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Ⅰ あいさつ 

さらなる英語教育の充実・発展を目指して 

                       

東京都中学校英語教育研究会 

会 長  飯 島 光 正 

（豊島区立駒込中学校長） 

 

次期学習指導要領改訂に向かい外国語教育の抜本的強化のイメージ図が公表されました。それに

よると、平成 32 年度からの小学校英語科の新設に伴う小・中・高校における外国語教育を成熟社会

にふさわしい我が国の価値を海外展開したり、厳しい交渉を勝ち抜く人材の育成を目指すものです。

この構成図の中では、大まかな習得語い数が記されました。現在の学習指導要領では中学生は 1200

語程度、高校卒業レベルでは 3000 語と言われています。新たな外国語教育においては、小学校で 600

～700 語、中学校で 1600～1800 語程度、高校卒業レベルで 4000～5000 語程度が必要であると示され

ました。外国語教育においては語い数のサイズを広げることが不可欠であり、授業における語いを

広げる指導の工夫は喫緊の課題となっています。 

東京都中学校英語教育研究会研究部では、語いの研究を 40 年近く継続して行ってきました。具体的

には、外来語と英語教育の関係、発表語いの研究、英語基本語い 1000 語の選定、基本語いの定着化、

言語機能（Function）について、Teacher Talk、 Students Talk、等々それぞれの時代の先端を行く

内容を取り入れながらの研究です。 

平成 17 年度には、「日本の中学生に必要な発表語い 635 語」を策定し、「重要動詞のコロケーション

調査」を実施しました。そしてその調査結果として生まれた「重要動詞におけるコロケーションリスト」を

活用してワークシートやテスト等を作成、これらを部員が授業の中で活用し検証し、そこで得られた

成果と課題を夏季休業中に３回実施される“語い指導ワークショップ”で、発表しました。平成 22

年度からは語い指導の一環としての辞書指導のあり方を提案、一昨年度からは「語いサイズを広げる

工夫」を研究しています。まさに時代の源流を捉えた研究を実践しています。研究部は 1976 年

（昭和 51 年）より研究テーマを設け継続的に行ってきました、「英語教師のニードとその資料源」

「外来語と英語教育」「語いと英語教育」をテーマにし、「語いと英語教育」は今年度 40 年目を迎えた

超ロングシリーズです。この研究をますます発展・充実させ、東京都の英語教育の推進リーダーとして

さらなる飛躍を期待します。 

今年度、研究開発委員会（中学校外国語委員会）では、研究テーマを「個々の能力を最大限に伸ばす

ための指導方法及び教材開発」とし、即興でスピーチをするための学習到達目標の設定と段階的な指導を

研究してきました。即興的な表現力をつけるための段階的な指導を通して、教師は teacher talk を

戦略的に行い導入する。また新出事項だけではなく、これまでに既に学習したことを、日々の授業の

中で計画的に帯活動として毎時間取り扱い、使えるようになって欲しい語いや文法などを「話すこと」の

活動を通して繰り返し練習し発話量を増やす実践をしてきました。表現力を高め、即興スピーチに

至るには、学習した語い、特に発表語いを確実に定着させなければなりません。今回研究部が報告する

語いサイズを広げる指導の工夫は、多くの先生方に大きなヒントを与えてくれるはずです。 

英語教育改革はまったなしです。小学校での英語教科化に伴い、「コミュニケーション能力の基礎」

ではなく、「身近な話題についての理解や表現、簡単な情報交換ができるコミュニケーション能力」
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そのものを養うことが求められます。文法や語いの知識の量ではなく、それらを使って何ができる

ようになるかを到達目標に設定し、その達成度を評価しなければなりません。「話すこと」についても、

用意された原稿を用いてただ発表するだけではなく、即興的にやりとりする力を養わなければなりま

せん。複数の技能を統合的に扱う言語活動を通して求められる英語力も大切です。こうした課題に対し、

研究部をはじめ、都中英研各部が連携を取り合いながら、東京都の先生方に有益な情報・資料を発信

してまいります。 

最後になりましたが、部長としての重責を担い研究部の活動をリードしていただいた石井亨研究

部長をはじめ、部員の先生方のこれまでの研究実践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） 

 



-9- 

 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） 

             パ ネ ラ ー：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（東京学芸大学附属世田谷中学校） 

 

2011(平成 23) 年度 「語いと英語教育 (35)」 

辞書指導 (2) 

                     研究授業者：上尾栄美子（江戸川区立篠崎第二中学校） 

                     指 導 講 師：日臺 滋之（玉川大学） 

 

2012(平成 24) 年度 「語いと英語教育 (36)」 

辞書指導 (3) 

                     研究授業者：金子健次郎（大田区立田園調布中学校） 

                     指 導 講 師：田尻 悟郎（関西大学） 

 

 2013(平成 25) 年度 「語いと英語教育 (37)」 

辞書指導 (4) 

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

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

本多敏幸（千代田区立九段中等教育学校） 

杉本 薫（東京都立両国高校附属中学校） 

田口 徹（千代田区立九段中等教育学校） 

北原延晃（港区立赤坂中学校） 

      モデレーター：石井  亨（千代田区立九段中等教育学校） 
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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） 

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

 

2015(平成 27) 年度 「語いと英語教育 (39)」 

            語いサイズを広げる指導の工夫 (2) 

             研究授業者：久保野 りえ（筑波大学附属中学校） 

             指 導 講 師：新里 眞男  （関西外国語大学） 

 

2016(平成 28) 年度 「語いと英語教育 (40)」 

            語いサイズを広げる指導の工夫 (3) 

             研究授業者：太田 裕也（八王子市立第六中学校） 

             指 導 講 師：久保野 雅史 (神奈川大学)       

 

Ⅲ 昨年度までの研究のあらまし 

 

 平成13年度から9年間にわたり中学校検定教科書で使用されている語いリストについて研究を行った。

また、平成 22 年度から 4 年間にわたり研究した辞書指導をもとに、その後 2 年間で「生徒の語いサイ

ズを広げる指導の工夫」というテーマを設定し研究を進めた。毎月の部会で、部員同士がリストに入

れる語いについて指導計画や指導方法を発表し、英語の指示や授業のどの部分で行うことで効果があ

るのかについて検討した。 

「夏休み語い指導ワークショップ」では、部員が授業で実践した語いサイズを広げる事例を発表した。 

平成 28 年 2 月 18 日、筑波大学附属中学校において、久保野りえ先生による研究部公開授業・研究

発表会を実施した。研究協議会では関西外国語大学の新里眞男教授をお招きし、公開授業の講評と今

後の語い指導において目指すべき方向性についてご指導いただいた。 
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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（３） 

１ 研究の概要  

今年度は、「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫」を研究テーマとして３年目になる。昨年度

に引き続き、教科書本文の新語を復習する場面での語いを広げる指導について研究した。新出語い

の同意語・反意語、上位語・下位語、接辞、関連語、品詞変化、コロケーション、語尾変化など、

どのような語いを広げたかについて、新しい教科書用のリストを作成した。さらに、生徒の語い

サイズの広がりが確認できた output 活動とその指導についての実践研究を行った。 

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１９４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２５日 （九段中等教育学校） 

１ 自己紹介 

２ 新年度の組織   

研究部担当副会長：和田 文宏校長 （大田区立蒲田中学校）  

部 長：石井   

副部長：原田、関口、伊地知、渓内 

語い指導ワークショップ部会（企画・立案・運営） 

チーフ：渓内 副部長 

部 員：福島、松木、藤野、江濵、古川、根本、新井 

研究大会部会（企画・立案・運営、講師との連絡、研究冊子、会場など） 

チーフ：原田・関口 副部長 

部 員：堀田、大竹、中川、水嶋、壽原、上尾、太田、前田、佐藤 

庶務部会 

チーフ：伊地知副部長 

記 録：島田 出張依頼：高杉 会 計：上尾 

３ 今年度の研究テーマ「生徒の語いサイズを広げる工夫 (３)」 

実践研究のテーマは 5 月部会で継続検討。 

第２回部会 ５月１９日 （九段中等教育学校） 

１ 今年度の実践研究テーマ検討・決定 

・教科書の広げた語彙のリスト作成（新教科書で）＋α 

語いのネットワークを指導する。 →語いの「深さ」につながる（コロケーション、上位・下位語 etc.） 

・単元末に単語の総復習をし、広げた語いとともに忘れやすい単語をリストアップする。 

【実践する活動：復習として output につなげる指導例】 

・品詞の指導 

文型と品詞の関わり、接頭辞・接尾辞、辞書指導を通して 

・既習語・表現のリサイクル 

Teacher Talk 内に入れる、即興（口頭）英作文、使ってほしい表現を指定して chat 

授業中に自分が話したことやクラスメイトが話したことを、通し番号を付けてノートに書き記す。
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スパイラル・ワークシートの活用（復習として、想起の task として） 

・Basic Level の英英辞典の活用：Definition の参照として 

・家庭学習とのつながり 

２ 夏のワークショップ  

会場学校、日程 

第 1 回８月２日(火)九段中等教育学校 

第 2 回８月１０日（水）三宿中学校 

第 3 回８月１８日（木）中野区立中野中学校  

受付期間、方法について：メールでの受付：自動返信で 

第３回部会 ６月２１日 （九段中等教育学校） 

１ 語いを広げた指導の実践報告：学年別に実践報告。全体で共有。 

２ 夏のワークショップ講師決定 

第 1 回８月２日(火)九段中等教育学校・視聴覚室 

   講師１ 佐藤 （坪田、関口） 

   講師２ 古川 （太田、新井） 

   講師３ 上尾 （渓内、壽原） 

  第 2 回８月１０日（水）三宿中学校・ランチルーム 

 講師１ 太田 （石井、伊地知） 

   講師２ 福田 （江濵、原田） 

   講師３ 水嶋 （石井、大竹） 

  第 3 回８月１８日（木）中野区立中野中学校・会議室 

   講師１ 壽原 （上尾、松木） 

   講師２ 福島 （藤野、島田） 

   講師３ 江濵 （高杉、中川） 

    （ ）は講師の WS 資料のチェック担当。7 月部会までに終了。 

チェック内容：ねらいが明確な内容か。内容が該当学年、指導時期として適切か。英語が

正しいか。指導・課題の流れは良いか。課題・問題の順番は易から難か。 

第４回部会 ７月１１日 （九段中等教育学校） 

１ 語いを広げた指導の実践報告：学年別に実践報告。全体で共有。 

２ 広げた語いのデータ入力について共通理解 

３ 夏のワークショップ 

（１）昨年度の反省より 

（２）仕事内容都内文書配布は６月３０日までに。受付期間は７月 1 日～7 月２２日。 

（３）WS 発表者の原稿、ワークシートなどのチェック  

第５回部会 ９月２６日 （九段中等教育学校） 

１ 語いを広げた指導の実践報告：学年別に実践報告。全体で共有。 

２ 夏のワークショップの反省 

３ 研究部研究発表会での公開授業者候補について 

４ 全英連・英検の研修報告：上尾 

５ 研究部 HP の移行について 
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第６回部会 １０月１７日 （九段中等教育学校） 

１ 語いを広げた指導の実践報告：学年別に実践報告。全体で共有。 

２ 研究部研究発表会での公開授業者決定 

３ 研究部冊子原稿内容検討 

４ 都英語学芸会 12 月 4 日(日)の手伝い部員について 

第７回部会 １１月２１日 （九段中等教育学校） 

１ 研究部冊子原稿検討（第二次検討） 

２ 研究発表会の期日、公開授業者、講師決定 

案内文書、都内配布分担など 

３ 語いを広げた指導の実践報告：学年別に実践報告。全体で共有 

第８回部会 １２月１２日 （九段中等教育学校） 

１ 研究部冊子原稿検討（第三次検討） 

２ 今後の原稿作業について 

３ 研究発表会について 

第９回部会 １月（九段中等教育学校） 

１ 原稿校正（第四次検討） 

２ 研究発表会下見報告 

３ 研究発表会仕事分担 

研究部公開授業・研究発表会 ２月１７日（金）八王子市立第六中学校にて 

研究発表 「語いと英語教育（４０）」～生徒の語いサイズを広げる指導の工夫（３）～ 

公開授業 授業者：太田 裕也  学年：中学２年 

指導講師：久保野 雅史先生 (神奈川大学外国語学部准教授) 

第１０回部会 ３月（九段中等教育学校） 

１ 研究発表会の反省 

２ 今年度の反省 

３ 来年度の研究内容検討 

 

２ 今年度の研究の流れ  

 「生徒の語いサイズを広げる工夫」をテーマとして研究を行い３年目となる。 

授業内の復習の活動として、教科書本文に出てくる語句をもとに、語いサイズを広げる指導を各部員が

実践した。毎月の部会でその実践を持ち寄り、対象にした語い、語いサイズの広げ方、参考にした

文献等について、学年ごとに分かれて協議、検討した。今年度は特に、語いを広げることに関連する

活動や指導の実践報告の共有に力を入れた。 

部員が実際に広げた語いは、新しい教科書のデータとして改めて一覧表にまとめた。 

夏季休業中には、「語い指導ワークショップ」を３回開催し、部員が実践を発表した。 
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３ 具体的な研究内容 

（１）授業での語いサイズを広げる指導：語いの復習をどの Stage でどのように行うか。 

教科書本文に出ている単語を次の授業で復習する時に、語いサイズを広げる指導を実践した。

授業での他の指導や活動も考慮して、授業中の５分前後が適当であると考えた。前時の語いの

定着を形成的評価すると共に、語いサイズを広げる指導を実践研究した。 

部員によっては、単元のまとめとして、その単元で学習した語いを復習することも行った。

これは短期記憶から長期記憶への転移をねらっている。 

また、語いサイズを広げる指導は、Collocation (Idiom なども含める) 、同意語、反意語、

上位語、下位語、品詞変化、接辞、語尾変化( Inflection ) など多岐にわたり、そのために辞書

指導は有効である。部員で試行錯誤したことの 1 つとして Collocation が挙げられる。辞書や

サイト、他社の教科書の表現からどの Collocation を指導するか部会で検討した。また教師が

どのようなキューで生徒から単語を引き出すのが有効か、広げた語いをどのように生徒に

インプットしたかなども部会で検討した。 

 

授業での語いサイズを広げる指導を進めていく中で、毎月、部会で学年ごとにグループを作り

話し合った。部員から出た意見は以下である。 

学年グループごとに出た意見 

中学 1 年  

６月 

・入門期ということもあり、辞書を引かせて確認することが多かった。 

・アクションカードを使いインプットしたmake, cook の違いも指導した。play 等の多義語の確認をした。 

・小学校では音声で入っているので、関連語を出させるときにカタカナでの指導（スペリングは

問わない）はどうか？  

・音声から同音異義語を指導：meet, meat （どちらも生徒が知っている語） 

・早い段階での辞書指導導入ができている。 

・語いを広げるうえでの＋αの指導は？ 

７月 

・on は「上に」と覚えている生徒がいるが、辞書で調べさせて「接して」という意味だと確認させた。 

・we を確認するときに、I like cherries. You like cherries. We like cherries. と we の意味を理解させた。 

・see と look を区別させた。 

・I see. の see の意味は？辞書を使って調べさせた。 

・meet と同音異義語 meat そこから派生して beef, chicken  

・楽器を広げた。violin, guitar, trumpet など 

・辞書を使って天気について調べさせた。 

・have が多義語であることを考えさせた。 

９月 

・「知識を増やす」ということに重点を置いている。always は辞書を使い、頻度を確認させた。 

・なんでも Me too.になってしまうので、Me neither.も指導した。→教師の発言にレスポンスする

練習をさせる方法もある。 

・table と desk の違いについて。 
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１０月 

・語いの意味を確認するときに、explanation game と称し、生徒同士でヒントを出し合って、単語を

当てるゲームをした。その活動を見通し、教師から生徒へ発問し、モデルを示した。 

・１年生３学期でも動物当てゲームをすることができる。その場合、教師は説明が可能な動物を

リストアップしておくと良い。 

・身近な外来語から（例：bi がつく単語など）他に音として知っている単語を挙げさせた。 

・単元のまとめとして、色を表す単語、人の性質を表す単語を挙げさせることで、学び合いが起こった。

生徒の反応が良くなかった単語を挙げて、復習させた。 

中学２年 

６月 

・同義語、反意語、上位語-下位語の指導をした。 

・go ～ing：go hunting,  early：early in the morning, get up early など。  

・接尾辞：-ful で広げた例が多かった。頻度：usually →always, often, sometimes  

・間違いが多かったものを再指導。for the first time を at the first time と誤答した生徒が多かった。

同時期に教科書に出現した at first と混同していたようだったので再指導。例文も書かせた。 

・教科書で出てきた語いを指導しているときに、読みトレで扱った表現が出てきた。どの程度、

期間があいていたかによるが、Context があると定着が良いのでは？ 

７月 

・teacher talk に入れたり、表現を指定して会話をさせたり、既習の表現を使って英作文を書かせ

たりした。 

・間違いが多いものを授業で丁寧にリサイクル、練習させたところ、定期テストでの間違いは少な

かった。 

・連語、熟語を教えるときは、動詞のコアミーニングを先に教えることが大切。 

・小テストの扱い。小テストは定着度合を見るために行い、評価には入れない、という方法もある。 

９月 

・スキット練習で、レスポンスを Do you?  Did you?  Is it?  などを練習させた。 

１０月 

・リスニング問題のスクリプトから広げることも可能。 

・stadium の接尾辞”um”は長さを表す単位 stadion（ラテン語→ギリシャ語）から発展して、「走る

ところ」と発展していることを調べた（インターネット情報） 

中学３年  

６月 

反意語や接尾辞での指導。修学旅行新聞で語いのリサイクルが確認できた。(productive) 

 パフォーマンステストでは、内容重視で語い指導した結果、定着が良かった。品詞の指導で辞書を

使用した。 

７月 

・百人一首を英語に訳す活動を行った。年明けに百人一首大会を行う予定。日本語をそのまま英語に

訳すことが難しい、日本語を他の表現に置き換えてから英語にすることが大事ということを学習

した。すべて 100 首を作らなくても、いくつかだけにしぼって比較させるというのも面白いか。 

・「夏と言えば？」という声かけで、単語をどんどん出させた。 
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・修学旅行の新聞を書く活動を行った。 

・イラストを見ながら、ALT に質問をしたり、質問に答えたりする活動を行った。 

・ピクチャーディスクライビング 2 文。イラストについて質問をする。（事前に準備できる。）ALT

からの即興の質問に答える。 

・ALT とのインタビューテスト。日本文化紹介。英文は 3 文で説明。持ち時間は 30 秒。赤、青の

2 種類のカードを用意。赤は既習のもの。青は初めて出てくるもの。 

・バリエーションとして、最初の 1 分は既習のもの。後半の 1 分は即興でその場で説明する。即興

カードを他の生徒に教えない約束にしておく。 

９月 

・BINGO を使って、既習の表現を復習する活動をした。 

・魚の名前を広げた。接尾辞-ful の語を出させた。 

・教科書が変わって、２年、３年で既習扱いだけれど、それまでに学習していない語いについては

どうしているか、が話題になった。 

・フラッシュカードを増やす。 

・助動詞で知っている語を出させたら、混乱する場合もあったので整理をしてやることも必要。 

１０月 

・教科書の内容について、感想も含めて１０文程度で説明する活動の報告。 

・尊敬する人を紹介するという活動で、教科書で学習した語をキーワードとして文章を書かせる活動を

した。キーワードを使用し、文章を書かせることが語いを広げることに結びつくのか？ 

 

（２）実際に広げた語い：EXCEL 版 1 

 

語いを広げたデータのまとめ 

単  語 使用頻度 広 げ た 語 い 

[A]    

about 6 about judo  about 100 meters 

above 3 on 

action 2 act 

addition 3 add 

adult 2 kid   child  children 

African-American 1 Japanese-American 

after 6 before 

afternoon 6 morning  evening  night  noon 

again 6 one more time 

against 5 for 

agree 6 I think so too.  disagree 

although 2 though 

always 6 usually  often  sometimes  never 

amaze 1 be amazed  amazing  
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amazing 5 surprising 

america 4 China  Italy  Germany  France  Spain  Korea 

animal 6 dog  cat  bear  rabbit  tiger  goat  pig  sheep  elephant  zebra  

deer  horse  lion  mouse  penguin  panda  koala  monkey  cow  

hippo  gorilla  giraffe 

another 6 other  others  the other   

answer 6 ask 

any 6 some 

anything 6 something 

arrive 5 leave 

asleep 2 alive 

at 6 at first  at last 

attention 4 pay attention to 

aunt 5 uncle  father's sister  mother's sister 

   

[B]    

back 6 front 

banana 3 fruit  strawberry grape 

be 6 is  am  are  be made of  be made from 

beautiful 6 wonderful  colorful  careful  powerful  joyful   

beef 4 chicken  pork  lamb  

before 6 after 

begin 6 start  end  finish 

behind 5 on  in  under  by 

below 3 above 

between 5 among 

bicycle 2 bilingual  trilingual  multilingual 

big 6 small 

bird 6 crane  swan  penguin  eagle  peacock  pigeon  swallow  chicken  

kiwi  crow  blackbird  hummingbird  sparrow  parrot  hawk 

boring 3 bored 

boy 6 girl  man  woman 

breakfast 6 lunch  dinner 

bring 6 take 

brother 6 sister  mother  father  aunt  uncle 

buy 6 sell buy a bike  buy an eraser  buy the company  

   

[C]    

Canada 4 Australia  New Zealand 
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capital 3 Tokyo  London  Paris  Jakarta  

card 5 Christmas card  birthday card  credit card  T-Point Card  Ponta Card 

careful 5 beautiful  wonderful  colorful  useful   

center 3 middle 

centimeter 1 cent  kilo 

century 4 cent  centimeter  percent      

chair 4 desk  bench  armchair  wheelchair  on a chair  in an armchair  in a 

wheelchair 

Chinese 6 Korean Japanese English French German Portuguese 

classmate 6 teammate  roommate  playmate 

clear 3 sunny  beautiful  rainy  cloudy  snowy  windy  fine  fair 

clearly 3 clear 

close 4 far  It was a close game.  Could you close the window, please? 

clothes 6 cloth 

coat 4 jacket  windbreaker  shirt  skirt  sweater  tie  socks  shoes  hat  

cap  belt  T-shirt  dress 

cold 6 cool 

color 6 black  white  purple  gold  silver  bronze  red  blue  green 

communication 5 communicate 

cool 6 good  great   

could 6 Could you~?  Would you~?  Wil you~?  Can you~?  can   

country 6 Japan  China  Korea  America  the U.K.  India 

crane 3 make a paper crane  make a paper plane 

cup 5 glass  mug  bowl 

custom 3 habit 

customer 3 guest  visitor 

cycling 1 cycle  bicycle 

   

[D]    

dancer 2 player  runner  swimmer  keeper  hunter  catcher  pitcher  speaker  

driver  teacher 

day 6 week  month  year  one day  all day  some day 

decision 3 make a decision  come to a decision  reach a decision  decide 

deeply 2 slowly  quickly  happily  deep 

delicious 5 good  great  excellent  nice  yummy  tastes good  tasty 

designer 3 design 

developing 

country 

1 developed country  advanced country 

difference 3 different 
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different 6 same  difference 

differently 1 different  difference 

difficult 6 hard   easy 

difficulty 3 difficult 

dolphin 4 shark  whale  fish  octopus  salmon  turtle   

draw 5 write  paint  picture  curtain  drawer  

driver 3 player  runner  swimmer  keeper  hunter  catcher  pitcher  speaker  

teacher 

during 6 during the summer vacation  winter vacation  spring vacation 

   

[E]    

ear 3 hear 

early 6 early in the morning  get up early  go to bed early  late 

earth 5 earthquake   

easily 5 easy 

east 3 west  south  north 

easy 6 difficult 

editor 1 edit 

either 5 too 

elementary school 3 kindergarten  junior high school  college  university 

else 5 anything else  anyone else  What else? 

empty 3 full 

end 6 by the end of～  at the end of～ at the beginning of～ finish  

engineer 4 announcer  baker  farmer  illustrator  carpenter  nurse  vet  

cartoonist  actor  doctor  teacher  musician  farmer  dancer  ~ player  

astronaut  police officer  firefighter  pilot  cabin attendant  

English 6 Japanese  math  social studies  science  art  music  P.E.  

homemaking  industrial arts 

evening 6 morning  afternoon   night  noon 

every 6 all  Is everyone here?  OK, all the students are here.  every day  month  

year  Sunday 

everything 6 something  nothing  anything   

excited 6 exciting 

exciting 6 excited  interesting  boring  busy  happy 

eye 5 see  

   

[F]    

faithful 1 colorful  wonderful  joyful  careful  peaceful  spoonful  powerful  

beautiful 
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fall 6 chestnut  leaf  cool 

family 6 father  mother  sister  brother  grandfather  grandmother  child  

children uncle  aunt  family tree 

famous 6 popular 

fashion 2 out of fashion 

father 6 uncle 

feed 1 food 

few 6 little  a few  a little 

fine 6 a fine play  I'm fine. 

first 6 for the first time  at first 

fish 6 tropical fish  goldfish  salmon  tuna  shark  saury  

flight 3 fly 

fluffy 1 crispy  soggy  chewy 

flute 2 piano  guitar  trumpet  clarinet  drums 

foot 4 leg  feet 

forget 6 remember 

free 6 busy 

front 6 in front of   back  before  behind  on  in  under  near  by  over  

fruit 5 banana  orange  lemon  peach  mango  strawberry  kiwi  apple  

pineapple watermelon  pear  grape  melon  papaya  grapefruit  pear 

fun 6 funny 

   

[G]    

game 6 lose a game  win a game  basketball  baseball  

garbage 1 trash  rubbish 

garden 5 field  yard 

gentleman 3 gentle 

gift 4 present 

girl 6 boy  woman  man 

glad 6 happy  angry  excited  scared  tired  surprised  sad  shocked  sorry   

glove 1 a pair of  socks  shoes  slippers  glasses  scissors  trousers  jeans 

go 6 go fishing  go skiing  go skating  go camping  go swimming  go 

surfing  go to school  go to movies  go to karaoke  go to Kobe by train  

good 6 a very good soccer player well 

great 6 good  wonderful 

greet 2 greeting 

grow 6 grow vegetables  grow well 

guitar 6 flute  violin  trumpet  trombone  drum 
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[H]    

hair 5 on your head 

hand 6 arm  foot  leg  finger  thumb 

happy 6 angry  excited  surprised  scared  exciting  hungry  bored  sad  

hard 6 difficult  easy  soft  tough 

hare 1 rabbit 

have 6 eat  drink  have a question  breakfast  lunch  dinner 

headache 5 stomachache  toothache  heartache  nosebleed  sore throat 

health 5 healthy 

healthy 2 health 

hear 6 listen  hear of  hear from 

heavy 3 light 

hello 6 Hi.  Good morning.  Good afternoon. 

here 6 here you are 

high 6 low 

historical 6 historical book  historical film  historical person  connected with history 

history 6 social studies  geography  historical 

hope 6 want  need   like 

host 4 host family  host mother  host father 

hot 6 warm  cool  cold 

hour 6 minute  second 

how 6 how to  what to  where to  when to 

hundred 6 thousand  million  millionaire  billion 

hunger 1 hungry 

hungry 6 tired  bored  sleepy  full 

   

[I]    

illness 2 ill  

important 6 importance 

increase 4 decrease 

India 5 America  Canada  China  Australia  Korea  Italy  France  Spain  

Indian 

Indian 3 India 

interested 6 interesting  exciting  excited 

interesting 6 interested  fun  boring  easy  difficult  exciting 

it 6 It's nothing.  You're welcome.  No problem.  That's all right.  That's 

OK. 
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[J]    

Japanese 6 Korean  Chinese  Indian  Spanish  Italian  French  German  Thai  

Mexican  American  Canadian  English  Swedish  Turkish 

join 6 join the track and field team  join the baseball team  join the soccer team  

join us 

junior 5 senior 

     

[K]    

keep 6 keep ~ing 

kid 3 just kidding  just joking 

kid 4 child  children 

kind 6 a kind of  what kind of 

kind 6 be kind to 

Korean 3 Japanese  English  Chinese  Finnish  Spanish 

   

[L]    

lady 3 gentleman 

large 6 extra  XL  medium  small 

laugh 4 laughter 

lead 4 leader 

learn 5 study 

leave 6 arrive  leave school  leave home 

let's 5 Shall we? 

lie 4 lie lay 

light 6 dark 

lonely 2 loneliness 

long 6 short 

look 6 see  look happy  look sad  look angry  look excited  look sleepy 

lost 6 lose  win  won  

lot 5 a lot  a little  a lot of 

low 6 high 

luck 5 lucky 

lunch 6 dinner  breakfast 

   

[M]    

make 6 cook 

many 6 a lot of 

master 1 kendama master  anime master  fish master   
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match 5 game 

material 1 onions  carrots  potatoes  beef  chicken  pork  roux    

maybe 5 of course 

meal 3 in-flight meal  breakfast  lunch  dinner 

meaning 3 mean 

meat 3 pork  beef  fish  lamb  mutton  

meet 6 meat 

meeting 2 meet 

minute 6 second  hour 

miss 6 miss you  miss the train 

money 5 make money  change money  pay money  save money  waste money  

count money 

month 6 week  year 

more 6 over 

mother 6 aunt 

mouth 5 speak  eat 

move 6 moving   

ms. (ms) 6 Mrs.  Miss  Mr. 

musician 6 magician  beautician  vegetarian 

must 6 can  will  may  shall  should  could  would  have to  don’t have to  

mustn't 

my 6 It's my pleasure.  You're welcome.  No problem.  

   

[N]    

near 6 far 

need 6 in need 

new 6 old 

nice 6 good  pretty  wonderful  great  beautiful 

night 6 morning  afternoon   evening  noon 

north 5 south  west  east 

nose 4 center of your face 

nursery 3 nursery school  nurse 

   

[O]    

ocean 3 the Antarctic Ocean 

octopus 3 October 

off 6 take off  on 

often 6 always  usually  sometimes 

on 6 on the wall  on the ceiling 
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one 6 one another  each other 

origin 1 original originally  

original 3 magical  musical  traditional  natural 

originally 3 naturally  usually  magically  musically  traditionally  carefully  

origin  original 

ourselves 2 myself  yourself  yourselves 

outside 5 inside  It's cold outside but warm inside. 

over 6 more than 

own 5 owner  own goal 

   

[P]    

paint 4 draw  painting  picture  

palm 1 hand  arm  wrist  finger 

patient 4 doctor 

pay 2 pay $15  pay attention 

peach 1 grape  pear  persimmon  mango  pineapple 

person 6 personal  

phone 5 smart phone  telephone  iPhone  cellphone 

piece 5 a piece of paper  cake 

plate 3 dish 

play 6 soccer  baseball  basketball  volleyball  tennis  the guitar  player  

play in the garden   

plus 1 minus  times  divide 

poor 6 rich 

pound 1 euro  dollar  cent  yen 

power 6 powerful 

powerful 3 wonderful  beautiful  useful  careful  power 

pretty 5 cute  beautiful 

produce 5 make 

product 2 produce 

protect 4 protector 

public 3 public fee  public school  

purple 1 red  blue  white  brown  black  yellow  pink  green  gray  orange  

ivory  violet  silver  gold  bronze   

push 4 pull 

   

[Q]    

question 6 answer 

quickly 5 slowly 
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[R]    

rabbit 4 dog  cat  horse  panda  gorilla  mouse  monkey  hippo  koala  pig  

eagle  hawk  bird  chick  rhino  tiger  eagle  

radish 1 carrot  potato  tomato  onion  green pepper  lettuce  cabbage  

pumpkin  cucumber  eggplant   

rain 6 rainy 

really 6 Did he? You did?  

red 6 gold  silver  bronze 

reduce 4 recycle  reuse  repeat  review 

regular 2 irregular 

remember 6 forget 

repair 2 break 

require 3 requirement 

respect 4 look up to  look down on 

return 6 recycle  reuse  replay  restart 

reuse 5 return  recover  replay  reset  retry  restart  

right 5 left 

river 6 swimming  fishing  sea  fish  boat   

roast 2 grilled  bake  broil  brown 

rock 3 jazz  pop  classical  mountain  river  sea  lake   

Rome 1 Roman 

room 6 door  window  desk  bed  bookcase  chair  fridge  air conditioner 

round 4 square  triangle  rectangle  oval  diamond  star 

   

[S]    

same 6 the same as  different from  similar to 

save 6 help 

scary 1 frightening  The movie was scary.  I was scared of flying. 

school 6 elementary school  junior high school  high school 

season 6 spring  summer  fall  winter 

sell 6 buy 

sense 2 in a sense  sixth sense 

serve 5 service  serve people  serve lunch  receive 

several 5 many  some  a few 

shall 5 can  will  must  should  would  could  do  does  did 

shirt 4 polo shirt  T-shirt  pants  skirt  jacket  cap  socks  hat  vest  

sweater  

shop 6 buy  money  shopping  store 

shopping 5 go shopping  go skiing  go snowboarding  go hunting 
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should 6 can  will  must  would  could  may  do  does  did 

shrine 5 temple  a portable shrine 

sick 6 sickness 

sightseeing 3 business  study 

similar 3 be similar to  same 

sister 6 father  mother  brother  cousin  grandfather  grandmother  

grandchild  great-grandfather  uncle  aunt  nephew  niece  

brother-in-law   

size 4 small  medium  large 

sleepy 6 sleep  happy  sad  hungry  thirsty  nervous  angry  relaxed  tired  

excited 

small 6 medium 

smell 2 taste  

snow 5 be covered with 

soft 3 tough  tender  juicy  hard 

something 6 anything  nothing  everything 

sometimes 6 usually  often  a few times  always 

sound 6 look  taste  feel  become  get   

spring 6 the spring vacation  the hot springs 

star 6 moon  sun  shooting star  planet 

station 6 airport  post office  library  department store  convenience store   

fire station   

strong 6 weak 

subway 2 underground  tube 

sugar 2 salt  pepper  

summer 6 sea  swimming pool   ice  hot  fireworks 

sunny 6 cloudy  rainy  snowy  stormy  muggy  foggy  humid  sunny then 

cloudy  sunny sometimes cloudy  

surprise 2 be surprised at  be surprised to 

   

[T]    

table 6 desk 

take 6 take off  land  take a bus  take a walk  take care of  take out  take me 

home  take a bath  take a picture  take part in  join 

tale 2 story  fairy tale 

talk 6 speak  say 

tall 6 short 

task 1 work  job  business 

teach 6 study  student  teacher 
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temple 6 shrine 

test 5 exam 

thank 6 Thank you. 

that 6 this  That's right.  You're right.  That's for sure. 

there 6 here  over there 

these 6 this  that  those 

they 6 he and he  she and she  it and it 

thought 6 think  bought  caught  taught 

time 6 many times  three times 

toast 3 bread 

today 6 yesterday  tomorrow 

tomorrow 6 today  yesterday  the day after tomorrow  the day before yesterday 

too 6 too small big hungry tired sleepy  One too many.  Me, neither. 

top 5 bottom 

tourism 1 tour 

tradition 3 traditional 

traditional 6 tradition  traditionally  

train 6 plane  bus  car 

travel 5 trip 

true 5 false 

tube 3 subway  train  helicopter  car  taxi  unicycle  bike 

turn 6 turn on  turn off 

twice 5 once  times 

   

[U]    

uncle 5 father's brother  mother's brother 

unclean 1 unhappy  unkind  unlucky 

understand 6 see  know 

university 4 college  apply for university  attend the university 

useful 6 beautiful  wonderful  careful  colorful  joyful  peaceful  powerful  

shameful  playful  hopeful   

usually 6 always  often  sometimes 

   

[V]    

vacation 6 holiday 

vegetable 5 potato  cucumber  carrot  onion  lettuce  cabbage  tomato  pumpkin  

eggplant  green pepper  broccoli  asparagus  white radish 
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[W]    

waitress 1 waiter 

way 6 our way of farming  Could you tell me the way to ～? 

we 6 you and I  

weather 6 sunny  rainy  snowy  cloudy  typhoon  thunder  hot  warm  cold  

cool 

week 6 day  month  year 

welcome 6 You're welcome.  Not at all.  It's my pleasure. 

well 6 well done  medium  rare 

where 6 what  when  why  which  who 

why 6 Why not?  Sure.  Of course.  who  what  when  

wife 3 husband 

winter 6 cold  ski  snow  

women 4 woman  man  men   

wonder 3 wonderful  wonderland 

wonderful 6 wonder  beautiful  powerful  careful  hopeful  good  great  nice 

excellent  fantastic  unbelievable  awesome  perfect  amazing 

wood 5 wooden  be made of  be made from 

wow 6 really  great   

   

[Y]    

yellow 6 red  blue  pink  green  purple  orange  gold  silver  black  white  

brown  gray 

young 6 old  new 

yourself 5 myself  himself  herself  itself  ourselves  yourselves  themselves  

by yourself 
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(3) 語いを広げたり、定着を目指した実践例 

（１）語いの定着を目指した実践例   

江戸川区立清新第一中学校 関 口   智 

 

１ 指導学年 １学年 

２ ねらい 語いの定着を目指し、Teacher Talk で対象とする語を使用する。また対象とする表現や語

を指定して会話させ、メモをもとに英作文を書かせる。 

３ 教材 ワークシート 

４ 指導方法  

   Teacher Talk 

    授業前半の復習の時間で、生徒が間違えやすい語に注目させ、定着を図る。 

    e.g.) every と all との区別を定着させる指導 

T:  Ms Brown’s father is a taxi driver in London.  To be a taxi driver in London is very difficult 

just like to be a lawyer.  He knows every… there.   (…の部分を生徒に言わせる。) 

    Ss: Street！ 

    T:  Streets? 

    Ss: No.  Street! 

    T: Right.  １つ１つの道を全て知っているから、all ではなく every を使っていて、しかも

単数となりますね。  

  Human Bingo 

（１）授業の後半に行った。play の後に楽器が来る場合は the を付けるが、スポーツの場合には

つけないことを理屈の上だけでなく、実際に使えるようにする。 

（２）ビンゴの縦横３列ずつの枠の中に、スポーツと楽器を４語ずつ入れたワークシートを与えた。

中心の枠は Free とした。 

（３）Can you play～?を用いて聞き、Yes, I can.ならば友達の名前を Bingo に書き込む。誰に聞けば

よいか見当をつけさせるために、予め Who can play the guitar? Who can play volleyball?と

１つ１つ尋ね、挙手をさせた。 

（４）４分の時間を与え、会話させた。１人の生徒については１つの質問しかできないこととした。 

（５）メモをもとに宿題として英作文を書かせた。 

   ①･･･ can play the piano. 

      ②･･･ can play baseball. 

        ③～⑧も同様に 

５ 実践を振り返って 

・定着させたい語いを日本語で説明するのではなく、Teacher Talk の中で注目させることで、定着

させたい語いを焦点化することができ、効果的に定着を図ることができた。定着が悪い場合は

次の授業、また次の授業と何回も繰り返すことができるのも Teacher Talk の強みである。 

・英作文に関しては次の授業で確認をした。ほとんどの生徒が楽器の前に the を付けることができる

ようになった。また授業で意識的に guitar を書かせることがよくあるので、guiter と書く生徒が

少なくなった。 
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（２）語いの定着を目指した実践例   

杉並区立荻窪中学校 福 島 美記子 

 

１ 指導学年 ２学年 

 

２ ねらい 生徒がテストなどで間違えた語、混同した語をピックアップし、リサイクルすることで

定着を図る。 

 

３ 教材 辞書、フラッシュカード 

 

４ 指導方法  

 （１）テストなどを通して、生徒が間違えた語をピックアップする。 

    教科書本文：I saw a karesansui garden for the first time. 

章末テスト：I watched the movie (     ) the (     ) time. を at first と混同して答える生徒が

多かった。（教師の Teacher Talk に出てきているからか？） 

 （２）小テストを返却する際、辞書で意味の違いや例文を確認。 

 （３）フラッシュカードを作成して、毎回の授業の初めの数分で、意味を確認する。（５回程度） 

    例         →                   → 

                  裏                   裏 

（４）フラッシュカードで生徒の反応が良く、生徒がすぐに答えられるようになったら、生徒の

ノートに例文を書かせる。その後ペアやクラスで例文をシェアする。 

   板書例                                     for the first time. 

                                                         at first. 

                ( At first                                       .) 

    生徒が書いた英文 

         I went to Disneyland for the first time. 

                  At first I did my homework. 

 

５ 実践を振り返って 

・日頃の小テストやプリント学習、スキットやスピーチの作成の際に、生徒が多く間違えたり、

混同している語をピックアップしておく。 

・教科書の音読だけでは、受け身の学習なので、辞書を引く、例文を作成するなど自分から学ぶ

ことによって、定着が図れる。 

・定期テストやその後の生徒の自己表現などで定着の具合を確認する。上の単語はその後の定期

テストでワークからの出題として 

I visited Arashiyama          the                 . と出題した。 

 

・他にも定着が悪い語、表現がある場合、フラッシュカード、辞書、ノートに自己表現を書くことを

組み合わせリサイクルを図ることで定着を図る。 

初めて for the first time 最初は、初め

は 

at first 
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（３）ライティング指導で見られた語いのリサイクルの例 

―修学旅行レポートの作成を通して― 

文京区立第十中学校 原 田 博 子 

１ 指導学年・時期：３年生１学期（５～６月） 

２ ねらい：少なくとも年に一度はまとまった内容のことを話したり、書いたりするアウトプ  

ットの活動を行っている。アウトプット活動がなければ語いや文を定着させることができ

ないとともに、一回アウトプットを行っただけでは定着までは図れない。そこで１つのテ

ーマ（今回は「修学旅行」がテーマ）でできるだけ２つ以上の技能を使わせ、語いや文の

定着を図ることをねらいとした。  

３ 教材：Total English 3 (学校図書) Lesson 1 Report for our School Trip  

４ 指導方法  

（１）単元計画（１０時間） 

  ① Lesson 1 の教科書指導（７時間） 

Lesson 1 のテーマが修学旅行なので、この課の指導を通じて修学旅行について書く際に必要

な表現にも注意を促す。 

  ② Lesson1 の指導後、修学旅行のライティング指導（３時間） 

   （ア）必要な語いやモデル文を提示し、文章構成についても指導し、各項目にしたがって  

ワークシートにメモさせる。 

     （イ）メモをもとに下書きさせる。 

   （ウ）見出しや写真の位置も考えながら清書させる。 

※後日、ＡＬＴに修学旅行ついて報告し、ＡＬＴから質問を受けるスピーキングテストをし、

定期テストには、教科書で取り上げられている寺を紹介するライティングテストを出題した。 

（２）指導方法 

① 教科書の例文の他に、卒業生の作品をモデルに示す。 

② 文章構成は、《行った場所、行った場所の説明や印象について、他に伝えたいこと、感想・

まとめ》を基本に組み立てるように説明する。いくつも取り上げて書くのではなく、印象に

残った場所を中心にまとめさせる。 

③ 下書きは、タイトルの文字と大きさ、内容に関する写真を入れる位置なども決めて、書かせる。

分量については、文章構成の各項目について書かれていることを条件とした。 

④ 下書きのチェックは、ＪＴとＡＬＴで行った。 

⑤ 完成した作品は、学習発表会で展示した。 

５ 生徒の作品に見られたリサイクルの例 

  ２年では、３学期に鎌倉校外学習を行っており、事後に鎌倉についてライティングさせた。同じ

生徒について、鎌倉の作品と修学旅行の作品で語いのリサイクルについて比較した。 

（鎌倉校外学習：２年女子生徒作品） 

We went to Kamakura on our school trip.  The weather was bad on January 29th.   

 This is Kencho-ji Temple.  It was big.  There was an excellent gate.  It shows the power of samurai and it 

was great. 
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 In Zeniarai Benzaiten I washed 130 yen.  I gave my family 30 yen.  They looked glad.   

  I also ate a lot of food.  For example, I ate dumplings, a waffle, Kamakurayaki, and soba.  Anything was 

delicious, but I think a waffle was the most delicious. 

  I learned about temples. They were beautiful.  I want to go to Kamakura to see temples and to eat delicious 

food again. 

 

（修学旅行：３年女子作品 「鎌倉」のライティングと同じ生徒） 

Hello, I’m going to write about our school trip. The weather was very nice from May 12th to May 14th. The 

trip was fun for three days.  And the trip made me happy, so I want to go there again. I’ll write about three 

memories from our trip.   

 Look at this picture. It’s Todai-ji Temple.  I went there for the first time.  I was surprised at the size of the 

great image of Buddha.  It was huge.  And there were many deer in Nara Park.  They were scary for me.  

 Look at this picture. This is a bamboo forest in Sagano. It is my favorite place.  There were a lot of bamboo 

trees.  They were very beautiful.  I was able to be relaxed in Sagano.  

 Look at this last memory.  It’s Kinkaku-ji Temple.  There were many visitors.  Kinkaku-ji  

Temple was lit up by sunlight.  The gold of Kinkaku-ji Temple was very brilliant.   

Thank you for reading. 

・二重線は「鎌倉」と同じような表現を使っているところ。ライティングでの生徒の癖も影響して

いると思うが、「鎌倉」で書いたことが「修学旅行」にも反映されている。There are/were~は教科書

p.8 の表現。 

・波線は教科書 p.30 の That makes me sad.が基になった。 

 

６ 実践を振り返って 

修学旅行と鎌倉遠足は似たようなテーマであるので、文のまとめ方は基本的には同じで、いくつかの

語いはリサイクルされていることがわかった。このような技能統合型の活動においては、テーマに

関する語いが強化されていくことが確認できた。ただし、体験した内容が違うので、まったく同じ

語いや文がリサイクルされて使われることは多くはない。生徒は鎌倉遠足でライティングを経験した

ので、修学旅行の作成では要領が分かり、取りかかりが早かった。 
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（４）語いを広げ、定着を目指す実践例 

日本文化の説明（３年） 

 

大田区立大森第四中学校 江 濵 悦 子 

 

１ 指導学年・時期：３年生１学期（受動態の導入後） 

２ ねらい：①受動態の文構造の定着を図る。 

②今まで習った語いの復習をする。 

③語いを広げる。 

④日本文化を外国の人に説明する。 

３ 教材：Total English ３（学校図書）Chapter １Project pp.２０～２１ 

４ 指導方法： 

（１）単元計画（４時間） 

①日本文化について英語で説明する方法を知る。（１時間） 

②実際に説明する準備をする。（１時間） 

③テストの練習をする。（帯学習で毎時間５分。１０回。） 

④ALT とのスピーキングテスト（１時間） 

（２）指導方法 

  ①外国人に紹介したい日本文化をパートナーと考え、口頭でできるだけたくさんあげる。 

②教科書の内容にそって “Tanabata” を例にとり、班で説明内容を考える。 

   それは何か、いつ行われるのか、どんなことをするのか、の順に英語で説明する。 

  ③教科書の巻末にのっている他の例「節分」「花見」「七五三」「温泉」「障子」「駅弁」 

   について「カルタ取りゲーム」を行う。教師が英文を読み、生徒が読まれたカードを 

取る。（４人１組で行う。） 

  ④「節分」「花見」「七五三」「温泉」「障子」「駅弁」それぞれを説明するのに必要な単語を②の班で

協力して考え、できるだけたくさん単語を書く。 

  ⑤④で出された単語のリストを次の授業で生徒に渡す。 

  ⑥生徒はリストを参考にしながら「節分」「花見」「七五三」「温泉」「障子」「駅弁」の６つの日本

文化を説明する英文を作成する。（４人１組で行う。）それぞれ３文で作成し、必ず１文に受動

態の文構造を含むこととする。授業後集めてチェックをして生徒に返却する。 

  ⑦帯学習でパートナーとお互いに問題を出し合い、練習する。（毎時間５分） 

  ⑧ALT とのスピーキングテスト 

   １人１分でできるだけ多く ALT に日本文化を説明する。赤カードと青カード（生徒にとって

初見の単語）を準備する。赤カードは「七夕」「節分」「花見」「七五三」「温泉」「障子」「駅弁」、

青カードは「お年玉」「おせち」「お歳暮」「給食」「成人の日」「こどもの日」とする。生徒は

自分が引いたカードに書かれている日本文化について３文で説明し、ALT がその生徒の説明に

ついて８０パーセント以上理解できたらポイントになる。赤カードは３点、青カードは６点。 
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５ 語いを広げ、定着を目指す実践を振り返って 

  （１）「節分」「花見」「七五三」「温泉」「障子」「駅弁」の絵を見ながら説明するのに必要な単語を

考えさせたので単語が出しやすかったようである。「障子」が一番時間がかかった。 

  （２）「受動態を入れる」というルールが難しかったためか、「～は・・・に行われる」という

表現のみを受動態として使った生徒がいた。「できるだけ多くの単語を使うこと」などの

ルールをもう少し加えておけば生徒ももっと工夫したと思う。 

  （３）説明するのに必要な語を書かせて集めること、生徒が書いた日本文化をチェックすることに

時間がかかるかと思ったが、４人１組で１枚提出させたので思ったほど時間はかからなかった。 

（４） 帯学習で１０回復習できたので、生徒は赤カードについてほとんど説明できていた。 

  （５）得点が高い青カードに挑戦しようとする生徒も多かったが、結果として赤カードをしっかり

説明できる生徒の点数が一番高かった。青カードは、即興で考えるのに時間がかかり、

思うほど点が伸びなかったことが原因と考えられる。 
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（５）新教科書での語いの指導実践例と広げた語い 

「ピクチャーを使った ALT との Performance Test」 

 

江戸川区立鹿本中学校 福田真希子 

１ 指導学年・時期：中学 3 年 6 月  

２ ねらい：    

・2 文以上の既習の英語で絵や写真を説明する。 

  ・絵や写真の内容に関して、ALT に質問する。 

 ・ALT からの即興での質問に答える。 

 ・以上の内容で 2 分間英語で会話を続ける。 

３ 教材：New Horizon English Course 3 pp.22-29 Unit 2  From the Other Side of the Earth 

４ 指導過程 

(1) 受動態、日本文化紹介の Performance Test をした単元終了後、ピクチャーを使った ALT 

  との Performance Test があることを知らせる。 

(2) 教科書のデジタル教材から、生徒が２文で説明できそうな絵や写真を選ぶ。 

 教科書の課ごとにペアワークで reproduction を練習。 

練習で話した英語をワークシートで添削・評価。 

(3) 現在完了は外国人講師との Team Teaching でも指導し、Interview Game の形で練習。 

(4) 質問の仕方については現在完了指導後、帯活動のペアワークで練習している。 

【質問例】Have you ever been to…? Have you ever eaten...? など 

(5) Performance Test ではトピックは似ているが、(2)で練習したものと異なる画像を用意する。

リオ五輪前の時期だったので、ブラジル文化以外にオリンピック関連の画像も含む。 

５ 語いを広げた、定着を目指した実践を振り返って 

・reproduction の活動は普段から行っており、他単元では発表の形で経験している。 

説明や自分が用意した質問については初見の絵を見ても対応できる生徒が多かった。 

・今回は ALT との interaction があり、特に即興での質問に対して、「返答するのに緊張した」、 

「単語でしか答えられなかった」、などの感想があった。 

・話すことが得意な生徒は 2 分間は短かったのに対し、苦手な生徒は準備した質問以外の会話

が続かず、黙っている時間が多かった。 

・形成的に評価し、次の指導に活かして、定期考査の「表現」の分野で出題。 

・2 学期に違う単元で同様の形式で performance test を行った。7 月部会で指摘があった「即興の

質問を増やす」という課題を改善するため、直前のペアワークの帯活動は行わず、生徒が 3 年間の

既習の英語を使って質問するよう促した。 

結果、1 学期多用した Have you ever been to…?などの質問も見られた一方で、自分が本当に聞きたい

質問をする生徒も多かったことがよかった。しかし、「ノーベル賞を取るなら何を取りたい

ですか？」と聞きたかった生徒が”What do you like Nobel Prize?”など文法的に誤りのある質問をし、

ALT がその場で訂正したりする例もあった。 

・事前に語いのインプットは行っていたが、実際の生徒と ALT とのやり取りでは、教師が意図した

文型や Topic でないものに広がっていき、アウトプットの面白さを感じた。 
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（４）語彙サイズを広げるために使用した辞書、サイトなど 

辞書等 

『エースクラウン英和辞典』株式会社三省堂  

『ヴィスタ英和辞典』株式会社三省堂 

『ジーニアス英和辞典』株式会社大修館書店 

『初級クラウン英和辞典』株式会社三省堂 

『Challenge 中学英和辞典』株式会社ベネッセコーポレーション 

『動詞＋名詞英語コロケーション辞典』株式会社ジャパンタイムズ 

『プログレッシブ英語コロケーション辞典』株式会社小学館 

『プログレッシブ中学英和辞典』株式会社小学館 

『ロングマン現代英英辞典』株式会社桐原書店 

COBUILD Essential English Dictionary. Collins CoBUILD. 

Longman Active Study Dictionary. Pearson Education. 

Longman Basic English Dictionary. Pearson Education. 

Longman Collocations Dictionary & Thesaurus. Pearson Japan. 

Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Japan. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 

Oxford Collocations Dictionary. Oxford University Press. 

Oxford Elementary Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 

サイト等 

JEF LL  C orpus .  h t tp s : / / s cn . jkn21 .com/~ je f l l 03 / j e f l l_ top .h tml  

Online OXFORD Collocation Dictionary. Oxford University Press 

Wordsmyth. http://www.wordsmyth.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordsmyth.net/
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４ 夏の語い指導ワークショップ（１） 

絵とリズム、ジェスチャーを使った語い指導   

多摩市立鶴牧中学校 佐 藤   優 

１．今回の授業について  

（１）使用教科書 TOTAL ENGLISH 1  Lesson 1-C 「好きな食べもの」 

（２）学年 １年生     

（３）使用時期 ５月下旬 

（４）指導手順（☆の部分が語い指導として工夫しているところ） 

  ・Warm-up（既習文法を使った Q&A Down or Across)  

   ・Picture cards を使った Q&A 

 ☆Oral introduction⇒絵を使っての語い指導 

   ☆New words の導入・練習⇒リズムを使っての語い指導 

  ☆音読練習⇒ジェスチャーを使っての語い指導 

   ・ペアで会話練習 

 ・まとめ 

（５）今回の授業の目標  

 ・教科書の内容を、絵を用いて理解する。 

・フラッシュカードでの単語練習中に、リズムマシーンを使って、単語の練習にチャンツの要素

を入れて、単語の発音ができるようにする。 

・音読練習中にジェスチャーを使って、英文のイメージをつけやすくする。 

・好きな寿司ネタ、嫌いな寿司ネタを教師が生徒に伝え、ペアでの会話で使えるようにする。 

２．語い指導のポイント 

（１）語いの選定   

 ・自分の生徒にとって既習語か未習語か。 

 （それぞれの単語は生徒にとって何回目の単語か？） 

 ・受容語いか発表語いか。 

 （聞いたとき・見たときわかればよいか？使えるようにするか？） 
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 ・辞書で調べさせたほうがよいか。 

 ・ジェスチャーを用いて、表現できる語いか。 

 ・絵を使って表現できる語いか。 

（２）oral introduction（絵を使っての語い指導） 

  （例）Do you like Japanese food? 

 Do you ～？ ⇒ ○ or ×？ に 話し手の顔 

 like  ⇒ ハートマークの絵 

 Japanese food ⇒ 和食の絵 

（３）new words の導入手順（フラッシュカードとリズムを使っての語い指導） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）音読練習（ジェスチャーを使っての語い指導） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）指導の成果、課題 

 成果としては、英語に抵抗がなく、どんな生徒でも楽しく学べるということがアンケートの結果から

読み取れた。特に５５％の生徒が、リズムを使った単語の発音練習と、ジェスチャーリーディングが

楽しかったと回答している。また、単語の発音練習においては、６５％の生徒、ジェスチャーリーディング

は５５％の生徒が役に立っていると回答している。今後の課題は、準備に時間をかけないように工夫

していくことと、Oral Introduction で使用する絵とジェスチャーの選定である。 

 

 

リズムマシーンの８ビートのリズムに合わせて、フラッシュカードを見て発音する。 

① カードを使って、日本語の意味をフラッシュさせ、教師の後に続いて２回発音する。 

② カードを使って、日本語の意味をフラッシュさせ、教師の後に続いて１回発音する。 

③ 英単語を見ながら、教師が “What's this?”と言った後に、その単語の発音をする。 

④ 列で当てて、答えた人から座る。最後に残った人の列が立って答える。 

⑤ 最後にもう一度②と同じように、１回発音する。 

① Oral Introduction で用いた絵を使って、本文の音読をする。 

② 教科書を見ながら、本文の音読をする。 

③ Buzz reading 

④ Over lapping 

⑤ Read & look up 

⑥ ジェスチャーを使って、音読をする。 



-40- 

夏の語い指導ワークショップ（２） 

ゴールからの逆算でつくる日々の授業 
～1 年 1 学期「自己紹介スピーチ」をめざして～ 

 

品川区立荏原第六中学校 古 川   悟  

１ はじめに 

学期のゴール（つけさせたい力）からの逆算で日々の授業を考える手法（バックワードデザイン）を

紹介した。最近のワークショップ参加者は、経験年数の少ない方が増えている。自分の経験を振り

返ると、その頃はゴールをイメージして授業を組み立てることができず、毎日の授業をこなすことで

精いっぱいであった。同じような経験をされている方にとって、授業を振り返り、役立つ内容に

したいと考え、このテーマを設定した。 

 

２ 「バックワードデザイン」による 1 年 1 学期の指導 

  １学期のゴールとして「英語らしい発音で生き生きと話す生徒」をイメージして、パフォーマンス

テスト（１０文以上で自己紹介）に向けて指導した実践を紹介した。指導手順は、以下の表のとおり

である。 

 

  ４月 ５月 ６月 ６月末 

何を学ぶ 

音と文字のつながり 

小学校との違い 

授業規律 

自己表現① 

I am 

I’m from 

自己表現② 

I like I play I have 

スピーチに使う表現 

（あいさつ等） 

 

 

自己紹介 

（話す） 

パフォー 

マンス 

テスト 

 

↓ 

 

自己紹介 

（書く） 

期末テスト 

表現したい語の探し方 

気持ちを込めたコミュニケーション 

どんな 

指導 

アルファベット指導 

授業形態指導 

（ペア学習） 

辞書指導 

基本文のスキット（新出文法の導入） 

教科書本文の音読（新出文法の練習） 

学習方法の指導 

非言語（ジェスチャー・アイコンタクト）指導 

どう測る 

アルファベットテス

ト（大文字・小文字各

20 秒で書く） 

教科書基本文のスキット暗唱（文法導入時） 

教科書本文の音読発表 
音読テスト 

（６月中旬） 

 

３ 語い指導の視点から 

 （１）発表による語い習得 

 ・語い習得のプロセス  

①出会い→②語形の理解→③意味の理解→④語形と意味の統合→⑤使用 

→効果的なのが、⑤使用による語いの習得。（「英語語彙の指導マニュアル」p.77） 

→語いは使うことで定着→パフォーマンステストは語い習得においても効果が高い 
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 （２）繰り返しによる語い習得 

    語い習得には、繰り返し目に触れることが効果的との研究報告がある。６回以上の繰り返しを

重ねると、自然に学習できるといわれる。（「英語語彙の指導マニュアル」p.95） 

今回のパフォーマンステストに向けた指導過程では、次のように語いに触れる機会を持たせた。 

 

     

 

 

 

 

 

４ 生徒が書いたスピーチ原稿の分析 

  （１）音と文字の橋渡し 

  小学校で音声中心に学んだ。中学校で初めてスピーチづくりに取り組み、今まで音だけで

理解していたことが文字に変換された。原稿作成の際、生徒は教科書以外の表現や単語のつづりを

調べるため、辞書を積極的に活用していた。 

 【実際に生徒が辞書で調べた語】 

  I can swim. I want to be a nursery school teacher. Please call me ～ 

hamburger, sister, fruit, birthday, J Soul Brothers,  

   

  （２）辞書の活用による語いや表現の広がり 

  教科書にしばられず、教科書が扱わないものを自分で学んだり、先取りしたりして、自分が

表現したいことを学ぶことができた。 

【授業を先取りして使った（教科書が扱わない）語や文】※下線部分が調べた語 

  the earth   salmon roe   French fries   I’m single. 

I have two brothers.  I have two pets.  I don’t have any pets. 

I like swimming (sleeping, watching baseball).  My hobby is reading.  

        I play the drums.  I play the horn.  I’m good at baseball.  

  I am a member of the school band.  I practice it on Friday. 

My favorite subject is math.  SEKAI NO OWARI is my favorite band. 

  They’re birds.  Their names are ～.  

I have two younger sisters.  I especially like ‘Spirited away’.  

I read Ribbon magazine.  I like *** the best in her songs.  

 

５ おわりに 

   今回の実践においては、生徒が辞書の活用などをとおして多様な表現を自ら考えられるように、

未習事項の使用を制限しなかった。ただ、コミュニケーションにおいては、受け手の能力を考慮

することも大切である。聞き手が理解できる適切な語いの使用と多様な表現の習得をどのように

して両立させるかが、今後の課題であると考える。 

①新出文法の導入  ⑥スピーチ清書 

②本文音読   ⑦リハーサル（グループでお互いに助言） 

③先輩のスピーチビデオ視聴 ⑧スピーチ本番 

④先輩のスピーチ原稿読み ⑨ビデオ視聴（相互評価） 

⑤スピーチ下書き  ⑩期末テスト（ライティング問題として出題） 

 



-42- 

夏の語い指導ワークショップ（３） 

 

１年の辞書指導～授業でどのように辞書を使わせるか 
 

足立区立第五中学校 上 尾 栄美子 

 

１ 辞書指導初期の活動 

(1)辞書引きのウォームアップ「どっちが前に載っている？」 

２枚のアルファベット・カードを同時に示し、リズム良く、アルファベット順にすると、どちらが

先か生徒に尋ねる。生徒は素早く答える。 

例）教師：どっちが前に載っている、Ｈ or Ｊ?   

生徒：Ｈ！ 

  スピードを上げていくと、瞬時に判断するのが難しいアルファベットもあり、楽しめる活動である。 

(2)辞書引きレース（個人戦） 

  ①教師が“cup, cup, c, u, p, cup”のように単語を読み上げる。 

  ②生徒は教師の言う単語を聞き取って、辞書を引く。単語を見つけた生徒は挙手をする。 

  ③教師は挙手した生徒に、「No.1, No.2 …」のように順位を言う。 

  ④早く引けた生徒には引き終わっていない生徒を手助けするように指導する。 

  扱う単語は、教科書のウォームアップのページに載っている語や生徒が聞いて知っている単語を

取り上げるようにしている。 

(3)  辞書引きレース（班対抗戦） 

  ①５～６人のグループを作り、グループの中でレースに挑戦する順番を決めさせる。 

  ②出題の仕方は個人戦の時と同様である。 

  ③単語を引けた挑戦者は挙手をする。他の生徒も一緒に辞書を引き、挑戦者の手助けはできるが、

挙手はできない。 

  ④早く挙手したグループにポイントを入れ、その合計点を競う。 

 

２ 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。 

実際の授業で行ったオーラル・イントロダクション 

COLUNBUS 21 ENGLISH COURSE 1 光村図書出版会社 

Unit 3 The Teachers Part 2 (p.38) 

［Part 1 (p.36)に登場した教師の絵を示して］ (  )内は生徒の発話。 

We read about two teachers. Look at this picture. Who is this woman? (Ms. Ogawa.) Yes. She’s Ms. Ogawa. Is 

she a Japanese teacher? (No.) No, she isn’t. What subject? (Math.) Yes, she’s a math teacher. Is she kind?  

(Yes, she is.) Next, who is this man? (Mr. Hoshino.) Yes, he’s Mr. Hoshino. Is he a math teacher, too? (No.) 

No, he isn’t. What subject? (P.E.) Yes, he’s a P.E. teacher. Is he strict? (Yes, he is.)  

He is very strict, but students like him very much. He’s popular. Why? His class is…? (Fun.) Yes, his class is 
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fun.［Mr. Hoshino の絵の下に class=fun と書く］  

［Part 2 に登場する教師の絵を示して]  

Next, I’ll introduce a new teacher. Look at this picture. This is Ms. Brown. What subject? Please guess. 

(English?) Yes, she’s an English teacher. Now, I’ll ask you a question. What country is she from? Listen to the 

CD. →リスニング・ポイント 

［ＣＤを聞かせた後で］  

Is Ms. Brown from America? (No, she isn’t.) Right. She’ s from…? (Australia.) Yes, she’s from  

Australia. Next, one more question. How is Ms. Brown’s class? Open your textbook to page 38.  

Find the answer and underline it. →リーディング・ポイント 

→“Her class is interesting.”に下線を引いていることを確認する。Ms. Brown の絵の下に class=interesting 

と書き、“interesting”の意味を推測させてから、辞書を引かせ、「興味深い、おもしろい」という意味

を確認する。生徒が持っているジュニア版辞書の多くには、“interesting”と“funny”の使い分けも出てい

るので、その点にも言及する。 

 

(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ものである。１年生の

過去形を学習した後から取り組ませている。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（同意語、反意語、派生語、変化形など）。 

  ・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。 

 

  以下は Unit 10-1 (p.122) で作成したワークシートの問題の一部である。 

  （  ）には品詞、「  」には意味、  には英語が入る。 

④ our「       」        

 「私の」は？     「彼の」は？    「彼女の」は？      

 「あなた（たち）の」は？      「彼らの」は？             

ヒント：教科書 p.67 

⑧ eat ( 動 )詞 「        」 

 →この場面で使える別の語は？辞書で確認しよう！         

⑪ long (    )詞 「       」反意語（辞書の⇔）は？        

 

 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

と指導している。また、「できるだけたくさん書く」問題や「辞書の例文を紹介する」問題で、「ク

ラスに貢献しよう！」と伝えている。 
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夏の語い指導ワークショップ（４） 

教科書の語いに６回触れる指導 

八王子市立第六中学校 太 田 裕 也 

１授業構成 

       ⇒デモを行った場所     ◎⇒教科書の語いに触れている箇所 

    1 導入             2 練習・展開          3 単元のまとめ     

 

 

 

 

                                      

 

 

                               

 

                               4 テスト前 

 

                                

 

                               5 年度末 

 

                                 

 

                                   

 

２授業のどこでどの語いを導入するか 

1 Oral Introduction で導入する語い（絵や写真、ジェスチャー、パラフレーズで伝わる単語） 

2 Explanation で導入する語い（文脈を読んで分かる単語、Oral で指導しにくい単語） 

3 辞書で引かせる語い（多義語、動詞のコアイメージ、定着をはかりたい単語など） 

 

３新出語いを使った Small talk（身近な話題で話せる単語を使い会話をさせる） 

 

４単語の復習（下記の項目に関して語いを指導し、増やした） 

1 Collocation(a computer→use a computer など前後に来る単語) 

2 品詞変換(difference⇒different) 

3 同意語・反意語    

4 上位語・下位語(animal⇒dog, cat, rabbit)   

5 接辞(dis や un など)   

6 関連語・連想語( meat → knife ) 

口頭練習・口頭の活動 

◎新出単語練習 
◎本文 Skit 大会 

Oral Intro（教科書） 

Small talk, 帯活動 

英文を書く活動 

Oral Intro（文法） 

本文リスニング・黙読 

◎単語復習 

音読復習 

文法の説明 本文 Q&A 

本文内容の説明 

音読 

◎Small talk, 帯活動 

単元全体の音読 

文法復習 

単元全体の再生活動 

本文の再生活動 

発表 

◎Word Definition 

◎単語・文法・本文の復

習 

文法のまとめ 
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５その他の指導手順 

1 Word definition 

（１）生徒はペアをつくる 

（２）教員が単元で出てきた単語について例文、英英辞書の定義などを読みあげる 

（３）生徒はペアで相談し、ミニホワイトボードにその単語のつづりを書く 

2 テスト前の単語の復習 

プリント配布、リピートのみ  

3 本文 Skit 大会 

（１）１年間で学んだ全単元の音読をする 

（２）６人班で１つの単元を選び、役割を決めて暗唱を行う 

（その後の会話を付け加えたり、自分なりの英語で話したりするなど自由に変えて良い）  

デモを行った単元：Lesson 1 A practice at a Sumo Stable(Total English 2 学校図書)  

Oral Introduction script 

T: Look at this picture. Who is this man? 

S: Hakuo. 

T: Right. He is Hakuo, a sumo wrestler. He is a big sumo wrestler. Do you know his weight? My weight is 63 

kilograms. What’s his weight? Please guess. a) 100 kilograms. b) 130 kilograms. c) 150 ki lograms. 

S: (Choose one answer and raise their hands.) 

T: His weight is 155 kilograms. He is big and powerful. And how tall is he? I am 178 centimeters tall. Please 

guess his height. a) 180 centimeters tall. b) 190 centimeters tall. c) 200 centimeters tall . 

S: (Choose one answer and raise their hands.) 

T: He is 192 centimeters tall. He is very tall. And he practices in Miyagino sumo stable. Look at this. This is 

Miyagino sumo stable. Last Sunday, someone visited Miyagino sumo stable. Who’s this?  

S: She’s Ms. Allen.  

T: Right. And this man is her husband. Last Sunday, Ms. Allen and her husband visited a sumo stable and 

watched a sumo wrestlers’ practice. The sumo practice was very exciting! After the exciting practice, Ms. Hall 

and her husband ate this. What’s this? 

S: Chanko-nabe. 

T: Right. This is chankonabe, sumo wrestlers’ stew. Ms. Allen and her husband ate sumo wrestlers’ stew in 

Miyagino sumo stable. This is a story of the morning. How about the afternoon? What did Ms. Allen and her 

husband do in the afternoon? Read the textbook and check it. 

Reading Point 

What did Ms. Allen and her husband do in the afternoon? 

S: They walked along the Sumida River. 
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夏の語い指導ワークショップ（５） 

「アウトプットにつながる語い指導」 

江戸川区立鹿本中学校 福 田 真希子 

 

１．目標と評価の一貫性 

・CAN-DO リストに沿った単元の目標設定、生徒への提示 

各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設定のための手引き 

・単元の目標達成を目指した単元指導計画の作成 

 

２．アウトプットにつながる語い指導 

（１）単元の題材となっている災害のトピックへの導入と、word definition game 

（２）last sentence dictation の実践 

・受容語い  読んだり聞いたりしたときに意味を理解できる。 

・発表語い１ 頭に浮かべた時にその音が頭に浮かぶ。スピーキングに使用。 

・発表語い２ その音を文字化できる。ライティングに使用。 

（３）speech の指導などに有効なコーパスの紹介 

「生徒の質問から作成した日英 パラレルコーパス EasyConc.xlsm」 

 

３．パフォーマンステストについて 

ALT と行ったパフォーマンステストの実施方法、評価方法などを紹介 

・role play  場面を設定した会話（買い物、電話、空港の入国審査、etc…） 

・Q&A  生徒→ALT(prepared)、ALT→生徒(impromptu) 

・picture describing 事前に準備して説明する（説明のあとに Q&A を入れた） 

いくつかある中から自分で絵を選んで説明する（期末考査で出題） 

裏返しにして引いたカードを説明する   

・recitation  暗唱、ナレーション 

 

 

参考文献・web サイト 

都中英研研究部 研究紀要 「語いと英語教育（２３）（２５）（２９）（３１）」 

都中英研研究部 HP  http://www.eigo.org/kenkyu/ 

NHK テキスト HP http://eigoryoku.nhk-book.co.jp/cefr.html 

英検 Can-do リスト http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/cando 

文部科学省 HP   

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf  

生徒の質問から作成した日英 パラレルコーパス EasyConc.xlsm 

http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel 

 

 

http://www.eigo.org/kenkyu/
http://eigoryoku.nhk-book.co.jp/cefr.html
http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/cando
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf
http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel/
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以下は単元指導計画例である。 

３学年 Unit４単元指導計画 

１ 単元名 Unit 4  To Our Future Generations 

 

２ 単元の指導に当たっての考え方（単元観） 

本単元では防災・安全：いざというときの身の守り方が書かれた避難訓練のプリントや、東日本

大震災の被災地で集めた流木で作られたバイオリンについて紹介する英文を読む。新出の文法事項は

①疑問詞＋to＋動詞の原形、②It is … （for＋（人））＋to＋動詞の原形、③want＋人＋to＋動詞の

原形の３つの不定詞の用法である。①は道案内、②は自分の言いたいことを伝える、③は相手にして

ほしいことを伝える、ために役立つ言語材料になる。単元末の Daily Scene4 にもある道案内のスキットが

できるようになることを目標として進めていく。段階的指導として、道案内に必要な表現をペアワークで

練習し、帯活動としてインプットしていく。 

 

３ 単元の目標と評価規準    

【目標】 ※Self-Check Sheet で生徒に示した「３年２学期の目標」との関連 

① 都内の観光地まで電車を使って行くにはどうしたらいいか、道案内の会話を作り、道案内

できるようになろう。 

② 不定詞の用法を理解し、使い方がわかるようになろう。 

【評価規準】 

乗りかえのある乗り物での行き方をたずねたり、教えたりすることができる。  

【外国語表現の能力：パフォーマンステスト(PT)】 

不定詞の用法を理解し、使い方がわかる。【言語・文化の知識・理解：文法まとめテスト(GT)】 

４ 指導と評価の計画   

 ねらい(生徒に伝える) 評価方法 PT に向けたステップ 

１ 

疑問詞＋to＋動詞の原形の形を使って、「助け

合いゲーム」ができるようになろう。 

活動への取り組み 

(観察、ワークシート) 

 
PT (内容と評価)と GT につ

いて知らせ本活動と関連

を意識させる。 
 

２ Unit4-1 避難訓練の方法を知ろう。  本活動との関連の説明 

３ 
It is … （for＋（人））＋to＋動詞の原形、自分に

とって大切なものについて３文で言おう。 
後日ペーパーテスト 帯活動開始(道案内に必要

な表現のペアワーク) 

４ Unit4-2 を理解し、防災について知ろう。 英作文テスト  

５ Unit4-3の震災に関する話を読んで理解しよう。  本活動との関連の説明 

６ 
want＋人＋to＋動詞の原形を使って「お願い

ゲーム」ができるようになろう。 

  

７ 
Unit4-4 を読んで震災の話をどうやって未来

に伝えるか考えよう。 

  

８ Unit4 の復習 絵を見て内容を説明しよう。 定期考査で出題  

９ 
Daily Scene4 都内の観光地まで電車を使って行くに

はどうしたらいいか道案内の会話を作ろう。 
 パフォーマンステスト 

詳しく説明 

10 
Uunit４まとめテストに全力で取り組み、 

パフォーマンステストの練習をしよう。 

まとめテスト 

 

 

11 

都内の観光地まで電車を使って行くにはどう

したらいいか、ジオラマを使って道案内の会

話をしようテスト 

 

 

 

パフォーマンステスト 



-48- 

夏の語い指導ワークショップ（６） 

「日々の授業の中での語い指導」（中学校３年） 

江東区立深川第四中学校 水 嶋   諒 

１ なぜ語い指導が大切なのか？ 

平成２４年度版と平成２８年度版検定教科書の「異なり語数」の比較 

 

 

                       

                      

 

                   （参考：投野由紀夫. (2016)『英語教育２月号』） 

２ 単語を覚えるまでの三つの大切なプロセス 

気づき→想起→創造的-生成的な語彙の使用 

３ 全ての英単語はつづりを覚えないといけないのか？  

   「受容語い」と「発表語い」を精選して、生徒に指導することが大切である。 

 参考：都中英研研究部 研究紀要 「語いと英語教育（２９）」    

都中英研研究部推奨 発表語いリスト（written）６３５語 

４ 「単語」の意味と発音、つづりだけ覚えればいいのか？ 

    文脈でその単語を理解したり、創造的に使用したりすることが大切である。 

   →collocation 指導、様々な例文に触れさせる活動、様々なアウトプット活動など 

参考：都中英研研究部 研究紀要 「語いと英語教育（３２）」  

５ ５０分ごとの授業の中での collocation を中心とした語い指 1 導 

文法（本文）導入時 （☆＝語い指導ができる場面） 

 ・新出文法の導入☆ 

 ・mechanical drill☆ 

・ペアでの新出文法を用いたコミュニケーション活動☆ 

 ・教科書本文の oral introduction（interaction)☆ 

 ・新出単語、教科書本文の explanation☆ 

 ・新出単語の発音確認☆ ←発音指導は語い指導に入る 

 ・教科書本文の音読 

 本文復習時 （☆＝語い指導ができる場面） 

 ・前時に学習した教科書本文の内容理解（英問英答、T or F など） 

 ・新出単語の復習☆ 

 ・教科書本文の音読 

 ・本文や target grammar を用いた、output 活動☆ 

  （１，２年は音読テスト、２年後半から３年は writing 活動） 

（参考：都中英研研究部 研究紀要 「語いと英語教育（３９）」） 

    （参考：WordFlash のダウンロード都中英研研究部 HP） 
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６ １単元の中での語い指導 

1 単元計画を作成し、生徒にも配布する。 

2  帯活動での語い指導を活用する。単元の Target Grammar で用いられる語いを、コーパスを

活用して、生徒に指導する。 

3  単元のまとめとして、その単元で学んだ英単語を復習する。 

 

７ 偶発的語い学習 

    英語の歌やリーディング教材、リスニング教材を用いて、偶発的な語い学習をねらう。 

 

８ 語いを効果的に教えるために知っておくこと   

1  語いは教えたからといってすぐに身につかない。 

2  語い習得のためには繰り返しが大切である。 

3  文脈からの未知語の推測は簡単ではない。 

4  単語帳を使って覚えることも有効である。 

5  同義語、反意語の語い、形の似た語をまとめて導入することは効果的でない。 

6  単語の意味は、英語を想起させる cue。日本語の意味と英語の意味は、必ずしもイコールでは

ない。 

7  意図的語い学習と偶発的語い学習が両方とも必要である。 

8  教室外で語いを学ぶ方法を教える。学習上手な生徒の学習方法から学ぶ。 

9  単語を覚えるまでの三つの大切なプロセス 

気づき→想起→創造的－生成的な語彙の使用 

（参考：太田洋・日臺滋之.『新しい語彙指導のカタチ 学習者コーパスを活用して』） 

 

参考文献・web サイト 

太田洋・日臺滋之.(2006)『新しい語彙指導のカタチ 学習者コーパスを活用して』明治図書 

望月正道・相澤一美・投野由紀夫 (2010) 『英語語彙の指導マニュアル』大修館書店 

村野井仁 (2006) 『第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法』大修館書店 

東京都教育委員会（2016）『中学校英語教師のための指導資料』 

都中英研研究部 研究紀要 「語いと英語教育（２９）（３２）（３９）」 

Easy Conc    http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel/ 

Wordsmyth   http://www.wordsmyth.net/?level=3&ent=make 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel/
http://www.wordsmyth.net/?level=3&ent=make
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夏の語い指導ワークショップ（７） 

「授業で辞書を使わせる工夫」 

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？ 

   参加者同士で、辞書指導をどのようにしているか意見交換をした。 

（２）生徒の声（３年生 89 名、授業アンケートより） 

１．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。 

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 

46 人（52％） 40 人（45％） 1 人（1％） 2 人（2％） 0 人（0％） 

２．それはなぜですか。             ＊（ ）内は同様意見の数 

肯定派 

● 意味・語い 

・意味がわからない言葉をなくすことができる／意味がたくさんわかる（15） 

・知らない単語や使い方を知ることができる／自分の知らないことを学べる（8） 

・単語力が上がる／単語を覚えられる／語いが増える（7） 

・例文でいろいろな使い方を知ることができる／例文があってわかりやすい（5） 

・意味がわかって、たまに前に読んだ文の意味がより深まったりすることがあった 

・わからない単語を調べることで、その単語を使うことができるようになる 

・単語の知識を整理できる  ・意味のニュアンスが受け取りやすい 

・意味の理解があいまいだった時に確認できる 

● プラスα 

・ほかの単語もチェックできる(目に入る) ／近くにのっている単語もわかる（9） 

・品詞がわかる（2）  ・スペリングを一緒に覚えられる（2） 

・発音記号も書いてあって読めるようになる（2） 

・1 つの単語で例文も見られるし、似た意味の単語、反対の意味…と発展して関連の

あるものも覚えられる（2） 

● 辞書を引く効果 

・自分で辞書を引くと覚えやすい／意外と頭に残る／ネットとかで調べるより手間が

かかるから覚えられる（11） 

・１つの意味しか知らなかった単語でも、他の意味や使い方を知ることができる（4） 

・単語を調べれば、意味やスペリングだけじゃなく使い方などたくさんわかる（4） 

・マークをつけられて、次に引いた時思い出せる／前に一回調べたものがあったら

「あ～」ってなる（3） 

・辞書引きが早くなったし、たくさんマーカーが引けて達成感 up！（2） 

・意欲が高まる・自分からやりたいと思うようになった（2） 

● その他 

・わからない（2）  ・文を作るときに辞書を使う ・話の内容をつかみやすい 

・辞書だから、それなりに役立つと思う  ・辞書は英語のすべてがつまっている 

否定派 

・どう効果が出るのかよくわからない  ・だって知ってるもの   

・単語を確認するのは役立つが、“辞書を引くこと”は意味がない 
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２．授業で辞書を使わせる工夫 

 （１）辞書指導の始め方 

    ① 辞書指導を始める前の準備 

     ・アルファベットの指導（辞書を引くためには、アルファベットの順番がわかっているこ

とが必要不可欠！） 

     ・辞書を買わせる前の説明（生徒には授業で、保護者には保護者会で） 

    ② どうやって辞書指導を始めるか 

     ・アルファベットの指導が終わったらすぐに始める（ゴールデンウィーク明け） 

     ・ブックマーク競争（黒板に書かれた３文字それぞれから始まる単語の載っているページに

しおりをはさむ。はじめの 1 文字から始めて、２文字、３文字と

増やしていく。ペアで競争する。） 

     ・辞書に載っている順番 

     ・辞書に載っている情報（辞書にはたくさん情報がある。ほしい情報を得るにはどこを

見たら良いかも教える必要がある。） 

 （２）授業で辞書を使わせる場面 

    ① 教科書本文の指導 

     ・どのタイミングで？ 

     ・どの語を引かせる？ 

教科書本文の１ページを取り上げ、ワークショップをした。教科書本文のオーラルイントロ

ダクションのあと、日本語での補足説明をしている中で引かせる。その後、教科書本文の

別のページを提示し、生徒に辞書を引かせたい語を参加者同士で話し合い、全体でシェア

した。 

    ② その他の活動 

     ・歌（ワークシートに１～２個、生徒が調べたくなるような空欄を作る） 

     ・カテゴリー別単語書き（スペリングの確認など、生徒は自主的に辞書を引く） 

     ・文法のまとめ（品詞や例文で理解を深める） 

・生徒からの質問、ちょっとした一言（生徒の発言をひろって、全体でシェアする） 

    ③ 生徒はどんな時に辞書を引いているか 

発音を調べる  単語の意味を調べる  動詞の変化形を調べる 

例文を見る  語法を調べる  品詞を調べる  熟語・連語を調べる 

発音を確認する  スペリングを確認する  その他 

 

 ブレインストーミングのテーマ  「辞書指導で実践していること、実践してみたいこと」 
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夏の語いワークショップ（８） 

言いたい、伝えたい意欲を引き出し語いを増やす活動 

杉並区立荻窪中学校 福 島 美記子 

１ はじめに 

  教科書に学期ごとに位置付けられているプロジェクトやプレゼンテーションに向けて日々の授業を

組み立て、語い指導を積み重ねていく実践を紹介した。 

 

２ 日頃からの辞書指導とペアワーク・グループワークの工夫 

  音読練習、Reading、内容理解、答え合わせ、単語のルール確認（例 ee, oo, ea の読み方など）、

発表の練習などペアや３人グループなどを組んで活動させることで、生徒同士の教え合いが生まれ、

安心して授業に参加できるようになる。４月から辞書に慣れさせ、毎時間引く時間を設ける。

（短時間ずつで良いから、少しでも組み込むようにする。） 

 

３ 学期ごとのプロジェクト（１学年３学期「どんどん質問しよう」） 

＊使用教科書 Sunshine English Course １ 

（１）プロジェクト最後の時間に一人一人が誰か架空の人物になりきって、質問をする。その前の

プログラムの中で、使えそうな語いを広げておく。 

例：That’s so cool. という表現が出てきたら、他の言い方を考える。 

（２）ジュニア版辞書の「単語図鑑」「英語で話そう」のような部分を授業の中で見つける時間を取る。

例：math が出てきたら、教科の一覧を引く。 

  

    

４ プレゼンテーションで意識していること 

 （１）プロジェクトをゴールにして日々の授業を組み立てる。（語いを積み重ねていく。）  

 （２）辞書を活用させる。（何かを作成するときには例文や一覧が役に立つ。） 

（３）プロジェクトの中に個人・ペア・グループ学習を入れていく。（全てが個人活動にならない

ようにする。） 

 （４）ＡＬＴが来る授業を上手く活用する。（発表の日だけでなく、その前の練習や制作時にも関わって

もらう。） 

 

男女を一列ごとに入れ換

え、数分ごとに移動して

インタビューを行った。 

（隣同士がペア） 

相手がどんな人物

なのか質問する。 

例 

What’s your 

name? 

What’s your job? 

What sport do you 

like? 
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夏の語い指導ワークショップ（９） 

日頃の授業でどのように英語表現力を伸ばすか（3年） 

大田区立大森第四中学校 江 濵 悦 子 

 

１．自己紹介・模擬授業の時期確認（３年生１学期７月） 

教科書 Lesson３C  E-mails from Alaska and India  Total English ３（学校図書） 

新出文法事項 Have you ever been to the U.S.?  I’ve never seen the movie. 

 

２．模擬授業（指導案簡略版） 

（１）挨拶 （２）Warm-up （３）Review 前回行った新出文型の復習                        

（４）Oral introduction  

Who is she? She is Sonia’s grandmother. They are visiting Sonia’s grandmother. 

They have just arrived at Seema’s house. 

What is this? --- It is curry. India is famous for curry. They are going to eat it. It is served for 

Miku. 

How does it look? It looks delicious. I want to eat it with them. It smells very good.  

For Miku, this is not the first time to eat Indian food. She has eaten Indian food before. 

How do people in India eat curry?---They don’t use spoons or forks. They eat curry with their 

right hands. It’s a custom in India. Do you use a spoon in this situation?    

Can you imagine eating curry without using a spoon?   

（５）Activity 

「外国で友人に招待され、食事をいただく」という場面設定で教科書にミクとソニアの会話が

あるが、ソニアの会話を残し、「ミク」のところを空欄にして「ミク」になったつもりで空欄を

埋める。 

４人１組になって、アイディアを出しあう。 

（６）生徒が理解しにくいころを確認する・辞書指導 

（７）教科書を開本し、CD を聞く（８）New Words（９）内容理解・説明 

（１０）音読の練習 （１１）宿題の確認 （１２）挨拶 

                       

３．日頃の授業で英語表現力を伸ばすために心がけていること 

（１）英語の表現力を伸ばすために心がけていること                                       

目標とする生徒像を達成するために、具体的に日頃の授業で大切にしていること  

Input                                                                                        

・最初は「音」で聞かせる。 

・理解できそうなたくさんの英語を生徒に聞かせる・読ませる。                                 

・場面・文脈（時には絵）が一致する英語を聞かせる・読ませる。（日本語による説明が最初

ではなく、できるだけ自然に生徒が使い方に気づくように。）              

・語い・表現を繰り返し聞かせる・読ませる。 
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Scaffolding output（教師の手助けがある中でのアウトプット活動） 

・「間違えないこと」よりも「チャレンジすること」を評価する指導。 

・授業中に気軽に話せる・書ける雰囲気づくり。 

・スキット活動を多く取り入れ、実際に使える場面を想定した語い・表現の設定。 

・表現方法は１つではなく発言者の意図により様々な表現があることを生徒に気づか 

せる活動の設定。 

・コミュニケーション活動の中で語いや文法を強化できるような練習の設定。 

・教科書の練習では、言えるようになったことを書かせる。 

Output（教師の手助けがないもの） 

・「英語を使わなければならない場」の設定。 

・即興で考える活動の設定。 

・生徒の経験・考えを今まで習った英語を使って、「自分の言葉」で表現できるもの。 

・「英語を話す人」と実際に話す場を設定する。 

 

（２）語い指導の工夫 

授業で使用する単語・文型・表現を生徒にどのタイミングでどのように使ったかを確認する。

毎時間作成する。 
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第 14 回語い指導ワークショップ 参加者の声 

 

第１回：8 月 2 日(火) 千代田区立九段中等教育学校 

１．「絵とリズム、ジェスチャーを使った語い指導（1 年）」佐藤 優 

◆コミュニケーションの 70％は非言語によるものと言う理論の基に考えると、ジェスチャーを

取り入れた音読指導を取り入れることで、言語の幅をより広めた言葉の指導が可能になると

感じた。一方で抽象的な概念や不自然な動作はカットし、重要な部分にのみジェスチャーを

付けるなどメリハリをつけて指導すると良いと思った。 

◆単語の定着をどうしたらいいか悩むことがある。今日の話を聞いて、絵やジェスチャーなどの

イメージと発音を一体化させて記憶に残すことが大切だと感じた。英語って楽しいと思える

ことが一番と改めて感じとても勉強になった。 

◆ジェスチャーを使って指導することで、より本文の意味や単語を覚えることができると感じた。

また、生徒によって個性が出て、飽きない授業になると思う。ただ、恥ずかしく、なかなか

表現できない生徒もいるので、どう教師が声かけをして乗らせるかが課題だと思う。授業での

じゃんけんの時間が多いのはもったいない気もするので、生徒の発表の形態は工夫したい。  

◆フラッシュカードの日本語の時間が短い、という意見もありましたが、生徒に日本語はパッと

入るし、知りたがるので、ご提示いただいた F.C.は良いと思いました。リズムマシンは発音時に

よく使っていましたが、区の方針で i phone や個人のデバイスの持ち込みが禁止となり、音楽を

かける、リズムマシンの使用ができなくなりました。やはりテンポという意味でもあると良いと

思いました。パワーポイントは素晴らしいけど、毎時間作るのは難しいと思ったのが本音です。

でも１年１学期だけでも絵で文を表現するパワーポイント教材を作りたいと思いました。  

 

２．「ゴールからの逆算でつくる日々の授業～1 年 1 学期『自己紹介スピーチ』をめざして～」 

古川 悟 

◆日々、時間に追われながら授業を進めているが、どういうことができる生徒に育てたいのか

ゴールを決めそのための指導の段階を組み立てることの大切さを痛感した。スピーチのプレゼン

DVD では明るく楽しみながらコミュニカティブなスピーチで発音もきれいで素晴らしいと

思った。言葉が生きている！ 

◆音から文字にする指導で、どうしても単語テストをしてしまい、英語嫌いや能力差が出てきて

いる気がしていた。これからは古川先生の授業を参考に、何度も単語に触れられる工夫をして

いきたい。 

◆古川先生の初任の時のお話を伺えて、まさに今の私の状態で励まされました。９月からまた何を

やろうか悩んでいたところだったので、他の先生のお話も聞けて見通しがつきました。先生の

視点と生徒の視点、どちらも必要だと納得でき、もう少し生徒の目線に立って授業を考えたいと

思いました。 

 

３．「1 年の辞書指導～授業でどのように辞書を使わせるか～」 上尾栄美子 

◆辞書引きというと、「時間がかかる、授業の流れを止める」と思い、つい教科書の後ろを使わせて

いたが、今日講義を受けて、「少し」「ちょっとした場面で」という意識が自分の中に作られた。

あまり重く考えずにやってみようと思えた。どの語にフォーカスするか、教材研究の大切さを



-56- 

改めて感じた。いくつものアイディアをいただけてよかった。 

◆辞書はライティングの時など、ポイントでしか使うことができていなかったので、普段の授業

から毎回でなくても使う回数を増やしたいと思います。初期の授業は楽しく、生徒も引き込ま

れると思いました。そんな授業ができるようウォームアップから対戦まで取り入れさせていた

だきます。やはり辞書は語学においては絶対に必要だと確信しました。 

◆今日は上尾先生の WS を楽しみにきました。語い指導ワークショップがきっかけで辞書指導を

始めました。今日は辞書指導を始めて２回目のワークショップで、実践していることを確認

したり、できていないことを再確認したり、新しいスキルを知ったりと楽しい時間でした。

異動して３年生の授業を担当して「辞書を持ってこよう」と言っても持ってこなくて、やはり

１年生から継続的に使う習慣がないと難しいと感じています。 

◆上尾先生の発表をいつも楽しみにしています。辞書引きは１回に２個ぐらいに決めて毎回取り

組むことで、３年生になったら自分から辞書を引く生徒になることがわかったので今年の１年生

には自信をもって辞書指導を始められました。（なかなか辞書を持ってこなかった生徒も辞書引き

競争に参加したいため、とうとう持ってきました）無理なく継続することが大切だと思うので、

supplement ワークシートも参考にしつつ、少しずつ自分の授業に取り入れたいです。Oral 

Introduction が苦手なので先生のものを見て、いつも勉強になります。お互い頑張りましょう。

本当にありがとうございました。 

◆本文中から１語を選んで辞書を引かせるアイディアが自分でもやってみようと思えました。

エクスプラネーションの一部を辞書にゆずることで、授業が引き締まる効果もあると感じました。

入門期の指導でその後が決まる問題ですね。(環境を整えてあげたいです・・・) 

 

第２回：8 月 10 日(水) 世田谷区立三宿中学校 

１．「教科書の語いに６回ふれる指導（2 年）」太田裕也 

◆導入でどのように語いに触れるか、またその後の授業でどのように触れさせるかが参考になり

ました。特に新出単語はフラッシュカードを使って毎時間読む、文法の復習で触れられること

しかできなかったので、２学期から実践してみたいと思いました。 

◆ほとんど all English で進めたり、power point を使っての授業は自分にはあまりできていないので、

すごいと思いました。語い指導に関しては、授業のどこでどの語を教えるか計画を立てている

のが参考になりました。 

◆語いに６回触れる指導、そのための授業構成が具体的にわかりました。語いの導入における

指導場面の分類も実際に体験し、考えることができよかったです。 

◆「語いのリサイクル」の仕方はずっと悩んでいたため、今回のワークショップでさらに重要だと

思った。オーラル・イントロダクションからフラッシュカードまでの流れを見れて良かった。 

◆今までの授業ではフラッシュカードの使用だけに止まっていた。これでは生徒はただ学んだだけ、

ということが分かった。今後の授業でイントロダクションはインパクトがあって、正しく使用

させ、何度もアウトプットさせたい。 

 

２．「アウトプットをめざす語い指導（3 年）」福田真希子 

◆効果的で効率的な指導を考えるには、ゴールから帰納的に手順を考える必要があると思った。

学期・学年の終わりにどのようなことができるようになってほしいかという視点で授業を組み
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立てていきたいと思った。単元のゴールを生徒に示し、そのゴールに向けていかに指導して

いくか、夏休み中にもう一度計画を立てたいと思いました。 

◆アウトプットにつなげるための語い指導として、word definition や last sentence dictation など様々な

活動を体験して、勉強になりました。Last sentence dictation を取り入れると、授業の指導の

ポイントが明確になって組み立てやすいし、生徒にとってもこの活動があると分かっていると、

発音や文字に特に集中して授業を受けようとする姿勢が生まれるので良い活動だと思いました。 

◆自分の目の前にいる生徒たちに向けての語い指導を行うということで、福田先生の一生懸命に

教えられている姿がヒシヒシと伝わってきました。研究成果である「発表語い (written)」は

参考になりました。様々なサイトも役に立つと思うので、教えて頂いて、今後自分の授業の中に

取り入れていきたいと思いました。 

◆様々な語い指導法を知ることができて良かった。また、input だけでなく output をする必要性を

知った。目の前の生徒の状況を把握しつつ、生徒が能動的に学習に取り組むことができる授業が

必要だと感じた。実際に活動をしてみて output をする難しさを実感した。きっと生徒もそうだと

思うので、帯活動等で復習する時間をする必要があり、またそのような時間は大切であると思った。 

◆picture describing を取り入れて、２学期には英会話（Q&A）とスピーチをできるようにもって

いきたいと思っているので、output の機会を増やしたいと思いました。パフォーマンステストの

評価基準が明確であるため、生徒は安心して取り組めると思いました。 

 

３．「日々の授業での語い指導(3 年)」水嶋 諒 

◆語い指導の方法をたくさん研究されているので、話を聞いていてとても勉強になりました。

語いも全部書けるようにならなくてはならないという認識はなかったのですが、どれを選べば

よいか、となんとなく選んでいたので、教師側がしっかり選んで、生徒に教えてあげることの

大切さを学びました。 

◆１学期に教科書基本英文表を渡しただけで、活用できていなかったので、幸せになれるかも

しれないシートのように、ペアワークで覚えられるように工夫したいと思いました。また、

英単語クイズも生徒の意欲が引き出せると思ったので、２学期からやってみたいと思います。 

◆「意図的語い指導」と「偶発的語い指導」を上手く組み合わせていきたい。コロケーションは

ぜひ使ってみようと思う。 

◆帯活動（単語に関する）の手法をたくさん知ることができた。自校でも行うことができると

思ったので、夏休み明けから実行したいと思った。特に単元の単語の活動をやってみたいです。 

 

第３回：8 月 18 日(木) 中野区立中野中学校 

１．「授業で辞書を使わせる工夫(2、3 年)」 壽原友理子 

◆授業の中でポイントやねらいをもって引かせる単語を絞ることが大切だと学んだ。辞書引きの

重要性を説くより、体感させるのが一番効率的に辞書のすばらしさを伝えられると感じた。

辞書の引き方を教える際には、子どもの目線に立って指導方法を考えることが大切だと学んだ。

違う辞書を使うと、意味に広がりが出ることが分かった。また電子より紙の方が社交的だと思った。 

◆教科書の導入の中で、無理なく引ける辞書引き活動が分かって良かったです。いろいろな先生

方の Oral Introduction も参考になります。ありがとうございました。辞書引き活動は最初から

パーフェクトにやろうとすると始められませんが、勇気をもって１年生から始めると、生徒を
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通じて「次はこうしたらよりよくできる」と分かるようになるので、これからも続けていきたい

と思います。 

◆授業の途中から取り入れるのは少し難しそうだと感じました。また、子供によっては引かせる

こと本を開かせることも少し難しいと思いました。ただ、勉強する限りずっと使用するもの

なので取り入れていきたいです。 

◆現場で今後実践できそうな事例をたくさん紹介して頂き、２学期の学習計画の参考になりました。

授業風景がリアルに想像でき、取り入れてみたい活動がたくさんありました。もっと授業の中に

辞書を取り入れて、必ず使っていけるように心がけていきたいと思います。改めて使用目的、

使用方法を再確認できました。ありがとうございました。 

◆生徒の立場に立って辞書指導をする際に配慮することを丁寧に教えて頂きました。ありがとう

ございました。少人数制授業の体制になり、他の先生方との共通理解が難しいのですが、「やはり

辞書指導は大切だ」とあらためて実感しました。２学期には授業で辞書指導を取り入れられる

ように努力したいと思います。 

 

２．「言いたい、伝えたい意欲を引き出し、語いを増やす活動(1、2 年)」福島美記子 

◆video や写真で実際の生徒の様子が分かるのがよかったです。指導手順のきめ細かさが伝わって

きました。Quick QA など、ペアで数をこなしていくのは時間が許せばとても良い方法だと思い

ました。その時間を確保したプランを作ることが大切ですね。 

◆生徒が書いた英文の評価の仕方が分かりやすかったです。 

◆プロジェクトをゴールとしてその学期の授業を組み立てることの大切さを実感しました。

ペア・グループ・個人活動を上手くおりまぜていけるよう授業を工夫することで生徒が意欲的

に取り組むのだと感じました。今日の学びを２学期に生かしていきたいと思います。素敵な

授業をありがとうございました。 

◆生徒の表現活動のために、ペア・グループ活動のバリエーションを増やし、その活動を行わせる

ことが重要だと感じました。ペア活動のポイントとして男女を交互に座らせることや意欲を

持たせるための活動が必要であると気づきました。私の学校では小学校の外国語活動からの

延長として自己紹介のテストを学期当初に行いましたが、次年度以降はもう少し方法を考えて

取り組みたいと思います。 

◆このワークショップのメインテーマは「語い指導」だと理解しています。60 分間お話しいただいた

のですが、一番興味のあった語い指導や辞書指導に関してはあまり触れている場面がなかった

ので少々残念に思いました。タイトルには「～語いを増やす活動」とありますが、どういう風に

語いを増やしているのか具体的なお話しが聞きたかったです。 

 

３．「日頃の授業でどのように英語表現力を伸ばすか（3 年）」江濵悦子 

◆即興をすることで、生徒も自分の英語力、話す力を認識できると思います。真の英語力は即興力

なのかなぁと思います。  

◆授業の様子がとてもよく分かりました。ワークシートや指導案などていねいに詳細に書いて

あり、ありがたいです。即興性については「どのように英文チェックやシェアをしていくかなど」

を悩み、あまりしていなかったので、「どのようなゴールを目指して活動させるか」をしっかり

考えたうえで、取り組ませたいと思います。Scaffolding output のプリントは「そうだな～」
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と共感できるものがたくさん書いてあり、参考になりました。   

◆生徒として参加してとても楽しかったです。これからは即興性が大切だと思いました。私も

先生のめざす生徒像に近づける授業をしたいと思います。オリンピックで何かしらの形で活躍

している生徒がたくさんいると考えるとわくわくします。どうもありがとうございました。  

◆即興性のある活動ということでしたが、新出の文法事項ではなく既習の項目で行う方が、復習や

定着をねらった活動として良いと思いました。 

◆Scaffolding output から Output への移行を促す指導がこれからますます必要になっていくと

思います。その実践例を増やしていければいいなと思います。ありがとうございました。  
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５ 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 

 

 

mailto:goi@eigo.org
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Ⅴ 今後の課題 

 

 「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫(3)」を研究テーマとし、各部員が語いサイズを広げる指導を

実践した。毎月の部会で、平成 28 年度版中学校検定教科書を用い、広げた語いとその指導、参考文献

等について報告、協議した。品詞、同義語・反意語、上位語・下位語、接頭辞・接尾辞、コロケーション

などを指導した。広げた語いを一覧表にまとめたが、系統立てて、新しい語いに応用できるように

したい。また、状況・場面・文脈の中で語いを復習する活動を行った。Teacher Talk に意図して入れたり

chat させたりするなど様々な活動で生徒の語い定着を図ってきた。語いを広げる指導は多くの領域で

可能である。指導法についてはさらに実践研究し、その効果やどのような語いが身についたかについても

検証していきたい。 

 今後の課題として、以下の 3 点が挙げられる。 

(1) 語いサイズを広げるために対象にした語い、語いサイズの広げ方について、系統立てる。 

(2) 状況・場面・文脈の中で語いを復習する指導の工夫を継続する。 

(3) 語いサイズを広げる指導の効果検証を行う。 

 

Ⅵ 参考文献 

 

太田洋(2007)『英語を教える５０のポイント』光村図書 

北原延晃(2010)『英語授業の「幹」をつくる本 上巻・下巻』株式会社ベネッセコーポレーション 

田尻吾郎(2009)『（英語）授業改革論』教育出版 

土屋澄男(2004)『英語コミュニケーションの基礎を作る音読指導』研究社 

東京都中学校英語教育研究会研究部(2000)「語いと英語教育(23)」 

東京都中学校英語教育研究会研究部(2002)「語いと英語教育(25)」 

東京都中学校英語教育研究会研究部(2006)「語いと英語教育(29)」 

東京都中学校英語教育研究会研究部(2008)「語いと英語教育(31)」 

望月正道・相澤一美・投野由紀夫(2003)『英語語彙の指導マニュアル』大修館書店 

『中学校で学ぶ英単語』開隆堂出版 

 

サイト 

英検 Can-do リスト  http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/cando 

生徒の質問から作成した日英 パラレルコーパス EasyConc.xlsm 

http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel 

東京都中学校英語教育研究会研究部 HP   http://www.eigo.org/kenkyu/ 

文部科学省 HP 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf  

NHK テキスト HP  http://eigoryoku.nhk-book.co.jp/cefr.html 

 

 

http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/cando
http://www.tamagawa.ac.jp/research/je-parallel/
http://www.eigo.org/kenkyu/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf
http://eigoryoku.nhk-book.co.jp/cefr.html


-62- 

Ⅶ 編集後記 

 

研究部に所属することとは、 

・部員とは 

毎年、都中英研の総会を経て、都中英研会長からの「委嘱状」が部長より渡される。 

「委嘱」とは、仕事などをゆだね、頼むこと、任せ頼むこと、委託。 

都内約 630 校の公立中学校から、意志と意欲を持った英語教員に、研究部員としての「委嘱状」が

渡される。この「委嘱状」の意味する所を常に考えたい。 

・バランス感覚を 

 最も大切にするべきは、生徒。次に大切にするべきは所属する学校、次は所属する地区。 

そして研究部を考える。三者面談があっても、部会に参加できるように事前にその日を空けて、

他の日に面談をすれば研究部会に参加は可能。 

・部会に参加するだけでは 

 課題を実行することで、研究は進み、深まり、発展し、まとめられる。部会を欠席しても課題は

提出する。常に生徒を観て、何が足りないか、必要かを考え、それを研究につなげよう。 

・研究部の意義 

 ２０１６年２月には約 200 人の参加者があった。都内約 630 校の公立中学校から約 200 人の参加者が

あったと考えてよいだろう。研究部の存在意義を考えたい。 

・研究部の研究内容 

 都中英研のホームページに過去の研究内容が載っている。過去の研究がわかるのでぜひ知って

おきたい。英語教育をリードしてきたことがわかる。 

 例えば、Classroom English という言葉を使っていた時代に Teacher talk の研究をしていたこと。

学習指導要領が取り上げる前に、Register や Function をすでに研究していたこと。 

 これらの研究を今後の研究にも活かしたい。 

 

１９９２年あこがれの研究部に所属させていただきました。今日までたくさんの先輩や部員の方に

教えていただき、研究部に育ててもらいました。副部長になった頃から、研究部への恩返し、後輩に

伝え、遺していくことはないかを考え、実行しようとしましたが、あまり貢献できませんでした。

部長としても研究部史上、最短の 2 年間だけでほとんど貢献できませんでした。しかし多くの優秀な

部員がいる研究部のこれからの活動に大いに期待しています。生徒のためになる研究をこれからも

続けていってください。 

       平成２９年２月１７日 研究部長 石井 亨 (千代田区立九段中等教育学校) 
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今年度の研究に携わった研究部員（東京都中学校英語教育研究会研究部） 

 

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 （文京区立第十中学校）           伊地知 義信（豊島区立池袋中学校） 

中川 智子 （大田区立志茂田中学校）         渓内  明 （文京区立第八中学校）  

大竹 順子 （杉並区立西宮中学校）           福島 美記子（杉並区立荻窪中学校） 

上尾 栄美子（足立区立第五中学校）           江濵 悦子 （大田区立大森第四中学校）        

前田 宏美 （葛飾区立四ツ木中学校）         壽原 友理子（世田谷区立三宿中学校）          

島田 朋美 （荒川区立第四中学校）           福田 真希子（江戸川区立鹿本中学校） 

水嶋  諒 （江東区立深川第四中学校）       高杉 達也 （千代田区立九段中等教育学校） 

坪田 裕希 （武蔵野市立第一中学校）         新井 正秀 （板橋区立赤塚第一中学校）          

根本  誉 （北区立王子桜中学校）           太田 裕也 （八王子市立第六中学校） 

佐藤   優 （多摩市立鶴牧中学校）          古川  悟 （品川区立荏原第六中学校）  

松木 大典 （中野区立中野中学校）           藤野 康明 （多摩市立多摩中学校） 

堀田 奈梨子（世田谷区立東深沢中学校) 
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