけではなく、他の意味がわかると、より表現が広がるから。→多義語は辞書

で確認するとわかりやすい。 

・辞書を引くことによって、わからない単語を調べるくせがつくから。 

・国語でもすぐ辞書を引くようになれるから。→他教科の学習にも影響が！国語も英語も“こ

とば”を学ぶ教科。 

・インタビューテストで役に立ったから。 

・読み方だけでなくて、ちゃんと意味もわかって話せるようになるから。→調べた語いを自

分のものにして使っている！ 

・辞書で単語を調べると、読む力が身につきそうだから。 

・辞書を引いて調べることによって、頭が良くなるから。 

・辞書を引けば引くほど力がつくと思うから。 

・ときどき、難しいのは載っていない。 

・言葉の使い方や使う場面がよくわかる。 

 

●否定派 

・辞書を引くより、聞いたり話したりした方が力がつくと思うから。 

・英文を書くときには単語を覚えていないとできないので、辞書を引いたからといって力は

あまりつかないと思う。 
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夏の語い指導ワークショップ（５） 

Oral Introduction＋Explanation と語い指導 

～教科書１セクションの指導～ 

文京区立第八中学校     渓 内   明  

１．授業の構成・指導手順  

 

1 １時間の授業の流れ（教科書１セクションの指導）  

    語い指導、辞書指導を考える前に、１時間の授業構成を見直す  

 

2．Introduction(導入)の重要性  

   ・既習教材から新出教材への橋渡し（結び付け）→動機づけにつながる  

 

3．Oral introduction と Explanation 

   (1) Oral Introduction 

    文構造（文型・文法）→ grammar-centered (language material-centered) 

 

     教科書本文（題材 語句）→  story-centered (topic-centered) 

 

 (2) Explanation 

      oral introduction と explanation との関係  →  相互に補完し合う     

   

  oral introduction＋explanation＝本文の理解が（  100% ）→（ 音読 ）につなげる  

 

２．新出語句→語いを広げるには ～授業のどこで、どのような語い指導をするか  

 

  1  新出語句の扱い  

  Oral introduction の中で扱う語句  

 

  Explanation で扱う語句  

 

    Consolidation で扱う語句  

 

2  教科書本文から語いを広げる  

→教科書本文には出ていない語い（同意語、反意語、派生語、変化形、他関連する語句）  

 

  Consolidation （１時間の授業の 後に取り上げる）  

    

単元末のまとめ（１Unit / Lesson の 後に取り上げる）  

※音読の前には取り上げない  
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【資料１】  

教材例（教科書本文）  

     TOTAL English (学校図書)  Book 2     Lesson 5-B  “Career Experience”  (pp.68-69) 

5B（本時）  

     Nana and some students visited Maya’s mother’s company.  In the 

morning, they went to a showroom to see robots.  Some robots were building 

machines and others were doing housework. 

     In the afternoon, the students made small robots   They were very 

excited to control their robots.   

     At the end, they talked with the staff about robots in the future 

 

目標文：They went to a showroom to see robots. 

新出語句  

showroom  build(ing)  machine  other  housework  some～others… 

       control   staff  future  be excited to…  in the future 

 

【資料２】  

１時間の授業の流れ 

指導手順・指導内容など  

(1) あいさつ  

(2) ウォーム・アップ  （例：Q&A / Dictation / Bingo / Song ) 

(3) 英語を使う活動（帯活動）（例：Chat / Q&A practice / Picture Describing / Speech）

(4) 復習  

      例：・前時の新出文構造(ドリル、コミュニケーション活動など)  

・前時の教科書本文(Ｑ＆Ａ、語句の確認 音読、暗唱発表など) 

     ・前時以前の学習内容の復習  

(5) 新教材の導入・練習  

   ①  (   C   ) 

   ②     (   D   ) 

③     (   A   ) 

④     (   H  ) 

⑤     (  F/G   ) 

⑥     (   B   ) 

⑦  (   E   ) 

 

(6) まとめ  

   ・新出の文構造の確認 Writing (copying)の練習  

   ・家庭学習の課題を提示  

(7) あいさつ  

Ａ  本文内容の英語による口頭導入  

Ｂ  単語カード (フラッシュカード )で新出語句の

発音練習  

Ｃ  新出文構造の英語による口頭導入  

Ｄ  新出文型の説明 練習 (ドリル ) 

Ｅ  教科書本文の音読   

Ｆ  日本語による本文内容の説明  

G 日本語による新出語句の説明  

H 教科書本文の音声を CD などで聞かせる  
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【資料３】  

 

新教材の導入についての基本的な考え方 

 

 新教材(文型と教科書本文)の導入は、英語による口頭導入で行われることが望ましい。        

→  Oral introduction  

 

(1) 言語の本質は、音声→文字 である。  

 

(2) 言語の４技能の指導順序（=習得順序）は、  

    ①英語を(  聞いて  )理解させる（音声）  

   ②聞いて理解した英語を(  言える    )ようにさせる（音声）  

     ③言えるようになった英語を(  読める  )ようにさせる（文字）  

     ④読めるようになった英語を(  書ける  )ようにする（文字）  

 

(3) 聴覚像（=acoustic image）を形成する上で重要である。  

 

(4) 授業の流れの中で得られる、aural perception / aural comprehension の機会である。  

 

(5) 音の対立に注目させることができ、音声の流れ（音声言語）に対する認識を持たせること

ができる。（→英語の音に慣れさせる）  

 

(6) 新出事項（文構造、語句）を文脈の中でとらえ、その意味や機能を把握できる。  

 

(7) recognition の段階で、日本語の介在なしに意味の理解ができる。  

  逐語訳を避けることができる。日本語のみで意味が記憶されることを避けられる。  

（→直聞直解の訓練  / 直読直解への橋渡し）  

 

(8) 音声言語を理解する上で大切な瞬間的な「ひらめき」やことばを理解するのに必要な類推

力を訓練することができる。  

 

(9) 英語での思考（発想、思考形式の体得）に役立ち、英語の語感の体感に役立つ。  

 

(10) 音声言語を理解できるという喜びと、英語（学習に）自信をもたせるきっかけとなる。  
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【資料４】  

Oral Introduction の例 

(教科書準拠の picture cards 等を見せながら) 

（前時の内容を振り返る）  

At Nana’s school, the 2nd year students go to career experience.  Nana likes 

to use computers.  She likes to design things.  So Maya thinks that her mother’s 

company will be good for Nana.  What does Maya’s mother do?  Maya’s mother 

works for a robot company.  She designs robots on computers.  Nana is happy to 

hear that. 

 

（本時に扱う本文の内容）  

下線部＝新出語句  

Nana and some other friends visited Maya’s mother’s company for career 

experience.  Maya’s mother and other staff design robots at this company.   

In the morning, Nana and her friends went to a showroom. Why?  They 

went to a showroom to see robots.  What kind of robots did they see there?  What 

were the robots doing?  Some robots were building machines (build を板書 )  

Others were doing housework. (housework を板書 )  What is housework?  For 

example, cleaning the room, cooking, washing clothes…（他の robots の例も提示す

る）They saw many kinds of robots in the showroom.  Maya’s mother and the staff 

were good teachers.  They were kind. 

In the afternoon (After lunch), the students had an exciting experience.  

What did they do in the afternoon?（→聞き取り、読み取りのポイントにする部分） 

At the end, Nana and her friends talked with Maya’s mother and other staff at 

this company.  What did they talk about?  Of course, they talked about robots.  

For example, five years later, ten years later….(2019, 2024 などと板書) what 

kind of robots can we make?  What can robots do?   They talked and about 

robots in the future. (future を板書) 

And they asked the staff some questions about robots. 

 

（読み取りまたは聞き取りのポイントの提示) 

 What did Nana and her friends do in the afternoon? 

 →  They made small robots. / They controlled their robots. 
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【資料５】  

Explanation の例  

 

（音読前の Explanation）～音読に向けて本文の内容に理解につながる項目  

 

・at Maya’s mother’s company  →  マヤの母親の（     ）→会社  

・ in the morning  午前中に→ 日本語の「朝」とはちがう  

・showroom ＝展示室に行った理由、目的を表す英語→ to see robots. 

・Some～others…. ～もあれば…もある。 / others=other robots 

   →機械を組み立てていたロボットもあれば、家事をしていたロボットもあった。  

・build(ing) machines  （ロボットが）機械を→ 組み立てる  

・were building  なぜ過去進行形なのか  

→生徒たちが showroom に行った時に、ロボットが（ちょうど）～していた  

・housework 家事  / do housework 家事をする  

・ in the afternoon  the の発音（母音の前）  

・excited（わくわくした、興奮した）→その理由を表している部分は→  to control their robots 

・control （操作する） 発音に注意   

・ their robots  彼らが作ったロボット  

・at the end  後に、おしまいに  at the の発音に注意  / 母音の前の the の発音に注意  

・staff  社員  

・future  将来  (通常 the をつける)  in the future 将来において  

 

(音読後または単元末での Explanation) 

～教科書本文に関連しているが、内容理解とは直接関係のない事項  

 

・build  建てる、建設する。 過去形  built / ※建物  building 

  家を建てる  build a house  →  He built a new house last year. 

・ in the morning 午前中  / in the afternoon 午後に  / in the evening 夕方、晩に  

 at night  夜に  

・I’m excited to control their robot. 

      excited の他に、happy / sad / surprised などこの形の文で表すことができる。  

  例 : Nana was happy to see many robots. 

・control  制御する 過去形  controlled (スペリングに注意) 

   She controlled the new machine, 
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夏の語い指導ワークショップ（６） 

 

「中学校 3 年 Reproduction＋Paraphrasing＋Describing」 

 

千代田区立九段中等教育学校   石 井  亨  

 

１  語いサイズを広げるために…… 

（１）教科書などの既習の語いを忘れさせない。  

（２）教科書以上に語いを指導する。  

２  既習の語いを忘れさせない  → 使わせる＝Production活動  

（１）今、指導しているLesson(Unit)の語いを使わせる＝Reproduction 

（２）今までの既習の語いを使わせる＝Paraphrasing,Describing (資料２) 

３  Production活動  

（１）生徒自身が教科書の語いをそのまま使う＝Reproductionなど  

（２）生徒自身が内容と使う英語を考える＝Paraphrasing,Describing,Chat,Speech,Skitなど  

４  Production活動の指導計画  

（１）帯型＝各授業に活動を入れ、継続する。例えばChatを毎時間行うなど。  

（２）まとめ型＝Lesson(Unit)のまとめとして行う＝Speech,Skitなど  

５  年間指導計画と単元指導計画(資料1) 

（１）年間指導計画を立て、どの単元で、どのようなProduction活動を行うかを計画する。  

（２）単元指導計画を立て、何のProduction活動をするのか、そのために第１時の授業から何を

指導するのか計画を立てる。  

（３）各授業の指導案を作成する。  

 

資料1           3年  Unit 2 の指導・評価計画  

   １．単元の指導  

   ・現在完了(継続) ・現在完了(継続)疑問文とHow longを使った疑問文    

・beenを使う現在完了(継続)   ・現在完了進行形(高校学習内容)   

・Picture describing of Unit 2  ・”This is your reporter”の発表  

   ２．既習事項、今後の指導との関連性  

     Unit 1では受け身の指導を行った。過去形と未来を表す表現を織り交ぜて会話の指導を行

い、Chatも4回ほど行ったところ、3分間会話が続くペアが約７割となった。言語活動とし

て日本文化紹介を設定した。説明は簡潔で、わかりやすい方がよいと考え、4文以上10文以

下という条件にした。  

このUnitでは現在完了形(継続)と現在完了進行形を指導する。Unitの終わりにUnit 2の絵

を使ったPicture describingを入れ、教科書以上の描写をさせてみる。それを活用し”This is

 your reporter”という教科書の発展的なReproduction（Paraphrasingも含む）を設定する。前

期中間テストにはUnit 2までをテスト範囲に入れる予定。  
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３．指導・評価計画     

時 指導内容 評価 

 

1 

 

ア現在完了肯定文(継続)、haveと  has

の使い分け  

イfor とsinceの使い分け  

ウInstant speech  

エUnit2(1)P.14  Listeningで内容理解  

オP.14の音読練習(Reporter風に) 

ウ3文以上でSpeechできたか  

エ本文から現在完了と受け身の文を探

せたか  

オReporter風の音読だったか  

 

 

 

2 

 

ア現在完了(継続)疑問文、haveと  has

の使い分け  

イHow longを使った疑問文  

ウfor とsinceの使い分け  

エChat 

オUnit2(2)P.15  Listeningで内容理解  

カP.15の音読練習(Interview風に) 

エChatで質問し、2分以上続いたか  

オListening questionに答えられたか  

本文から現在完了の文を探せたか  

カInterview風に音読したか  

 

 

3 

アbeenを使う現在完了(継続) 

イInstant speech 

ウUnit2(3)P.16  Listeningで内容理解  

エP.16の音読練習(実況中継風に) 

イ3文以上でSpeechできたか  

ウListening questionに答えられたか  

・本文から現在完了の文を探せたか  

エ実況中継風に音読したか  

 

4 

アUnit2(4)P.17  Listeningで内容理解  

イP.17の音読練習  

ウInstant speech 

(既習の現在完了を使う) 

アListening questionに答えられたか  

イ本文から現在完了と受け身の文を  

探せたか  

ウ5文以上でSpeechできたか  

 

5 

ア現在完了進行形  

イ現在完了形のDrill(Worksheet) 

ウWinning(P.20～25)宿題回収  

Murphy(Unit16,17)の課題提示  

ア概念がわかったか  

ウWinningとMurphyは test範囲  

  英語試験日に回収・点検  

 

6 アP.18 Review  

イPicture describing of Unit 2 

イ既習英語でUnit2の絵を描写できたか

 

7 

アP.19 Listening + 2 

イPicture describing とReproduction

の練習  

イP.14,16,17を描写できるか  

8 

9 

アPicture describing とReproduction

の練習  

アPicture describing とReproduction 

Paraphrasingで表現できるか  

10 

11 

アReproductionの発表  

 

アPicture describing とReproduction 

Paraphrasingで表現できるか  
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資料２  

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

        ・英検2次試験対策にする。  

内容：絵について、英語で描写する。  

      指名された生徒は英語で描写し、OKなどと言われたら座ってその英語をノートに書く。 

    他の生徒の英語を聞き、良い表現をノートに書く。  

表現方法  

ア 人物について描写する。(服装、様子、知っていることなど)   

動作は現在進行形(be動詞+動詞 ing)を使う。  

 (e.g.)A man is a wearing green sweater.／  They are sitting on the chairs.  

イ 人物がどこにいるかを描写する。  

   There is (are) ～を使ってもよい。There is (are)+主語(+場所) 

   前置詞：on～  (～に接して)  by ～  (～のそばに) under ～  (～の下に)  in～  (～の中に) 

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

next to ～  (～の隣に) 

 (e.g.)There are five people in the picture.  

There are a lot of cookies on the plate. 

ウ 想像できること、これからしそうなこと(be going to, will)を描写する。  

   主語  + be going to + 動詞の原形   /  will + 動詞の原形  

  (e.g.)A boy is going to eat cookies.  A lady will drink coffee. 

エ 自分の意見、考えを言う  

  look～  (～に見える)  I think ～  (～だと思う)  I hope ～  (～を希望する)    

I know ～  (～を知っている) 

  (e.g.) A boy looks happy. I think they are talking in English.  

オ 助動詞などを使う(1, 2年の復習) 

  will ～  (～するだろう)  must ～  (～しなければならない、違いない)  

may～  (～かもしれない、してもよい)  can ～  (～することができる)    

should ～  (～すべきだ、した方がよい) have(has) to～(～しなければならない)   

don't(doesn't) have to～(～しなくてよい) 

  (e.g.) I think a boy has to clear the table. 

カ 現在完了形を使う(継続など) (3年の復習) 

  (e.g.) I think they have been in this room for 30 minutes. 

キ 不定詞を使う  (2,3年の復習)    ＊下線部には動詞の原形を  

   need to do  (    する必要がある)  want to do  (～したい)   

like to do  (～することが好き) try to do  (～しようと試みる)   

start(begin) to do   (～し始める) 

  (e.g.) I think a boy tries to communicate in English. 
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ク 接続詞を使う  (2年の復習) 

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

Before～  (～する前に)   ,because～(～なので)      ,so (だから～) 

  (e.g.) If I do homestay in Australia, I will try to communicate like him. 

ケ 比較級(…er、more)、 上級(the …est, the most)、as ～as… (…と同じくらい～)を使う  

(e.g.) A man is taller than a boy.  

コ 受け身(～される、られる)：be動詞＋過去分詞  (2年の復習) 

  (e.g.) I think cookies were made by a lady. 
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夏の語い指導ワークショップ（７） 

中１ギャップ解消を目指すリタラシー指導を含む語い指導 

      品川区立荏原第六中学校 岡 﨑 伸 一 

１ はじめに 

 小学校での外国語活動では、聞くことと話すことを中心として指導している。そのためもあ

り、文字指導をしている小学校は極めて少ない。小学校中学年でローマ字指導をうけているが、

単語、語句、英文を読むための指導を段階的に、しかも系統的にもされていない。それにも関

わらず、中学校では教科書を開けば英語だらけなのである。つまり、「すぐに読むことが求め

られる」のである。ここに「英語科の中１ギャップ」があると考えた。平成 24、25 年度に品川

区立小山台小学校、荏原第一中学校と荏原第六中学校との共同研究をしてきたことを基に発表

をした。  

 

２ 中１ギャップ解消に向けて 

 では、この「英語科の中１ギャップ」を解消するには、どうするのか。以下の 4 つである。

１．Alphabet(音素体操)＜Phonetic awareness＞、２．Onset & Rhyme、３．Phonics、４．Sight Words、

で指導していく。  

 1 Alphabet(音素体操)＜Phonetic awareness＞  

  YouTube で検索するとこの音素体操を映像で見ることができる。T.P.R.のように実際に体

を動かしながらアルファベットを学ぶ。動作の一つ一つは音素を表している。文字の名前は

とても馴染みがあり、知らない生徒はいない。そこから音を認識させていく。例えば、B（ビ

ィ）は２つの音素からなり、音素体操でも２つの動作からなる。そこから、イの音を抜くと、

ブという B の音となる。共通しているものは同じ色で示している(B,C,D,G,P,T,V)。詳細は、

開発者であるアレン玉井光江先生（青山学院大学教授）の書著『小学校英語の教育法 理論

と実践』（2010、大修館書店）を参照して頂きたい。  

  2 Onset & Rhyme 

   右図のようにプレゼンテーションソフトを使い提示して  

いる。at の rime を提示し、 初の単語を提示する。ここでは cat

である。そして onset を変えながらテンポよく読んでいく。各単

語に各絵も提示していく。会場では、-et, -en, -an, ig の rime を使

って指導を例示した。  

   この指導を通して感じたことは、Onset & Rhyme で指導するにはたくさんのセットがあ

る。当然、時間もかかる。しかも、教科書指導は６月半ばからを計画していたために時間も

限られる。そのことから、上述の 2,3,4 で指導する語いを教科書 Lesson4 までの中からピック

アップし、教科書がすらすら音読できるように語い指導をするように計画を修正した。  

  3 Phonics 

  Phonics では、まずは Lesson4 までの語いを見てみると sh, ee, oo, ea, サイレント e が多く

あり、それらをプロジェクターで投影し、授業のウォーミングアップで読ませる活動をして

いる。2 学期からは教師が発音したものを空中に書いて確認する活動にステップアップさせた。 
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Onset & Rhyme、Phonics ＆ Sight 

words 

+ 

ダイアローグ指導（新出文法事項）  

+ 

Bingo、Oral introduction（教科書指導）

↓  

Flash cards 

↓  

教科書音読（練習＆検定）  

１回もつっかからずにできたら→ A 

１回つっかかった      → B 

２回以上つっかかった    → C 

  4 Sight Words 

  これは phonics のルールに当てはまらず、理屈抜きで覚えて欲しいものだ。それらも Lesson4

までを一つの区切りとしてピックアップした。  

  これらを含んだボトムアップリーディング指導のカリキュラムは、先述の著書の 153 頁を

参照して頂きたいと思う。  

 

３ 教科書指導につなげる 

 ここまでの指導を右図のようにダイアローグ指

導や Bingo、教科書指導と合わせながら、教科書

本文をすらすら読める手立てとして指導していっ

た。  

 Bingo の時は、onset の音を強調してやっている。

例えば、cool とあれば、「c[k], c, c, cool, C, O O, 

cool」と読み上げることで、onset に注目する。  

 教科書内容の口頭導入は Lesson3 までは教科書

の英文通りで行っている。そのことにより、ピク

チャ―カードを活用しての口頭導入の音声と黙読

や音読する文字との一致がさせやすくなる。また、パソコンで工夫して提示しているために、

話者を焦点化しやすく、話の意味も取りやすくなる。  

 

４ 辞書指導 

 教科書内容を導入してから内容理解をさせてから、日本語で説明する場面がある。その際に

１ページに一語は辞書引きをしている。中１の 4 月から辞書引きをしているので１学期の終わ

り頃には早く引ける。小さな積み重ねが大きいと実感する。  

 

５ 音読検定 

 内容理解後に音読練習をする。まずはすらすら読めることを目標としている。家庭学習で星

読みを５つさせ、次の授業時には復習として音読

検定をペアでやらせている。評価基準は右の通り

である。教師が見本を見せ、練習で評価をさせて

みる。それを教師が評価をして例を示すと生徒も

同じくやれる。意外に教師よりも生徒の方が厳しい評価を下すことも多い。教科書の右上に評

価を残しておく。Lesson1 と 2 の 6 頁を 106 名分、集計したところ、A=72.8%, B=11.2%, C=5.2%,

未記入が 10％であった。A と B で 84％であり、概ね達成率は良好であった。ただし、未記入

の 10％は次からなくしていく必要がある。C の生徒は学年でも数名に限られていた。今後はこ

れらの生徒をよく観察し、指導していく。  

 

６ おわりに 

 中１では「読むこと」をスムースにできるように指導し、「文章がすらすら音読できる」こ

とが「やればできる、できた」になり、生徒の自己肯定感を高めると考える。今後も楽しみだ。 
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夏の語い指導ワークショップ（８） 

中学２年生に教科書の語いを定着させ、さらに語い力を伸ばすための工夫 

江戸川区立清新第一中学校  関 口  智 

 

１ はじめに 

教科書の新出単語の意味調べを予習として課しているかを会場で確認したところ、多く

は課していなかったが、少数ながら課している先生方もいた。課さない方がよい理由として

は以下のことが考えられる。 まず、単語が全部わかってから読む習慣がついているので、未

習語ありのテキストが読めなくなる。次に文脈などから意味を推測するという外国語学習で

大切なトップダウン的な考え方が育たない。オーラル・イントロダクションを行っていくこ

とで、生徒は未習語があっても本文に入っていくことができる。  

 ２ 教科書の単語 

（１）全て覚えさせる？  

       生徒にとって大きな負担となり、好ましくない。特に題材語としてその場のみで使

われ、頻度の低いものは覚えさせる必要はない。  

     意味がわかる程度の「受容語い」と表現段階まで達している「発表語い」があるが、

研究部では 2005 年度に「都中英研研究部推奨発表語いリスト」635 語を選出している

ので、これも参考にしていただきたい。研究部のホームページから研究冊子「語いと

英語教育」を閲覧することができる。  

    （２）教科書の単語とは？  

①教科書で扱う単語の数は？→1,200 語程度である。  

②扱うべき単語は学習指導要領で指定されている？→指定はない。  

③教科書毎に扱う単語は違う？→教科書ごとに異なる。題材が違うからである。  

       ウェブ上に「中学で学ぶ英単語」（開隆堂）があり、これは各教科書で使われてい

る英単語のリスト (PDF、Excel)で、ダウンロードできる。これを使い、以下の単

語は教科書会社６社中何社で使用されているかを示した。意外な結果に会場で驚

きの声が挙がった。  

along(4/6), anyway(2/6), business(3/6), careful(4/6), either(4/6), glad (5/6), 

        heat (2/6), hobby(3/6), host (3/6), invite(4/6), kitchen(3/6), moon(3/6) 

      現在使用している教科書に不足している重要語を知り、どう補っていくかを考え

る必要がある。  

④使用教科書の不足語を補うには？  

       →ビンゴ、 teacher talk, 辞書指導、歌、コミュニケーション活動、サイド・リー

ダー（じゃれマガ、Catch a Wave など)、ALT、リスニング教材などが考えられる。  

３ たかがビンゴ、されどビンゴ  

   →３年間で 1,800 語を学べる。(Let's Enjoy Bingo 浜島書店) 

   やり方（関口式）  

    ヒントを与えて生徒に当てさせる。  
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①義から連想させる。  

②対義語から連想させる。  

③コロケーションから連想させる。  

④意味の流れから連想させる。  

    効果  

①英語のまま日本語を介さないで認識できるようになる。  

②単語がネットワーク化され、広がっていく。  

③リスニングの力がつく。  

④既習の語いを聞きながら連想していくので、単語の知識が活性化される。  

 

４ 教科書(New Horizon)の本文で１回しか登場しないターゲットの“call”を活用し定着さ

せるとともに、自(他）己紹介に必要な語いサイズを広げる工夫  

 

Introduction of Your Friend(他己紹介) 

２-(    ) No. (   ) Name(                                               ) 

１ 自分で質問に答えなさい。  

１    What's your name?   My name is 

２    What do I call you?   Just call me 

３    Where do you live?   I live in  

４    Do you have a pet?   Yes, I do.      No, I don't. 

５    What pet do you have?   I have a(an)              

６    What do you do when you are free?   I 

７    What's your favorite food?   My favorite food is 

８    Who is your favorite singer(movie 

star)? 

  My favorite singer(movie star) is 

９    What sport do you like?   I like 

２ ペアを作って質問し、答えをメモを取りなさい。  

１    What's your name?   My name is 

２    What do I call you?   Just call me 

３    Where do you live?   I live in  

４    Do you have a pet?   Yes, I do.      No, I don't. 

５    What pet do you have?   I have a(an) 

６    What do you do when you are free?   I 

７    What's your favorite food?   My favorite food is 

８    Who is your favorite singer(movie 

star)? 

  My favorite singer(movie star) is 

９    What sport do you like?   I like 

 

３   前に出て、友達の前で他己紹介をしてごらん。   
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※以下は発表を聞いた生徒のメモである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 教科書の語いを活用し定着させるとともに、感想を述べるための形容詞の語いサイズを

広げる工夫  

1-1 Tell me about your last weekend. 

2-(   ) No.(    ) 

Name(                                          ) 

【過去の be 動詞】  

is, am→ was 

 are → were 

      I was busy yesterday. 

     Tom and I were busy yesterday

. 

 

  A: Hello, Yoshio. 

  B: Hello, Michiko. 

  A: Tell me about your last weekend. 

  B: OK.  ①I was in Ikspiari. 

  A: Oh, were you?  What did you do? 

  B: ②I saw a movie, "Frozen". 

  A: Really?  How was it? 

  B:  ③It was great! 

  Well, tell me about your last weekend this time.

 Hint:② (したこと ) I played (enjoyed, ate(食べた ), drank(飲んだ ), 

listened to) 

    ③(感想)It was great / wonderful / exciting(ワクワクする) /fun(楽しい) 

/ nice / interesting / hard (難しい、キツい)/ difficult / easy / boring(つまらない) 
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Tell me about your last weekend. 
 

      場  所     し  た  こ  と     感 想  

自分      

 １      

 ２      

 ３      

 ４       

   

６ 教科書で入国審査の語いを活用し定着させるとともに、滞在目的を言うための語いサイ

ズを広げる工夫  

 

２-２  入国審査  

2-(   ) No.(    ) 

Name(                                          ) 

【2 つの目的語を取る動詞 show】  

  A: Show me your passport, please. 

  B: Sure.  Here you are. 

  A: What's the purpose of your visit? 

  B: Sightseeing.  

    (Shopping.  Studying English.    Watching a soccer 

game.) 

  A: How long are you going to stay? 

  B: For ten days. 

  A: OK.  Enjoy your stay. 

  B: Thank you. 

purpose･･･(a)sightseeing  (b)shopping  (c) studying English  

 (d) watching sports 

Show me your passport, please. 
     Name      purpose    How long? 

自分     

 １     

 ２     

 ３     

 ４     

 ５      
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７ 歌の効用  

①楽しい  

②英語のリズムが身に付く→さもないと歌えない  

③リンキングを学べる  

④反復練習（口ずさむ）  

⑤英語への興味が深まる。  

⑥授業への warm-up として声が出やすくなる。  

⑦実物教材(authentic material)である。  

曲の選び方  

①生徒の成長段階に合っているもの  

②文法項目が一致  

③歌いやすい  

④名曲  

④タイムリーなもの  

やり方  

①曲を聞きながら空欄を埋める。  

②韻を踏んでいる部分を意識して再挑戦  

③友達と相談  

④解説を入れながら答え合わせ  

  ※本ワークショップでは‘Let It Go’を扱った。  
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夏の語い指導ワークショップ（９） 

 

中英研研究部 

夏休み語い指導ワークショップ 

 

2014.8.19. 荏原六中  

港区立赤坂中学校 北原延晃 

（東京都中英研副会長・同研究部長、英語基本指導技術研究会主宰） 

都中英研研究部ＨＰ http://www.eigo.org/kenkyu 

英語基本指導技術研究会（北研）ＨＰ http://www2.hamajima.co.jp/~kitaken/ 

 

「語いサイズ２９００語の学年の語い指導」 

 

１ 平成２５年度卒業生の語いサイズ 

       学年上位半分生徒の語いサイズ(receptive) 

 6 1 2 0  5 9 8 2  4 1 3 2  4 0 7 8  3 9 8 4  3 7 0 3  3 5 4 7  3 4 7 4  3 4 3 6  3 3 8 8  3 3 5 4  

3 2 5 3  3 2 4 6  3 1 2 8  3 0 4 8  3 0 4 2  3 0 4 1  2 9 8 3  2 9 0 3  2 9 0 0 （被験者４０名中）  

                                                          学年平均 

       指導要領で規定されている指導語い数・・・１２００語 

    この差はどこから生まれてきているのだろうか？ 

 

 

北原メソッドの特徴 

①家庭学習（自学）と授業の連動 

②量の確保（４技能と語い、発音） 

③赤ちゃんが言葉を覚える過程を大事にする（脳科学理論に立脚） 

 ・発音の重視（英語脳の構築） 

 ・和訳の排除（英語脳の構築） 

 ・「テキトー」に「何回も」（ストレスを与えない、飽きない繰り返し）

 ・徹底的な音声重視 

④豊富で丁寧な語い指導 

  単語単体でなくcollocationを重視 

⑤音読の徹底 

  １年生は 終的には各ページを５０回音読する。 

 １年生３学期には全員が教科書の暗写ができる。 

⑥豊富な楽しいアウトプット活動（使うから身につく） 

⑦授業と連動した定期テスト 

⑧バラエティ豊かなスピーキング（パフォーマンス）テスト 
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２ 「じゃれマガ」を使った語い指導 

じゃれマガ２０１4 selected for the 3rd year students 

 written by Douglas Jarrel and arranged by 赤坂中学校 北原延晃 

Ｎｏ．３ 

＊p.20 と同様なので割愛しました。 

じゃれマガ２０１4 selected for the 3rd year students 

 written by Douglas Jarrel and arranged by 赤坂中学校 北原延晃 

Ｎｏ．２０ 

 

Q Where did Mr. Jarrell and his students take a picture?   

in front of the mirrors 

 

Today's Topic・・・The Rainy Season Is Here. 
Wednesday, June 11 

What do you think of the weather these days? I know it depends on  

                                         この頃                ～による 

where you live, but in most parts of Japan, the rainy season has begun.  

                                                                  Pr.(  )-(  ) 

Here in Nagoya, the first rains came last week. That's a little earlier than  

                                                            (  )年 Pr.(  )-(  ) 

usual. It has been cloudy almost every day. It's a good idea to carry a  
いつも    Pr.(  )-(  )                            Pr.(  )-(  ) 

folding umbrella because you can't always believe the weather report.  

 

One good thing about the weather now is that the evenings are cool. It's  
                                               接 

the perfect temperature to go for a walk outside. You can leave your  
                      2 年 Pr.6-(  ) 散歩に行く 

window open when you sleep, and it doesn't get too hot.          １０５語                 

get＋形  ～になる 

Q What is one good thing about the weather now?   

 

                          WPM
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じゃれマガ２０１4 selected for the 3rd year students 

 written by Douglas Jarrel and arranged by 赤坂中学校 北原延晃 

Ｎｏ．２５ 

 

Q1 What was the black bird?  

crow 

 

Today's Topic・・・Selling English 

 

Monday, June 23 

 

There was an advertisement in the newspaper for English study materials.  

                    広告                                                 教材 

The title read: "When English day comes, how will you deal with it?" I  
     ～と書いてあった                                    ～に対応する 

smiled because it sounded like something bad was going to happen. They  
 

were trying to use people's fears to sell English. I imagined them saying  
                            恐怖心 

the same thing about a tsunami. "When the next tsunami hits, how will  
 

you deal with it?" Then I noticed the pictures of beautiful women in the  

 

advertisement. I suddenly understood! You need to know English in case  

                                                                     ～の場合に 

you meet a beautiful women!                                          ９３語 

 

 

Q1 Which case does Mr. Jarrell think English is necessary in?  

Q2 本文から文法の誤りを１カ所見つけなさい。（ヒント： 後まであきらめなければ見つか

ります！） 

                                                         

                          WPM
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２ フォニックスの知識を利用したつづり調べ競争 

「英語授業の幹をつくる本 上巻」第３章より抜粋  

＊p.22 と同様なので割愛しました。 

 

３  カテゴリ別単語書き 

「英語授業の幹をつくる本 上巻」第５章より抜粋  

＊p.23 と同様なので割愛しました。 

 

後輩に伝える役に立った授業と自分の勉強法（「これをやるといいよ！」） 

平成２５年度卒業生 

新１～３年生へ                                             ２０１４．４．１ 

＊p.24 と同様なので割愛しました。 
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夏の語い指導ワークショップ参加者の声 

  

８月１日（金）世田谷区立三宿中学校 

伊地知 義信教諭によるワークショップ 

・豊富な経験と知識にとても感心させられました。ぜひ授業に取り入れて試してみたいと思い

ます。  

・帯活動で語いを伸ばす活動を教えていただき、自分の授業でも生かしたい。  

・Dictionary quiz や Explanation Game など、すぐに使ってみたい帯活動を紹介してもらい良か

ったです。Reading や writing の活動についても、もっと話してほしかったです。  

・語いを英語で説明する力をつけるのにどうしたら良いか迷っていたのですが、とても有効な

ヒントをいただきました。また、 後におっしゃっていた「常に生徒に刺激を与える」とい

う言葉がとても印象的でした。  

・オススメの辞書や explanation game を紹介していただいてありがとうございました。さっそ

く授業で生かそうと思います。先生の「日本語に振り回されるな」と生徒に言っているとい

う言葉が印象に残りました。  

 

福田 真希子教諭によるワークショップ 

・写真を説明させるという活動は私も興味があったので、お話が聞けて良かったです。 slow 

learner にどう活動させるかを考えて 2 学期に生かしていきたいです。  

・様々な活動を取り入れた授業をされていて、生徒も新しいことにチャレンジできるので幸せ

だろうと感じました。先生の指示が若干わからないところがあり、とまどいましたが、きっ

とたくさんの input があっての今日発表された output なのだろうと思いました。  

・picture describing について新しい考えをいただきました。story retelling や story reproduction 

の活動は行ってきたものの、初見のものを英語で説明する発想はありませんでした。2 学期

からさっそく使わせていただきたいです。  

・パワーポイントを使って picture describing で output させるのは親しみやすく良いと感じた。  

そのアクティビティーを成立させるためには相当 input を入れてあげないといけないのでは、

と感じました。  

・picture describing の実践を実際に体験できて良かったです。セクション、課の復習として絵

を見て言って書くことは、まとめとして効果的だなと実感しました。Four Strands も意識して

授業展開していきたいと感じました。ありがとうございました。  

 

上尾 栄美子教諭によるワークショップ 

・辞書指導のタイミングや新しい文法の導入がすごく具体的で参考になりました。ワークシー

トの作り方もわかりやすく、すごく生徒の立場にたった指導法だったので、早速現場で使っ

ていきたいと思う内容ばかりでした。  

・辞書指導の大切さを改めて実感しました。また English Supplement を出すときに、きちんと

目的をもって、それを生徒に伝えていくということは、とても大切なことだと思いました。

「はい、宿題」ではなくて、きちんと理由を彼らに話していきたいです。  

・普段の授業でなかなか系統立てて語いの増加をはかることはできていないなと思いました。
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文法、 topic に合わせた語彙の強化をはかるような plan を立てていきたいと思いました。今

回も上尾先生のスムーズな oral introduction とても参考になりました。  

・「辞書を引かせるタイミングを自然に作る」授業展開が印象的でした。生徒の語い世界を生徒自

身が広げることのできるツールが辞書だと思います。それを実感することのできる実践でした。 

・上尾先生のワークショップは 2 回目です。先生のやさしい語りかけるような Talk はいつも魅

力的です。It makes me ～の導入、語いの広げ方、活動など、具体的なやり方を教えていた

だき、非常に勉強になりました。ありがとうございました。  

・２～３年前に先生のワークショップを聞いてから、辞書の導入を始めました。今年は 2 年生

ですが、 初から辞書を引かせております。今のところ、楽しそうに辞書を引いております。

毎回ひかせるのが理想ですが、文法の導入のときには、あまりひく機会がないのが悩みです。

ぜひその辺を次回教えてください。  

 

８月５日（火）千代田区立九段中等教育学校 

壽原 友理子教諭によるワークショップ 

・具体例もたくさん教えていただけてためになりました。辞書指導ではどういう段階を踏んで  

指導すればよいか考えるヒントを得られました。また、授業内での辞書を引く時間の確保ま

たはタイミングなど悩んでいる点を共有する機会にもなりよかったです。  

・自分も開隆堂のテキストを使っているのですが、１年生のアクションタイムの使い方に迷っ  

ていました。しかし、先生の教え方を拝見し、自分も実践したいと思いました。ノリノリで

生徒と一緒にやってみようと思います。ありがとうございました。  

・「辞書を引く」という行為に丁寧な段階的指導が必要であることを学び、実施の効果も予見で  

きた為、実践してみたいと感じた。  

・先生の楽しい授業の雰囲気が伝わってきてとても楽しく受講させていただきました。入門期  

の辞書に慣れさせるための活動はとても参考になりました。また、今日は自分でも実際に時

間を測ってやってみることにより、生徒の立場で考えることができました。  

・中学１年の語い指導について、辞書を学年でどのようにそろえていくのか、ということから、  

アルファベットの指導、辞書の記号の説明、早引き競争、アクションカードを使ったゲーム

など、実際の授業で使えそうな内容が盛りだくさんで勉強になりました。  

 

渓内 明教諭によるワークショップ 

・授業の構成から語い指導につなげる内容で、とても役に立ちました。指導手順に正解はない、

とおっしゃっていましたが、それでも何がよりよいか、とても悩むところでした。今回学べ

たことを今教えている生徒の学力アップにつなげたいと思います。  

・語い指導の説明はもう少し深いところまで聞きたかったです。例えば、新出語いのフラッシ

ュカードを使った指導はなぜ explanation と音読の間なのか？また、語い指導を reproduction

につなげると言っていましたが、どのようにつなげる指導をされているのか聞きたかったです。 

・授業全体の構成から見ていくという内容は、今まであるようでなかったような気がします。

全体を見ながら語彙指導をどうしていくかは、自分の授業を見直す良い機会となりました。  

・Oral introduction の基本的な進め方を知る機会になり、自分のやり方を振り返り、反省するこ

とがたくさん見つかりました。また、語い指導がとても丁寧であり、このような積み重ねを
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３年間していくのと、そうでないのとでは、大きな差が出るだろうと思いました。その意味

でも、教える側の取り組みの大切さを強く感じました。１ページを大切に準備して授業に臨

みたいです。  

・基本的な授業の流れやポイントを押さえて教えていただき、大変参考になりました。Picture 

card を使った内容理解のやり方がわかりやすかったです。Key word を黒板に書く、Listening 

Point を空欄にするなど、大変参考になりました。  

 

石井 亨教諭によるワークショップ 

・Reproduction の手順について、とてもよくわかりました。ステップを踏みながら手順を追っ  

て練習を進めていくのが大切だと思いました。生徒の映像を見せていただき、堂々と英語を

話す姿勢を普段から育てていくことが大切だと改めて感じました。先生に示して頂いたステ

ップを参考に取り組んでみたいと思います。  

・自分の授業でも reproduction を取り入れているが、授業と家庭学習の連動がうまくできない

ということが課題だった中で、reproduction を取り入れるところを工夫することでよりレベル

の高い、授業外の学習が実を結ぶ活動を見せてもらった気がした。  

・read & look up→reproduction→picture describing→speech の流れ、ぜひ授業で毎回取り組んで

いきたいと思います。Goal :discussion できる生徒を育てる！共感です。生徒達にも理解させ

た上で取り組むことの大切さを改めて強く感じました。  

・スモールステップが本当に丁寧で、分かりやすくて、自分が生徒だったら…と思いながら、

聞いていました。私も中３で卒業するときに、という話を生徒にしていますが、生徒の反応

は…よく分かっていないようです。そのための狙い、手立てはまだまだだと今日改めて感じ

ました。生徒の実際の映像が見られて良かったです。  

 

８月１９日（火）品川区立荏原第六中学校 

岡﨑 伸一教諭によるワークショップ 

・いつも工夫満載で驚きの指導内容をうかがい、とても刺激を受けています。今まで phonics

しか知らなかったため、段階的に phonetic awareness、  Onset & Rhyme や Sight Words を少し

ずつ取り入れたり、自分の中で意識していきたいです。音読検定は生徒同士で評価もわかり

やすく大変参考になりました。私も、なるべく褒めるように意識していますが、気になる生

徒ばかりにしていた気がします。なかなか目立つ機会のない生徒にも実践してみたいです。 

・音素体操は初めて見ました。ともすると boring な座学になりがちな英語の授業も手を加える

と楽しくなることが分かりました。音読検定はペアワークをたくさんさせているので、その

中に取り入れたいと思います。私の中での岡﨑先生のキーワードは「ほめて自己肯定感をあ

げる」でした。私ももっとほめます。 

・読み、書きの指導について、音素体操、onset & rhyme、Phonics, Sight words と系統立って実

践されていることに大変感動いたしました。ワークショップに毎年参加していますが、常に

新しい指導法を教えていただけて、私もできるようになりたい！！がんばろうと思えました。 

・授業への豊富なアイディアやコンピュータの技術がまた特に素晴らしいなと思いました。そ

して、先生のお人柄がとても忍ばれるお話が多く、改めて授業や教員は人間力が大事だなと

感じました。昨年の小学校での授業も拝見させて頂きました。とても勉強になりました。 
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・生徒は褒めて動かすというのは素晴らしい識見だと思います。先生の実践はよく準備され、

発展性（子どもが自分でその先へいける手だてが含まれているということ）もあっていつも

すごいと思います。先生のＩＴ活用力もすごい！今後ともよろしくお願いします。 

 

関口 智教諭によるワークショップ 

・関口先生の独特の世界にまずひきつけ、授業が展開されているのだな、なんて感じながら、  

ワークショップを受けていました。英語を学習することが苦ではなく、楽しいものなんだと

いう感じがして、感銘を受けました。 

・発表語いと受容語いの違いを改めて考える機会があり良かったです。自分の授業では予習を

させていて、単語テストもすべての単語で行っていて、旧式な授業展開だったのかと気付き

ました。２学期から改善していきたいと思います。歌の効果もわかり良かったです。 

・受容語いと発表語いの話や英単語リストの話がためになりました。ビンゴのやり方でヒント

を与えるという方法がすごいと思いましたが、全部の単語のヒントを考えるのは大変だと感

じました。教科書本文をもとに、語いサイズを広げる工夫も生徒の負担が少ないので、やり

やすいと思いました。  

・前任校で、ＢＩＮＧＯを使っておりましたが、関口先生が教えて下さった例文や推測を促す

“しかけ”は非常に効果的だと感じました。  

・単語についての冒頭のお話では、６社で使われているであろうと思っているものが、実際は

そうでないことに驚きました。英単語のリストをダウンロードして確認したいです。また、

教科書以外に語を補うことは大切だと再確認しました。Bingo や教科書など、生徒が持って

いるものを使って語いを広げる活動が工夫できることを学びました。  

 

北原 延晃教諭によるワークショップ 

・辛口、爽快、先生のおっしゃる通り。自分のブラッシュアップをがんばるのみと思いました。 

・北原先生が今年で 後になるとは思ってもいませんでした。来年から北原先生の発表がなく

なると思うと残念です。今日はそんな思いもあり、先生のお話を一言も逃すまいと聴き入り

ました。先生の 後の年のお話を聞くことができて、幸せでした。タイムを測ったり、実践

形式でやって頂いて、自分の英語力の無さにあらためて気づかされました。生徒の語いを増

やしてあげられるような活動をこれからもいろいろやってあげたいと強く思いました。あり

がとうございました。 

・久しぶりに北原先生のお話を聞いて、ドキッとする瞬間がたくさんありました。自分が思い 

こんでいたことが多く、固定観念でやっていたところが多々あったのだと気づきました。上

位層のことも意識して北原メソッドを授業に取り入れてみたいと思います。 

・語いに関して発音できること、コロケーションを知ることの重要性を学びました。単語によ

っては「書けなくていい」とはっきりおしゃっていたのが、私の既成概念を壊すきっかけと

なりました。和訳しない語い指導を丁寧に。これを目指します。 

・自分自身の英語力のなさを思い知らされ、改めてもっともっと勉強しなくてはならないと感 

じました。北原先生の授業では「生徒のために」という視点で全ての活動が行われており、

自分は教科書の進度等で授業を考えてしまうこともあったので反省し、少しでも生徒のため

に授業を工夫し、行っていきたいと思いました。本当にありがとうございました。 
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５ 研究部個人研究データベース 

 

 作成目的 

  研究部では、個人の研究を互いに共有し常に研究する姿勢を学ぶこと、また、個人の研究

を研究部の研究に生かすことを目的として、個人研究データベースを作成した。 

研究部以外の教員の方々にも個人研究成果を知っていただく機会とする。 

①  東京教師道場修了者 

 平成年度  助言者・リーダー       部  員 

 18 －  19  北原延晃   上尾栄美子・江濱悦子・前田宏美  

 19 －  20  石井  亨   岡﨑伸一  

 20 －  21  伊地知義信・渓内  明   島田朋美・壽原友理子  

 21 －  22  原田博子   

 22 －  23  関口  智   

 24 －  25  上尾栄美子   坪田裕希  

 25 －  26 岡﨑伸一   

 26 －  27 石井  亨（高校）   高杉達也  

 

②  文科省、東京都、英検などによる海外研修（公的、準公的なもの） 

年月日    氏 名  派遣元     派  遣  先     研究（論文）テーマ  

1989 

6-12 月  

北原延晃  文部省  University of Exeter 

（英国）  

A Study on Pair Work & Group Work

that Provide Stages for More 

Communication Activities  

1993 

4 月  

-1994 

3 月  

関口  智  

 

 

 

文部省  University of 

Birmingham（英国）  

Effective Communicative Activities 

Using Pair Work and Group Work 

2002 

6-12 月  

原田博子  

 

文科省  The University of 

Wisconsin（米国）  

Increasing Students’ Vocabulary 

Knowledge 

2011 

8 月  

石井  亨  

 

英検  Cambridge Downing 

College（英国）  

 

2011 

5 月  

-2012 

3 月  

岡﨑伸一  

 

 

 

東 京 都

教 育 委

員会  

University of Calgary 

Graduate Programs in 

Education（カナダ）  

 

 

A Practical Teaching Activity Study 

for Japanese Junior High School 

Students Learning English －

Integrating Four Language Skills 

Listening, Speaking, Reading and 

Writing －  
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③学会、全英連、関ブロ、大学院、英検、都、区などにおいて執筆した研究論文（紀要などに

掲載されたもの）、参照できる URL 

年  氏 名 執筆先   研究（論文）テーマ 

1989 

 

北原延晃 

 

文部省 University of Exeter 

A Study on Pair Work & Group Work that Provide Stages for More 

Communication Activities 

1993 

 

関口 智 

 

文部省 

 

University of Birmingham 

Effective Communicative Activities Using Pair Work and Group 

Work 

1993 原田博子 都立教育

研究所 

「聞くこと」の指導  

 

1994 北原延晃 全英連 第 44 回全英連東京大会第 2 分科会「学習指導と評価」  

1994 

 

石井 亨 

 

全英連 

 

第 44 回全英連東京大会第 3 分科会  

「コミュニケーション活動について」  

1994 伊地知義信 板橋区 板橋区教育研究奨励論文「意欲を高める学習指導」  

1995 北原延晃 英 検 第 7 回英検研究助成論文「楽しい授業は力のつく授業だ」  

http://media.eiken.or.jp/association/bulletin/vol_07.pdf 

1996 石井 亨 江東区 江東区教育研究奨励論文「英語科教室の活用方法」  

1997 北原延晃 全英連 第 47 回全英連東京大会第 3 分科会  

「スピーキング・ライティングの指導と評価」  

1997 石井 亨 

伊地知義信 

全英連 第 47 回全英連東京大会第 12 分科会「教育機器の活用」  

1997 石井 亨 江東区 江東区教育研究奨励論文「ペア・ワークの実践」  

1998 

 

 

北原延晃 

石井 亨 

原田博子 

英 検 第 10 回英検研究助成論文（共同研究 代表 太田洋）  

「Successful Learners の英語学習法」  

http://media.eiken.or.jp/association/bulletin/vol_10.pdf 

2000 原田博子 

 

全英連 第 50 回全英連東京大会 共通の部 第 4 分科会  

「教師の研修法（アクションリサーチによる授業改善）」  

2000 石井 亨 江東区 江東区教育研究奨励論文「海外出版社のコース・ブックに  

見られるトピックと文法事項」  

2001 石井 亨 江東区 江東区教育研究奨励論文  

「Sense Group（意味のまとまり）指導」  

2002 

 

原田博子 

 

文科省 

 

The University of Wisconsin 

Increasing Students’ Vocabulary Knowledge 

2002 石井 亨 

原田博子 

関口 智 

英 検 第 14 回英検研究助成論文（共同研究 佐藤留美）  

「中・高生を対象とした語いレベルテストの作成」  

http://media.eiken.or.jp/association/bulletin/vol_14.pdf 
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2002 

 

石井 亨 

 

江東区 

 

江東区教育研究奨励論文  

「続 Sense Group（意味のまとまり）指導」   

2003 石井 亨 全英連 第 53 回全英連東京大会第 17 分科会「語いサイズ・テスト」

2003 

 

渓内 明 

 

全英連 

 

第 53 回全英連東京大会第 12 分科会  

「スピーキングの指導と評価」  

2003 石井 亨 江東区 江東区教育研究奨励論文「中学校における多読指導」  

2006 北原延晃 全英連 第 56 回全英連東京大会ワークショップ  

「英語教育のベースとなる基本指導技術としつけ」  

2006 石井 亨 全英連 第 56 回全英連東京大会第 18 分科会  

「中学校における語い指導」  

2006 伊地知義信 全英連 第 56 回全英連東京大会第 12 分科会  

「中学校 Reading の指導と評価－スタミナをつける Reading

活動」  

2006 岡﨑伸一  

 

全英連 第 56 回全英連東京大会第 21 分科会  

「Listening の力をつける指導と評価」  

2006 北原延晃  松香フォ

ニックス

研究所 

機関誌“The Front”「特集 パフォーマンス評価」  

 

 

2007 北原延晃  英 検 第 20 回英検研究助成論文  

「Can-Do リストを使った Self-Access Learning リスト作り」  

http://media.eiken.or.jp/association/bulletin/vol_20.pdf 

2007 北原延晃  ＮＨＫ ＮＨＫラジオ「レベルアップ英文法」（「力をつける！わく

わく英語学習法 2007」コーナー執筆）2007.4, 6, 8, 10, 12 月号

～2008.2 月号  

2007 関口  智  

原田博子  

松 下 教

育 研 究

財団 

第 33 回実践研究助成（共同研究代表 作田恵美）  

「英語コミュニケーション能力を高めるための e-learning 型

語彙学習システムの開発と評価」  

2007 岡﨑伸一  

 

文 京 学

院 大 学

大学院 

修士論文「中学 2 年生対象の First Listening への補助教材作成

（語彙指導）」  

 

2008 北原延晃  立 教 学

院 英 語

教 育 研

究会 

「第 2 章 実践と理論  1 発想転換の力（2008.6.28 立教学院

での講演より）『英語の一貫教育へ向けて』立教学院英語教

育研究会編、鳥飼久美子・寺﨑昌男監修  2012.3.23.東信堂  

 

2008 北原延晃  語学教育

研究所 

The IRLT Journal（語研ジャーナル）第 7 号  
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2009 北原延晃  全英連 第 59 回全英連東京大会ワークショップ  

「語い力と自学力をつける辞書指導」  

2009 

 

原田博子  全英連 第 59 回全英連東京大会  共通の部 第 28 分科会（共同研究

田中春子）「手軽に作れる e-learning 用音声語彙テスト」  

2009 

 

関口  智  全英連 第 59 回全英連東京大会第 12 分科会  

「リスニングの力を高める指導の工夫」  

2009 渓内  明  全英連 第 59 回全英連東京大会第 13 分科会  

「まとまった内容を伝える指導～音読から reproduction＋α」

2010 北原延晃  港 区 港区教員研究奨励論文  

「小学校英語活動からスムースに中学校英語に移行させるた

めの指導の工夫」  

2010 岡﨑伸一  

 

 

関ブロ 第 34 回関ブロ東京大会第 4 分科会  

語彙指導と辞書指導のあり方「8・9 年（中 2、3 年）生の辞

書を活用した語彙指導の実践」  

2010 上尾栄美子  関ブロ 第 34 回関ブロ東京大会第 4 分科会  

語彙指導と辞書指導のあり方「入門期の辞書指導のあり方と

辞書を活用した語彙指導の実践」  

2011 岡﨑伸一  

 

文京学

院大学 

「英語入門期レベル聴解力養成用 e-Learning 教材の開発」  

（共同研究 他 3 名）  

2012 岡﨑伸一  

 

東 京 都

教 育 委

員会 

University of Calgary Graduate Programs in Education 

A Practical Teaching Activity Study for Japanese Junior High 

School Students Learning English － Integrating Four Language 

Skills Listening, Speaking, Reading and Writing －  

2013 岡﨑伸一  

 

英 検 第 25 回英検研究助成論文  

「ICT を活用した中学生のための聴解力養成教材の開発」  

http://media.eiken.or.jp/association/bulletin/vol_25.pdf 

2013 

 

岡﨑伸一  全英連 第 63 回全英連東京大会第 15 分科会（共同研究 他 2 名）  

「小中を結ぶ効果的リタラシープログラムの構築～音と文字

のつながりを教える指導法の開発～」  

2013 高杉達也  全英連 第 63 回全英連東京大会第 18 分科会（共同研究 他 1 名）  

“How to Make it Possible for Students to Succeed in Output 

Activities” 

2014 石井  亨  

伊地知義信  

ELEC 

同友会 

ELEC 同友会英語教育学会紀要論文  

「教科書本文を扱ったあとのライティング活動～教科書に  

載っている写真の説明文を書かせる指導～」  

2014 岡﨑伸一  関ブロ 第 38 回関ブロ栃木大会第 1 分科会  

「『聞くこと』と『話すこと』を同時に、やりとりで指導する」
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６ 研究部のホームページについて 

 

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

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

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

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

タを活用していただきたく、ダウンロードの方法をお知らせします。 

 

〈「教科書語いデータ」ダウンロードの方法〉 

①研究部のホームページにアクセスしてください。 

 研究部ホームページURL→http://www.eigo.org/kenkyu 

②トップページ左側のリストから「教科書使用語いダウンロード」をクリックし、表示された

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

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

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

でご注意ください。登録はデータの権利保護上の措置で、この情報が他の目的で使われること

はありません。 

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

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

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

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

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

一度登録されたアドレスは受け付けません。別のアドレス（不備の場合は正しいアドレス）で

登録し直していただくか、直接メールでお問い合わせください。 

 その他、パスワードの管理や扱いについては登録者にお送りする案内メールの注意事項をよ

く読んでください。 

④データはMicrosoft Excel形式（表計算ソフト約1.6MB）です。 

 

 なお「語いと英語教育」誌についても、トップページ左の研究紀要「語いと英語教育」を選

んだ後はほぼ同様の方法で登録、ダウンロードできます。こちらはアクロバット形式になって

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

のリンクを設けてありますので、ご利用ください 

【お願い】 

 ここでご案内している語いのデータは全て、教科書出版社からの許諾を文書により得ていま

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

活用ください。またパスワードに関しては利用者の責任で管理願います。 

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

e-mail アドレス  goi@eigo.org 
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Ⅴ 今後の課題 

 

今年度の研究テーマ「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫」に沿って部員各自

が工夫した実践を毎回の部会で発表し、協議してきた。今後もそれを継続すると同

時に，部員間での共通実践をしていきたい。指導成果の検証は，生徒へのアンケー

トやテストなどで行いたい。語い研究の現状を知るために，今年度のように大学で

語い研究をされている先生より話を伺いたい。 

 

 

Ⅵ 参考文献 

 

Vocabulary-Resourse books for teachers   Morgan & Rinvolucri 2004 O.U.P. 

   Learning Vocabulary in Another Language    Nation.I.P.   2001  C.U.P.  

   Teaching vocabulary–Strategies and techniques   

Nation.I.P 2008 HEINLE Cengage learning 
Vocabulary in Language Teaching   Norbert Schmitt 2000 C.U.P 

   How to teach vocabulary          Scott Thornbury  2002  LONGMAN 
   Techniques in Teaching Vocabulary    Virginia.F.Allen 1983 O.U.P.  
 
 
   『英語語彙指導ハンドブック』門田  修平・池村  大一郎  2006 (株)大修館書店 

『英語のﾒﾝﾀﾙ･ﾚｷｼｺﾝ』門田  修平  編著  2003 (有)松柏社 
『英語語彙の指導マニュアル』相沢 一美・望月 正道・投野 由紀夫  

2003 (株)大修館書店 

『英語授業の「幹」をつくる本(上巻・下巻)』 

北原 延晃 2010 (株)ベネッセコーポレーション 

『英語指導技術再検討』語学教育研究所編 1988 (株)大修館書店 
『語彙の神話ー英語語彙指導の俗信を正すー』 

K.S. Folse 著 2009 土屋  武久訳  (株)学文社 
『英語語彙習得論』投野 由紀夫 1997 河源社 
『英語の語彙指導 あの手この手』毛利公也  2004 (株)渓水社 
『教科書を使いこなす工夫』吉沢 美穂 1981  (株)大修館書店 
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Ⅷ 特別寄稿 

北原延晃さんという「稀有の職人」から何を学べばよいのか 

中 嶋 洋 一（関西外国語大学） 

 

１ ユズリハは永劫に 

２月２４日に赤坂中学校で行われる東京都の中英研研究部公開授業で、いよいよ北原さんが

現役生活 後の公開授業をされる。長 勝彦 先生から薫陶を受けて教師を続けてきた仲間（北

原、杉本、蒔田、田尻、久保野、中嶋など）が一人、また一人と現場を去っていく。ユズリハ

たちが自らの仕事を終えて後進に道を譲るときが来たということだ。 

 中英研都大会では、北原さんからの頼みで彼の授業の解説と講演を仰せつかった。重ねて、

寝屋川市（大阪）の先生たちが、北原さんの授業を参観し、その謎解きをする研修会を開くこ

とになった。北原さんに相談したところ、２月の予習も兼ねて実際に授業を見ておく方がよい

だろうということになった。今まで、授業ビデオでは何度も拝見していたが、ライブは重みが

違う。そこで、学習発表会の前日という、学校にとっては非常に迷惑な日に授業を見せていた

だくことになった。北原さんと赤坂中学校の方々に心から感謝をしたい。と同時に、彼の「ユ

ズリハ」の気概を記しておきたい。  

 

２ 生徒に力をつける「原理・原則」とは何か  

 ２年生と１年生の授業を見せていただいた。いずれもジョウル先生との Team Teaching の授

業であったが、ジョウル先生が北原さんによって育てられたことが、すぐにわかった。また、

長先生から学ばれた「守」の部分と、北原流の「離」の部分が見事に融合した質の高い授業で

あった。質の高さとは、生徒の育ちのことである。参観者は、教師が英語を使って授業を進め

ているとか、活動を工夫しているとかいった要素に目が向きがちだが、教師への評価は「生徒

の育ち（結果責任）」で行われるべきである。 

長先生の指導については『英語教師の知恵袋』（開隆堂出版）に詳しい。長先生ご自身より

も、長先生にさまざまなことを教わったという方たち（東京都の教員が中心）が書かれている。

だから、教室の中の事実が読み取れる。北原さんも分担執筆をしているが、彼はそのときから

「自分のときは自分の手で」と考えていたに違いない。この『英語教師の知恵袋』を読んでお

くと、北原さんの「幹の本シリーズ」がさらに理解しやすくなるだろう。田尻さんの著書にも、

中嶋の著書にも長先生から学ばせて頂いたことが「アレンジ」されて書かれている。師匠から

学んだ「生徒を動かす原理・原則」は普遍なのである。 

 人は「守・破・離」のプロセスを経て円熟していく。ただし、ものごとの本質を正しく理解

している人間（師匠）から学ばないと、成長はできない。とかく学びが浅い人間は、依存的学

習者である。自分で考えずに、どこかにまだ見ぬ答えがあると考える。だから、研修会などで

は表面（活動）だけを見て、明日の授業で使える部分だけを切り取り、自分勝手に判断をして

「自己流の授業」（というよりは「無手勝流」）をしてしまう。活動と活動がつながらず、「次

は•・・」と教師が進めていく授業に違和感をもてないのは、学ぶ側に立って考えていないから

である。 
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 本物の「師匠」を得たなら、まずはその「理念」を盗まなければならない。そして、教育全

般においてどういう生徒を育てることを目指しているのか、その戦略（タスクで示される出力

の意味、テスト形式と評価方法などの到達目標）を知り、そのために日頃から何をするかとい

う戦術（授業の中に見られる指導や活動といった方策）を分析し、意味付けることである。そ

のためには、授業を見るだけで終わるのではなく、その後の協議会で、きちんと若い教師にも

わかるように「なぜ、その活動が必要なのか」「どんな準備が必要なのか」「 後をどう仕上

げるのか」といったことを丁寧に解説してくれるベテラン教師の存在が欠かせない。研究サー

クルなどでは、そのように「総括できる主宰」「ご意見番」が育っていくことが望ましい。 

 

３ 参観者への「簡略指導案」を読み解く 

 北原さんの資料はとてもわかりやすい。なぜか。授業前に渡される「簡略指導案」を見たら

一目瞭然である。 

 生徒の実態、ねらい、評価、流れの筋が通っている。教師がやりたい授業（思いつき、見た

目）ではない。生徒に力をつけるための授業なのである。教師が「参観者から評価されたい（認

められたい）」という思いで取り組んでいる授業は、開始５分ぐらいですぐに馬脚が現れる。

生徒が育っていないからである。 

 生徒指導（生活指導）に汲々としている授業は、本来の「学習規律」が徹底されていない。

学習規律とは、教師が守らせたいルール（どちらかというと教師本位）ではなく、学習集団と

して、どの子も自らの資質を伸ばし、力をつけていく「協働学習」を目指す中で互いに守るべ

きルールである。つまり、指導は「説得」ではなく「納得」が必要だということである。 

 北原さんの授業では、生徒一人ひとりが納得しているから、実に一生懸命に活動をする。そ

れは、彼が非常にまめであるということが大きい。たまに会うと、彼は必ず手みやげを用意し

ている。時には、それが京都に行ったときに買ってきた「黒七味」であったり、授業で使える

音楽をダウンロードした CD であったりする。一緒にラーメンを食べにいくときも、カレーを食

べにいくときも、こだわりを見せる。遠方にも平気で出かけていく。予約なしで店を探すとき

も、よい店を探しあてる嗅覚が鋭いので、彼といると「美味かった！」で終わることが多い。 

 授業の話に戻そう。彼が授業で使っているプリントも、時間をかけてまめに作っていること

がよくわかる。生徒に事前に示す出力（全員の前で行う活動）の評価の視点も非常に細かい。

通常の教師なら、５つぐらいの手順しか書かないが、北原さん（蒔田さん、菅さん、田尻さん、

久保野さんなど６-way Street でご一緒した仲間たちや稲岡さんも同じなのだが）は、さらに

生徒の立場に立って細分化し、あっという間に１０ぐらいの手順を用意する。 

 「スモール・ステップ」という言葉があるが、その感覚は人によってまちまちである。神社

や山道などの階段の段差を想像したときに、頭の中に思い浮かぶイメージは異なるということ

である。 

 誰もが同じイメージを抱くのはなめらかなスロープ。それは、スモール・ステップではなく

「baby step」（赤ちゃんがハイハイできる）となる。つまり、誰もが到達できる、理解できる

手順になっているということである。 

 北原さんから学ぶべきことは、この「小忠実さ」である。それは、英語教室の壁に貼られた

全国の参観者からの手紙（メッセージ）からも見て取れる。それは、生徒に自信をつけさせる

ため、誇りを持たせるためである。 
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 公開授業をする目的の一つは、第三者の目の前で発表することやフィードバックを知らせる

ことで、生徒の学習意欲を喚起し、自信をつけさせるためである。 

 授業参観で「授業」にしか注目していない人がいるが、実にもったいない。学習環境（掲示

物）にこそ日頃の指導が現れている。たとえ、授業者のクラスでなくても、掲示物からはその

学年の方向性が透けて見える。教師は「組織」で動く。学校の方針、学年の方針があっての授

業である。授業参観では、「授業＋指導案（教材観や評価観）＋掲示物」を三位一体で捉える

ことが大切である。 

 

４ 職人は「高速処理力」を高める指導をする 

 英語を理解するためには、直読直解、直聴直解ができるように、徹底して高速処理できる力

をつけてやることである。文法の説明や本文訳をくどくどとやっていると、テンポもリズムも

どんよりとしてしまう。それは本来の「英語の」授業ではない。 

 北原さんの授業は実に小気味よいスピードで行われる。無駄がないし、生徒にも時間の無駄

遣いを許さない。生徒を鍛えている。鍛えるためには、教師のぶれない「理念」がなければな

らない。つまりは、生徒に対する「厳しさ」と「温かさ」の幅が広いということである。彼は

厳しい。しかし、その厳しさとは「力をつける」ためには不可欠な要素である。「自分はあそ

こまでできない」と安易に判断してしまわないことである。授業の中で「指導すべき部分」を

うっかり見逃したり、見過ごしたりすると、そこから荒れていく。だから授業は怖い。本気で

やらないと必ずしっぺ返しを食らう。彼はどんな場面でも手を抜かない。「本気度」は必ず生

徒に伝わる。 

 高速処理力を高める指導は、「Vocabulary Building」「読みトレ」「じゃれマガ」「Super 

Pair Work」「英語のカラオケ」などでふんだんに見られる。教師の喋るスピードもそうだ。長々

としゃべらずに、シンプルな指示、シンプルな発問、説明に終始しているのはそれが理由である。 

 要は、彼のように、教師の体内時計（それ以上でも以下でもない。そうでないと居心地の悪

さを体感できるようなペース）を正確にしておくことである。 

 

５ 「出力」が用意されているからこそ育つ 

 北原さん（蒔田さん、稲岡さん、田尻さん、中嶋もそうだが）は、教えて、説明して終わり

という授業ではない。 後のゴールが用意されている。一連の My Project の指導でもそうだ

が、人前で演じること、人前で発表することを重視している。さらに、ビデオに録画して鑑賞

するという Precious Moment を絶対に外さない。時間がなくなったら「ごめん、見せられなく

なった」で終わらせるのは、 低の授業である。それは、第１次から順に考えているからであ

る。途中で時間が延びていくことを想定していない、頭だけで考えられた全体計画だったから

である。 

 北原さんの場合、ゴールから逆算し、前述したように無駄を省き、無理のないように細分化

をしている。つまり、本当にどの生徒もできるのか、家庭学習では何をさせるのか、準備に必

要な時間は確保されているのか、などを徹底的に追究して時間配分を考えているということだ。

さらには、 初に示しておくルールや評価の視点、途中で揺さぶる視点、 後に伝える視点を

きめ細かに用意している。 
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 これは、日常的に「出力」に慣れていないとできることではない。教科書を終わらせること

に関心があり、文法の指導にやっきになっている人は、言語習得のプロセスに疎いと言えよう。

言葉である限り、さまざまな場面で、自分が正しく判断して「使えるか」どうかがゴールであ

る。穴埋め問題、書き換え問題、訳などで「言葉がわかった」ということはありえない。 

 音読も、教科書を手にもって読ませている限り、文脈や場面から読み取って、間を作ったり、

抑揚をつけて読んだりすることはできない。 

 だから、北原さんのジェスチャー指導や、登場人物に命を吹き込む「テキストのキャラクタ

ー一覧」は非常に大きな意味を持っている。単にイメージできるようにするだけではない。あ

くまでもジェスチャーなので大げさなのは困るが、自分の頭の中で日本語を解さずに場面をそ

のまま理解させるというのは、直読直解（直聴直解）の思考ツールを作っていることになる。

また、相手はジェスチャーを見ているので、話の内容が理解しやすい。言葉の習得は、頭の中

にものごとを visualize させること（映像を作らせること）が大事だと言われている。彼は、

その指導をすべての活動においてつなげている。 

 北原さんは、他の教師がしないことを一貫して行っている。それは何か。そして何故か。 

それは、既習の単元に「何度も戻す」という作業である。ねらいは、言語習得はいかに「復習」

をさせるかということにあるからである。 

 私（中嶋）も、三冊の教科書を両面テープで貼らせて使っていたが、彼の場合、すでに習っ

ている部分に新しく習ったことを付け足してもの足りない部分を編集させる、音読トレーニン

グ、さらには教科書の内容確認で、登場人物のことを問いかけている。これはぜひ真似てほし

い部分である。 

 音読指導は、頭に場面が想起できるようになるまで読み込むことが必要である。Sunshine の

教科書には北原さんのアイデアで「音読用のサイコロ」が載っている。教師は「５回読んだら

塗りなさい」という指示をしているはずである。ただ、なぜ 後の５のサイコロ（一番上）だ

けが傾いているのかを考えたことがあるだろうか。あれは、単にデザインのためではない。 

 ゴールを教師が設定し、それができたら「合格（色が塗れる）にする」という意味である。

その内容は教師次第である。たとえば、「一度も噛まずに読めたら（ペアの相手が確認したら）

塗る」「CD-Rom の中に入っているイラストを見て内容を describe できたら、つまり retelling

ができたら塗る」「抑揚をつけて、間をとって、場面が頭の中に浮かぶようになったら塗る」

といったゴールを生徒に知らせることである。 

 つまりは、北原さんのように、到達目標を 初に知らせ、それに向けて努力をさせる、結果

として力をつける、という指導が欠かせないということである。 

 

６ 伝える責任、つなぐ責任、受け取る責任 

 北原さんから学べるということは、決して偶然ではない。同じ時代に生まれていても、あな

たが心のスイッチを押さなければ出会うことがなかった人である。彼から何を学ぶのか。ピン

ポンブーやエアギターなどを使って満足するのか、小手先の技術を求めるのか、幹の本に書い

てある内容を「わかったつもり」で「自己流」にしてしまうのか、それとも彼の「理念」や指

導の根幹（厳しさと温かさ）を「守」として「破」、そして「離」へと進んでいけるのか。そ

れは、謙虚に、素直に学び続けられるかどうかにかかっている。「守」の段階で中途半端で終

わる人は多い。 
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 「破」や「離」にまで高められる人は、努力だけでなく、センスも必要になる。しかし、そ

のセンスというのは後天的なものであり、公開授業を積極的に展開することによって磨かれる。

ぜひ、人に見せる授業、実践報告（出力）を想定して学び続け（入力）ていただきたい。そし

て、そのときは、決して「北原さんから学んだ技術」そのものはなく、少しでも「破」のステ

ップにまで自分なりに工夫して見せるのが北原さんへの礼儀である。 

 かなり厳しいことも書いてきたが、北原さんが現場を離れようとしている今、どうしても伝

えておきたかった。ぜひ、彼の「思い」を汲み取り、次世代へと引き継いでいただきたい。そ

れが、心ある教師の「責務」だと考える。 
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Ⅸ 編集後記 

 

 大修館書店『英語教育１０月増刊号』で「英語教師が鍛えるべき英語力とその鍛え方とは」

という特集記事がありました。今の小中高で英語を教えている教師の英語力の現状を特集した

ものです。たくさんの授業を見て来られた日本の代表的な英語教師・大学教授などがアンケー

トに答えています。その中で一番課題とされているベスト３は下記のようになっています。 

  第１位   10. 即興でやりとりできる英語力（オーラルイントロダクションなど） 

  第２位   9. 英語での質問力（生徒の回答を引き出す補助など） 

  第３位   5. パラフレーズできる力 

これらはすべてスピーキング力に関係するものです。他の技能に比べ、私たち英語教師のスピ

ーキング力は決して高くないということです。また、教師の発音がよくないことも指摘されて

います。「教師の発音と生徒の発音には相関関係があるように思われる」という指摘もありま

した。音声重視と言いながら先生の発音が悪かったり、先生が発音コンシャスでなかったりす

ると、生徒の頭には英語脳は出来づらいのではないでしょうか。 

 よく「英語科だけなんであんなに研修会があるの？」「英語科だけなんであんなに研究授業

や研修会に人が集まるの？」と他教科の先生方から不思議がられます。その答えは、私たち英

語教師は英語の指導法と同時に英語の運用力という二重の研修が必要だからです。高校ではも

うすでに行われている「英語の授業は英語で」が中学校でも２０２０年度に始まります。今か

ら自分の英語力（特にスピーキング力）を鍛えておかなければなりません。 

 今年度の研究テーマは「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫」としました。そのため、５

月から毎月の部会で部員が実践している工夫を発表し、シェアしています。今年度は新入部員

が９名もあり、研究部も若返ったのはいいのですが、指導の継承がなされなければなりません。

そんな意味合いも含めて、ベテラン部員から率先して自らの指導の工夫を若手に伝授している

のです。語い指導は一朝一夕ではできません。周到な計画と様々なテクニックを使って長いス

パンで生徒の語い力を伸ばす必要があるのです。これから数年間にわたる研究の成果はまた皆

様にフィードバックすることになります。中英研会員の皆様には夏の語い指導ワークショップ

にいらして研修を深めていただきたいと思います。 

 今から１８年前の２月、研究部前々部長の長勝彦先生が 後の公開授業をこの研究部研究発

表会の場で行いました。当時４０代に入ったばかりの私はその授業を見て、「自分も 後の公

開授業はこの場でやりたい」と強く思いました。それから１８年間、長先生に恥じない授業を

しようと努力を重ねてきました。私が大事にしてきた３本の柱は①理論②データ③生徒目線で

す。第二言語習得理論の勉強をし、データを集め現状分析・授業改善・効果測定をし、生徒の

目線で授業を組み立ててきました。元同僚であり、現在は研究部副部長である石井亨先生はじ

め、都中英研の仲間たちとの切磋琢磨が今の私を作ってくれたことも忘れません。本日、授業

を終えて長先生の域に達したかどうかはまったく自信がありませんが、あの時と同じように若

い先生方が当時の私と同じような志をもってくれたなら本当に幸せです。 

 

 後になりましたが、これまでご指導・ご助言をいただいた講師の先生方、都中英研会長、

ＯＢの先生方に心より感謝申し上げます。                                

平成２７年２月２４日 研究部長 北原延晃（港区立赤坂中学校）還暦の日に 
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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） 

中川 智子 （大田区立大森第十中学校）  金子健次郎   （大田区立田園調布中学校）  

渓内  明 （文京区立第八中学校）    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） 江濵 悦子   （大田区立大森第四中学校）  

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 （豊島区立池袋中学校)     大竹  順子 （八王子市立松木中学校） 

福田真希子 （葛飾区立水元中学校）    島田  朋美  （荒川区立第四中学校） 

本田  大輔 （葛飾区立葛美中学校）    水嶋    諒  （江東区立深川第四中学校） 

柴田さや香 （墨田区立桜堤中）      高杉  達也  （千代田区立九段中等教育学校） 

日座  正太 （練馬区立石神井中学校）   坪田  裕希  （武蔵野市立第一中学校） 
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《研究部のホームページ http: // www.eigo.org / kenkyu》 
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