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Ⅰ あいさつ 

 

改革の時期だからこそ、研究成果の共有と発信を 
 

 東京都中学校英語教育研究会  

会長 石 鍋   浩  

 （港区立御成門中学校長）  

 

平成２９年３月に、新学習指導要領が告示され、７月には解説も公表されました。英語教育の

今後の方向が示されたことになります。これからは、小学校で英語活動、英語科の授業を４年間

受けてきた生徒が中学校に入学してきます。授業は英語で行うことが基本となります。英語の

時間にも「主体的・対話的で深い学び」が求められます。現行の「聞くこと」「話すこと」

「読むこと」「書くこと」の４技能を「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「話す

こと（発表）」「書くこと」の５領域としていきます。語いに関しては、小学校で６００語～

７００語程度、中学校ではそれに加え１６００語～１８００語程度指導していくことになります。

これらを見ても、中学校の英語教育が大きく変わることがわかります。  

併せて、東京都では、今年度からパフォーマンス評価に関する教員研修が始まりました。

平成３１年度からは全国学力・学習状況調査に英語調査が加わり、「話すこと」の調査も実施

されることになりました。平成３２年度からは、大学入試に「話す」「書く」力を測るために

民間試験が導入されます。今の中学３年生からが対象になるのです。まさに、英語教育改革が

今まで経験したことのない規模とスピードで進んでいくわけです。私たち中学校英語科教員への

期待は高まっていくばかりです。  

さて、都中英研研究部は、３０数年にわたり語いの研究を進めてきました。Teacher Talk や

Student Talk の研究や「日本の中学生に必要な発表語い６３５語」の策定（平成１７年度）など、

先進的な研究を進めてきました。まさに東京都の英語教育をリードする存在として活動し、

同時にこれからの英語教育改革の礎を築いてきたと言ってもよいでしょう。  

今年度は、これまでの研究を受けながら、「トピック毎の教科書の語い・表現」に着目し、

「教科書に表れるトピック毎に語いや英語の表現をまとめることで、使用している教科書以外の

語いや表現を教員が提示し、生徒が参考にし Speaking（特にパフォーマンステストにおいて）で

伝えることを目指す」をねらいとしました。生徒同士のＱ＆Ａでリストから引用した表現を

使用し練習させたり、電話やネゴシエーションなど表現集の英文を使わせる必然性を Task として

設定したりするなどの工夫について、授業で活用できる実践的な研究を進めてまいりました。

本研究の成果をぜひ多くの先生方と共有し、東京都はもとより全国へ発信していきたいと思って

います。  

結びに、研究部の伊地知義信部長をはじめ、研究部員の先生方のこれまでのご努力に対し、

心より感謝申し上げます。  
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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）  

 

 



-6- 

 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・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・Mr. John Walding(U.K.) 

（江東区立南砂中学校）  

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）       

 

2017(平成 29) 年度 「語いと英語教育 (41)」  

語いサイズを広げる指導の工夫  (4) 

研究授業者  ：関口 智 （江戸川区立清新第一中学校）  

指  導  講  師：阿野 幸一（文教大学）       
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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

３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。  

昨年度は、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、語尾変化などを手がかりに、どのように生徒の語いサイズを広げたかについて、

部員は毎月の部会で実践を報告した。それをもとに、新しい教科書用のリストを作成した。  

夏季休業中には、「第１４回語い指導ワークショップ」を開催し、部員が授業で実践した指導

事例を発表した。  

平成２９年２月１７日、八王子市立第六中学校において、太田裕也先生による研究部公開

授業・研究発表会を実施した。研究協議会では神奈川大学の久保野雅史准教授をお招きし、

公開授業の講評と、今後の英語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（４） 

１ 研究の概要  

パフォーマンステストをすると、生徒の多くが教科書に載っている表現を使う。自然とそ

のパフォーマンスは似通った内容になる。もし教員が、使用していない他社の教科書に載っ

ている表現や語いを生徒に提示し、練習させれば生徒の語いサイズが広がるのではないか。

その仮説のもと、今年度、研究部ではパフォーマンステストのトピック毎に教科書の表現や

語いをまとめる研究を行った。昨年度までは語いレベルで語いサイズを広げる指導について

研究を深めた。今年度は英文レベルで語いサイズを広げる研究を行い、トピック毎に表現を

リスト化し、その英文がどのような機能を持っているかを整理した。 

夏季休業中には、今年度から語い指導以外の内容も含めたワークショップを実施し、多く

の先生方に参加して頂いた。また、長年研究部でご尽力された長先生よりご講演を頂き、研

究部の歴史を知る機会となった。 

  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１７日 （豊島区立池袋中学校） 

１ 自己紹介 

２ 新年度の組織   

部 長：伊地知   

副部長：原田、関口、渓内、上尾 

語い指導ワークショップ部会（企画・立案・運営） 

チーフ：上尾 副部長 

部 員：佐藤、太田、中川、壽原、森沢 

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・渓内 副部長 

部 員：前田、藤野、松木、堀田、江濱、三上 

庶務部会 

チーフ：関口 副部長 

記 録：福島 出張依頼：水嶋 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 (４)」 

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２５日 （豊島区立池袋中学校） 

今年度の実践研究テーマ検討・決定 

「トピック毎の表現・語いリスト作成」 

教科書のトピック毎に語いや英語の表現をまとめる。まとめたリストを教員が提示したり、

生徒が参考にしたりすることで、使用している教科書とは別の教科書に出てくる語いや表現を

Speaking（特にパフォーマンステストにおいて）で使えることを目指す。 

【表現・語いリストを使った指導例】 

・パフォーマンステストの例として英語の表現を生徒に提示する。 

・生徒同士の Q&A でリストから引用した英語の表現を使用し練習させる。 

・リストを生徒に渡し、スピーチ原稿作成の際、自分が言いたくて言えなかった表現の助

けとする。 

・電話や交渉の場面など、リストの英文を使わせる必然性をタスクとして設定する。 
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第３回部会 ６月２７日 （豊島区立池袋中学校） 

１ 夏のワークショップ講師決定 

第１回８月３日(木) 千代田区立九段中等教育学校 

    講師：壽原、藤野、水嶋 

   第２回８月１０日（木）豊島区立池袋中学校 

  講師：太田、渓内、関口 

   第３回８月２２日（火）品川区立荏原第六中学校 

    講師：岡崎、佐藤、上尾 

２ 長勝彦先生のご講演 

第４回部会 ７月１０日 （豊島区立池袋中学校） 

１ 夏のワークショップ発表者の原稿、ワークシートなどのチェック  

２ トピック毎の表現・語いリスト作成 

・トピックを６つに絞る（パフォーマンステストの項目に基づいて分類） 

・９月までに使用教科書の内容を確認し、リストを作成する 

・表現の一覧と語いの一覧をつくる 

第５回部会 ９月１５日 （豊島区立池袋中学校） 

１ 夏のワークショップの反省 

２ トピック毎の表現・語いリスト作成 

・他学年のトピックでも、教科書に出てくるものがあればまとめる。 

（例）自己紹介は１年生のトピックだが、２年生の教科書で I want to be…など、関連

する表現が出た場合はまとめる。 

３ 夏休みの研修報告 

４ 研究部研究発表会での公開授業者検討 

第６回部会 １０月１０日 （豊島区立池袋中学校） 

１ トピック毎の表現・語いリスト作成、指導例の検討 

・英文を一覧にして、生徒に提示し練習させる。 

・Q&A を作成するときに使う。 

・タスク設定を与えて、リストの英文を意図的に使わせる。 

２ 研究部研究発表会での公開授業者決定 

第７回部会 １１月２１日 （豊島区立池袋中学校） 

１ トピック毎の表現・語いリスト作成、指導例の検討 

・学年毎の英文の精査 

・英文毎に機能をつける。 

２ 研究部冊子原稿検討（第一次検討） 

   ワークショップの原稿チェック 

３ 冊子の分担決定 

第８回部会 １２月４日 （豊島区立池袋中学校） 

１ 研究部冊子原稿検討（第二次検討） 

２ 今後の原稿作業について 

３ 研究発表会について 
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第９回部会 １月（豊島区立池袋中学校） 

１ 原稿校正（第三次検討） 

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２３日（金）江戸川区立清新第一中学校にて 

研究発表 「語いと英語教育（４１）」～生徒の語いサイズを広げる指導の工夫（４）～ 

公開授業 授 業 者：関口 智  学年：中学２年 

指導講師：阿野 幸一 先生 （文教大学教授) 

第１０回部会 ３月（豊島区立池袋中学校） 

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  

毎月の部会で、パフォーマンステストで行うトピックについて使用教科書のどの英文が使える

かをまとめた。まとめた英文はリスト化し、そのトピックにおいてどのような機能を持つのかを

協議し、一覧表にまとめた。また、どのように授業において表現・語いリストを使うかを検討

した。 

 

３ 具体的な研究内容 

（１）学年毎にまとめたトピック  

使用教科書に出ている表現・語いをまとめるにあたって、パフォーマンステストの

トピックを学年毎に以下のようにまとめた。  

１年 自己紹介、他人紹介、電話、道案内、日本文化  

２年 町紹介、電話、道案内、日本文化  

３年 修学旅行、電話、道案内、日本文化  

 

（２）トピック毎の表現の機能リスト  

著作権の関係で英文は載せることができないが、トピック毎の表現の機能リストは

以下のとおりである。  

 

自己紹介  

・飼っている動物を言う   ・出身を言う         ・新入生だと言う  

・好きなものを言う     ・好きではないものを言う   ・好きな食べ物を言う  

・住んでいる場所を言う   ・前文とは反対のことを言う  ・誕生日を言う  

・中学生だと言う      ・できることを言う   ・名前を言う ・年齢を言う  

・ニックネームを言う    ・はじめましてと言う     ・話す言語を言う  

・バンドに入っていることを言う  ・弾く楽器を言う    ・部活を言う  

・普段することを言う    ・持っているものを言う    ・意志を示す  
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・過去について述べる    ・これからの予定を言う    ・したいことを言う   

・将来なりたいものを言う     ・好きなことと理由を言う  

・自分がすることと理由を言う   ・自分をうれしくさせるものを言う  

・自分が長年興味のあるものを言う  

 

他人紹介  

・写真を使って紹介する   ・授業が面白いと言う   ・出身を言う  

・住んでいる場所を言う   ・得意なことを言う    ・とても好きだと言う  

・どんなことをするか言う  ・どんな人物か言う    ・どんな動作をするか言う  

・名前を紹介する      ・年齢を言う  

 

電話  

・自分が電話に出ていることを言う ・電話での挨拶をする ・名前を名乗る  

・話したい相手に代わってもらう  ・伝言を受ける    ・伝言を残す    

・間違い電話だと伝える  ・電話での挨拶をする     ・名前を名乗る    

・電話をかけ直す     ・電話を待ってもらう     ・本人がいないと伝える   

・相手が誰か確認する   ・相手に用件を伝える     ・帰宅時間を確認する   

・相手の電話番号を確認する・ゆっくり話してほしいと言う ・電話を切る  

 

道案内  

・場所の説明をする     ・答えられないと言う  ・困っている人に声をかける  

・自分がいる場所をたずねる ・所要時間を答える   ・どこで降りるか答える    

・どの電車に乗るか答える  ・どのバスに乗るべきか答える    

・バスの待ち時間を言う   ・今いる場所を説明する ・降りる駅を説明する  

・距離を答える   ・どの電車に乗るべきか説明する ・乗り換えを説明する  

 

町紹介  

・場所の説明をする     ・そこで買えるものを言う  

・そこで見られるものを言う ・その名前を紹介する  ・場所と人々を説明する  

・場所の位置を言う     ・有名なものを言う   ・そこで楽しめるものを言う  

・その場所の中にあるものを言う  ・その場所が誰に建てられたものか言う  

・場所の歴史を言う  

 

修学旅行  

・以前行ったことがあると言う   ・以前行ったことがないと言う  

・以前聞いたことがあると言う   ・興味があることを言う  

・その場所にあるものを言う    ・その場所の呼ばれ方を言う  

・場所の説明           ・場所の歴史を言う  

 



-16- 

日本文化  

・定義  ・追加情報  ・いつするのかを言う ・どんな意味を持つのかを言う  

・どんなことをするのかを言う ・例を提示する ・興味があることを言う  

・写真を使って紹介する ・その文化のイメージを言う   ・感想を言う  

・何でつくられているか言う  ・日本での使われ方を紹介する  

・日本文化が世界に影響していると言う     ・日本文化を紹介する  

・場所の説明をする              ・便利だという  

・他の国に広がっていると言う         ・誰がつくったものかを言う  

・何でできているかを言う           ・海外での扱いを言う  

・その文化の特徴を言う   ・その文化は何のシンボルかを言う  

・その文化の歴史を言う   ・その文化がいつ始まったかを言う  
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研究部ワークショップ（１） 

 

辞書指導（中１～中３） 
 

都立両国高校附属中学校  壽 原 友理子 

 

１．辞書指導の必要性  

（１）辞書指導、どうしていますか？  

 参加者同士のグループで、辞書指導の取り組みについて情報交換をした。  

 

（２）中学校学習指導要領解説（平成２９年７月）  ※下線・太字は壽原によるもの  

(2) 内容の取扱い  

オ  辞書の使い方に慣れ，活用できるようにすること。  

授業で読み物を理解したり，自己表現活動を行ったりする際，辞書の使い

方に慣れ，活用できるようにすることも重要な指導側面である。効果的な辞

書活用を促すことは，主体的で自律的な学習者の育成の観点からも，大切な

要素である。ただ，未知語に出合うたびに辞書を使って調べるといった態度

ではなく，聞いたり読んだりする中で，どの語を知ることが重要であり，ど

の語が文脈から推測可能であり，あるいは当面の目的のためには調べずにお

くといったことを判断できる能力を育成することが大切である。話したり書

いたりする発信活動の際にも，言い換え表現や婉曲表現，例示などを使って，

限られた言語知識を駆使してコミュニケーションを可能にしていける力を育

てることが大切である。その上で，辞書で必要な情報を調べる態度と能力を

身に付けさせていくべきである。  

 

（３）生徒の声（３年間の振り返り授業アンケートより）  

１．英語の力がついたと思う活動と、その理由を教えてください。  

「辞書引き」を選んだ生徒の理由（９６名中１４名）  

● 意味・語い 例）単語の意味を知るのに欠かせないから。  

● 辞書を引く効果 例）いろいろな単語の深いところまで知れるから。  

● 学習意欲 例）辞書を引くのが早くなったし、自分で調べようとすることがで

きたから。  

２．３年間の英語学習を終えて、あなたが大切だと思うことは何ですか。  

・分かんない所は自分で辞書とかで調べる。    

・わからないことは辞書を使うこと。  

３．新１年生に、英語の学習についてのアドバイスをお願いします。  

・辞書を持ってこないと、３年生あたりからキツくなってくる。  

・わからない単語があったら、必ず辞書で調べること。  
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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  

     ・アルファベットの大文字・小文字が読めること  

・アルファベットを順番に言うペアワーク（ワークショップを行った）  

     ・辞書を用意させる工夫（生徒への周知、年度初めの保護者会での保護者への周知） 

     

②  どうやって辞書指導を始めるか（ワークショップを行った）  

     ・Bookmark Game（指定された文字を含むページにしおりをはさむゲーム）  

     ・ワークシートの紹介  

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 

(      ) 

       →  期末考査では…  

次の各組の単語の意味を英和辞典で調べるとき、それぞれの単語がのっている

順に並びかえ、記号で答えなさい。  

(1) ア  dog イ  club ウ  dollar エ  class オ  bag 

(2) ア  month イ  notebook ウ  mouth エ  mother オ  number 

③  継続させる工夫  

     ・必ず１時間に１回は辞書を使う時間を設ける（そのためにも無理は禁物）。  

・Dictionary BINGO（ワークショップ）  

・辞書に付箋を貼らせる取り組み（中１、１学期末の平均は約３００語）  

 

 （２）授業で辞書を使わせる場面  

    ①  教科書本文の指導（教科書の１セクションを取り上げ、ワークショップを行った） 

     ・どのタイミングで？  

      教科書本文の Oral Interaction のあと、新出語導入・音読練習の前に引かせる。  

     ・どの語を引かせる？  

      生徒に引かせたい語句を参加者に考えてもらい、グループでシェアした。  

 

②  その他の場面  

     ・発表活動（自己紹介スピーチ：年齢  → year、得意／不得意  → good から例文）  

  ・歌（Imagine  by John Lennon）  

You may say I'm a (                  ). 

But I'm not the (            ) one. 

I (          ) someday you'll (          ) us. 

And the (             ) will be as one. 

may: 

(               ) 

 

 

 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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会話のルール 

3Rules 

①Eye contact 

②Use gestures 

③No Japanese 

研究部ワークショップ（２） 

 

帯活動から繋げるパフォーマンステスト実践例 

 
多摩市立多摩中学校  藤 野 康 明 

 

１．ねらい 

（１）自己表現能力の向上を目指し、コミュニケーション能力を育成する。 

 （２）授業の中で習った表現に繰り返し触れる。 

 （３）自分の言葉として使用し、友達の英語に触れ、語いサイズを広げる。 

 （４）１分３０秒間英語で会話を続けられるようになる。 

 

２．指導の場面 

 （１）帯活動：Q&A（５分程度）  

 （２）帯活動：Chat（５分程度） 

（３）パフォーマンステスト：Conversation Test（１時間）  

 

３．活動例 

 （１） ①Q&A ― （ア）じゃんけんで勝った方が Question 負けた方が Answer 

         （イ）１分ずつ、ペアを変えて会話をする。 

              （ウ）段階的に自分の英語を増やす。 

             １．ワークシートと答えが同じでもよい。 

             ２．一部を自分の言葉に変えて 

             ３．ワークシートを見ないで答える。 

             ４．２文で答えさせる。 など 

                 （エ）友達の英語を聞いて、使える表現を増やす。 

             １．Criss Cross Game （２．友達の発表を聞く。） 

②Chat ―  （ア）相づちや追加質問、相手の言葉を繰り返す練習をする。 

（イ）１分ずつ、ペアを変えて会話をする。 

（ウ）即興的に何度か練習する。 

          （エ）ライティングの時間を設け、辞書を使い英語を調べ 

たりＪＥＴに聞いたりし、言いたい表現を英語にする。 

          （オ）ワークシートを提出させ、添削して返却する。 

※（エ）、（オ）はＡＬＴと確認できるとなおよい。 

        （カ）友達の英語を聞いて、使える表現を増やす。 

             １．Criss Cross Game ２．友達の発表を聞く。 
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（２）パフォーマンステスト 

   ①1 人ずつＡＬＴと別室で Conversation Test を行う。（１分３０秒） 

②残りの生徒は別の課題に取り組む。 

帯活動：Chat ２年２学期の例 

Let’s enjoy chatting! : about your summer vacation         

目標：①夏休みについて１分３０秒間、英語で会話を続けられる。 

   ②相づちの表現、追加質問の表現を学ぶ。 

   ③相手が言った言葉を繰り返して、会話を続けられる。  

Pair work  A: How was your summer vacation?  

B: It was great!  

A: What did you do during the summer vacation?  

B: I went camping with my family. …. How about you? 

☆①  あなたの夏休みはどうでした？  

とてもよかった人は→It was great! (I went camping with my family.)  

よかった人は →It was good. (I went swimming every day.)  

大きな出来事がなかった人は→It was quiet. (I watched TV every day.)  

あまりよくなかった人は→It was terrible. (I was sick in bed.)  

 

sea         river     watermelon  fireworks     swimming 

 

 

 

      mountain        camping        fishing    summer festival 

 

 

 

 
☆②  相手が言った言葉を繰り返して、会話を続けよう！  

I went to Yokohama for shopping.  Oh, you went to Yokohama for shopping.  

I joined a summer festival in Fuchu. Oh, you joined the summer festival in Fuchu. 

☆③  さらに詳しく聞いて会話を続けよう！  

Where else did you go? Do you want to go there again? Who did you go with? 

What did you eat there? What did you learn there? Was it a good experience?        

Write about your summer vacation. ～自分の夏休みについて英文を書こう～  

（例）I visited my grandparents’ house in Shizuoka. I went to the sea there. The sea was beautiful. I 

enjoyed swimming and eating watermelon. It was a lot of fun.  

 

 

 

☆相づちの表現 

・Really? 

・Are you sure? 

・I know. 

・I think so, too. 

・Me, too.  

・Oh, I see.  

・That’s great. 

・That’s nice. 
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研究部ワークショップ（３） 

 

３年間の語い指導 
 

江東区立深川第四中学校  水 嶋   諒  

 

１ 初めて３年間指導した生徒からの授業に対する感想  

「私の中学時代に英語の授業で印象に残っていることは、英語担任の先生の指導がとて

も丁寧だったことです。アルファベット１つ１つの発音を何度も練習したりしました。中

学校を卒業するまで毎時間洋楽を歌ったり、英作文やスピーチをたくさんやったりしまし

た。とにかく手厚く丁寧でわかりやすかった授業が印象的でした。」  

２ 次期学習指導要領について  

   現行学習指導要領では、３年間で指導する語は１，２００語であるが、次期学習指導要

領では小学校で学習した語（６００～７００語）に１，６００～１，８００語程度の新

語を加えるため、中学卒業までに学習する語は最大で２，５００語となる。  

３ ３年間の基本的な授業の流れ  

※文法事項や教科書本文の内容によっては、新出文法の導入と教科書本文導入を分けて

指導することもあります。  

４ 授業の各場面における語い指導  

  （１）教科書本文の Oral Interaction 

    Oral Interaction Script 

      T: Look at this picture. Emma is talking with Ken. 

        What are they talking about? Look at this picture. She has a book.  

        It’s a book about bento. （弁当の絵を見せて）It’s a bento. 

        Do you like bento? 

      S: Yes, I do. 

      T: It’s a book about fashion. It’s a book about baseball. It’s a book about 

soccer. It’s a book about AKB 48. And it’s a book about bento. 

        Do you like Japanese food? For example, sukiyaki・・・・  

   S: Yes, I do. 

教科書本文（新出文法）導入時  

・帯活動  

（・前時の復習）  

 ・新出文法の導入  

 ・新出文法の Mechanical Drill 

 ・教科書本文の Oral Interaction 

 ・教科書本文の Explanation 

 ・新出単語の発音や意味の確認  

 ・教科書本文の音読  

教科書本文 復習時  

・帯活動  

（・前時の復習）  

 ・前時に学習した新出単語の復習 

 ・教科書本文の音読  

（・１、２年生は、音読テスト）  

 

単元のまとめ  

・帯活動  

・単元テスト  

・英単語クイズ  

（・単元まとめの

表現活動への取り

組み）  
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      T: In bento, I like sausage the best. What food do you like in bento? 

S: I like からあげ .（弁当のおかずで好きな物について話す）  

T：Emma likes Japanese food very much. 

        She likes dashimaki. This is dashimaki. Do you like dashimaki? 

      S: No, I don’t. 

      T: She cooks dashimaki for her family. 

      （教科書の音声を流し、指で追わせる）  

   （２つの質問を日本語で生徒にし、答えの部分に線を引かせる。）  

（１エマは手に何を持っているか、２エマの好きな食べ物は何か。）   

（ペアで線を引いている部分を確認させ、全体でも確認する。）  

   T:“ I sometimes cook it for my family.”の sometimes ってどういう意味だろう？ペアで考え

てごらん。  

   （その後、ペアで話し合わせ意味を推測させてから辞書を引かせる）  

 

②新出単語の発音や意味の確認 前時に学習した新出単語の復習  

 Word Flash を用いる。  

 導入  

 英単語を見せて、生徒に発音させる→意味の確認→１つ１つの単語の発音練習→日本語

を見て、英語で言う→単語を flash させて言わせる。  

 復習  

 日本語を見せて、英語で言わせる。→日本語を見せて綴りを書かせる。→語いサイズを

広げる指導を行う。→単語を flash させて言わせる。  

③英単語クイズ  

 単元のまとめとして行う。各単元で扱った新出単語を用いる。  

④帯活動   

 幸せになれるかもしれない単語集、英語の歌  

５ 語い指導で大切にしていること  

  生徒にとって役立つ例文の活用。corpus や collocation の活用。  
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研究部ワークショップ（４） 

読むことから語い指導を考える 

八王子市立第六中学校  太 田 裕 也  

１．帯活動 

じゃれマガを読み、既習の語いに何度も触れさせる活動 

The sign of summer in Japan 

There are several
い く つ か

 signs
知 ら せ

 of summer in Japan, and the sound 

of cicadas is one of them. I heard them for the first time on 

Saturday morning. They are very noisy insects
虫

! You don't 

have to be near them to hear them. I walked to a nearby
近 く

 

university
大 学

 campus
キャンパス

 where most of the noise was coming from. 

The cicadas seemed
～ の よ う だ

 to know that I was looking for them. 

They were in the trees, but they stopped making noise when 
I got near them. When the rainy season is over, many more 
will come out. They will be everywhere. 
Q&A)下の質問の答えが分かる英文に線を引こう。 
When Mr. Jarrel got near cicadas, what did they do? 
 

２．授業構成 

１つの課を２時間で指導する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間目  

１）帯活動  

２）Oral Introduction（文法内容）  

３）Explanation 

４）Pattern Practice 

５）口頭での表現活動  

６）Oral Introduction（本文内容）  

７）Listening Task / Reading Task 

８）Explanation 

９）Word Practice 

１０）Reading aloud 

・Chorus reading  

・Buzz reading  

・Individual Reading 

２時間目  

１）帯活動  

２）Review（文法内容の口頭での復習）  

３）Review（本文内容の想起）  

※Reproduction につながる発問を入れる  

４）Reading aloud 

・Chorus reading  

・Overlapping 

・Buzz reading  

・Look up reading 

５）本文の Reproduction 

６）Writing（文法内容か Reproduction の内容）
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３．教科書本文を使った Reproduction 

教科書本文の語い・英文を使い、自分の考えなどを付け加えて発表する活動  

例）なりきりスピーチ、会話の続きを加えたスキット、本文を要約し感想を付け加

えさせる  

  dialogue⇔monologue、本文を自分のことに言い換えて発表するなど  

 

留意点 

・教科書本文を使い、自由な英文を付け加えやすい設定とする。 

・教科書の語いができるだけ使えるようなものにする。 

・設定が不自然にならないようにする。  

 

 
デモで扱った単元  

Lesson 1  Report for Our School Trip (Total English 3 学校図書) 

 

Oral Introduction script 

T: Look at this picture. Who is this? 

S: Shotoku Taishi. 

T: Right. This is Prince Shotoku. He’s a famous historical person. And he built a famous temple. Do 

you know the name of the temple? 

S: Horyu-ji. 

T: Right. He built Horyu-ji. Where is Horyu-ji?  

S: In Nara. 

T: Right. And which town? 

S: I don’t know. 

T: It’s in Ikaruga, a suburb of Nara. Hachioji is a countryside of Tokyo. And Mitaka is a suburb of 

Tokyo. Ikaruga is a suburb of Nara, too. When did Prince Shotoku build Horyu-ji? I’ll give you three 

choices. A: In Asuka era. B: In Nara era. C: In Heian era. Raise your hands. 

T: The answer is A: In Asuka era. Horyu-ji has many wooden buildings. For example, the five story 

pagoda. The five story pagoda is made of wood. So, it’s a wooden building. And do you know the seven 

wonders which means “Nana-Fushigi” in Horyu-ji? I’ll tell you one of them. In Horyu-ji, spiders don’t 

make nets. Really? You’ll visit Nara on a school trip, so please check it. And someone visits Horyu-ji 

every year. Who visits Horyu-ji every year? Read your textbook and please check it. 

Reading Task: Who visits Horyu-ji every year? 

S: Many junior and senior high school students do. 
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研究部ワークショップ（５）  

 

１時間の授業の構成（指導手順）を考える 
つながり・くり返し 

 

文京区立第八中学校  渓 内   明  

 

１．本課１パートの授業構成（指導手順） 

教科書１パート（セクション）の授業の組み立て  

   本課（Lesson / Unit）の１パートの授業構成 → １パートを２時間で指導する。 

   

２．新教材（文構造・教科書本文）の指導（導入） 

  (1)文構造（文法）の導入～練習   

   ①  Oral introduction （英語による口頭導入）  

・基本的に聞かせる活動→  aural drill→英語の音声で意味、文構造を日本語の介在

なしで理解させる。  

     ・目標文が使われる場面を設定する。  

     ・段階的な口頭練習を行う。  

      ②  Concept Checking（文構造の確認・簡単な説明）  

   ③  Oral Practice (口頭ドリル) 

   

   (2) 教科書本文の導入  

      ①  Oral introduction（英語による口頭導入）→ 本文理解への橋渡し  

     ・場面、登場人物の人間関係の明確化  

     ・言語材料の提示（目標文 新出語句 本文理解のための語句） 適度な口頭練習  

     ・ task の設定（聞きとり or 読みとり）  

     ②  Explanation （日本語による説明）  

     語句の意味 新出文構造の確認、代名詞 発音（音読の注意点）   ※英和辞書  

     oral introduction + explanation =  (  本文 100%  )の理解  

 

３．音読 →発表活動への橋渡し 

    Pronunciation of the new words  

Chorus reading 1  

1 語読み  

        Chorus reading 2 (with individual checking)  

Buzz reading / Overlapping 

        Individual reading 

Read & Look up 
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４．発表活動 

   ・教科書本文を使う発表活動（音読の延長線上）  

  (1) 復習の音読  

Pronunciation of the new words 

  Q&A 

  音読  Overlapping / Individual reading 

   (2) 練習（各自→個別 /ペア）  

  (3) 発表  

本文の音読や暗唱の延長線上にある活動  

    ※リプロダクション / なりきりスピーチ （プラスαの表現活動）  

 

５．家庭学習の課題 → 発表への橋渡し  

   音読筆写 （次時の授業で確認する）  

 

１パートの授業の組み立て・指導手順 

指導手順・指導内容  

第１時  第２時  

(1)あいさつ  

(2)Warm Up の活動・帯活動  

(3)前時の復習  

(1)あいさつ  

(2)Warm Up の活動・帯活動  

(3)前時の復習  

 例：文構造の復習   教科書本文の音読  

(4)新教材の導入  

 ①文構造の導入  

 ②本文内容の導入  

(5)音読  

 ①新出語句の発音  

 ②教科書本文の音読  

(6)発表活動の説明・練習  

(7)家庭学習の提示  

(4)言語活動  

 例：新出文構造を使った言語活動  

   教科書本文を活用した言語活動  

 ①練習  

②発表活動  

(5)書く練習  

(6)家庭学習の提示  
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研究部ワークショップ（６） 

英語で行うコミュニカティブな授業作り（中学１・２年） 

江戸川区立清新第一中学校  関 口   智  

１ コミュニカティブな授業作りとは  

 言語使用そのものが目的ではなく、言語活動におけるゴールを達成することを目的とする。

また授業の中で間違えながら、そして間違えから学ぶ姿勢が必要である。 

２ 雰囲気作りと約束ごと 

   それぞれ大切にしているものは様々あると思うが、自分では以下のものを考えている。 

   ①Smile. ②Express yourself. ③Don't be afraid of making mistakes. 

   ④Make a quick response. ⑤Learn from your friends. 

３ 授業を英語で行うための表現  

   （１）Classroom English１  (New Crown English Series 1) 

               Put down your pencil.→ペン回し防止に重宝。  

How do you spell ‘January’? →「スペルは何ですか。」とは言わせない。  

What is the spelling? となるはずだし、名詞の spell は「呪文」である。  

What does ‘wheelchair’ mean? この mean という言葉は日本語になりにくいが、

paraphrasing でよく使うことで、生徒は使い方を学んでしまう。  

        また東京都中英研研究部のホームページから研究冊子「語いと英語教育(16) 

Teacher Talk(1)」を参照すれば Who is single?（パートナーがいない。）  

       Boy-boy / Girl-girl pairs will get one point, boy-girl pairs two points.  And if you 

talk to me, you can get three points.などの表現も見つかる。  

         隣同士は shoulder partner、前後は face partner、斜めは cross partner である。  

４ 語い指導について  

（１）教科書の単語の扱い  

     全て覚えさせることは生徒に負担で好ましくない。日本の子供たちは多くの単語を

聞いてわかるが、全て書けるわけではない。頻度の低いものは覚えなくてよい。  

  （２）受容語いと発表語い  

       何を発表語いとするかは学習指導要領にも示されていない。  

都中英研研究部推奨発表語いリスト６３５語(2005 年度）が参考になる。  

（３）教科書の単語  

①教科書で扱う単語の数は現在中学校で 1,200 語であるが、新学習指導要領では

最大で考えると、小学校で 700 語、中学校で 1,800 語の計 2,500 語となる。  

②扱うべき単語は学習指導要領に指定はない  

③教科書毎に扱う単語は違う？  

     中央教育研究所「中学校英語教科書における語彙調査」では使用語いが検定教科書

６種のうち何社で使われているかを以下のように示している。教科書によっては以下の

単語は扱われないことになる。  

(例)  above (3 /6), aquarium (2/6), blossom (3/6), boring (3/6),  cheap (3/6), 

dangerous (4/6), deep (3/6), either (4/6), equal (1/6),  far (3/6) 
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④使用教科書の不足語を補うには？  

      teacher talk, ビンゴ、 辞書指導、コミュニケーション活動、歌、  

副読本（じゃれマガ、  読みトレ等)等  

特に教師は input provider として重要。‘i＋1’ (現在のレベルよりわずかに高いレベル)

の input を心がける。辞書指導は学習者を自立させる。使う場面、使い方は授業の

中で教える。コミュニケーション活動では場面を設定し、必要な語いを紹介する。  

５ ビンゴ 

   →３年間で 1,800 語を学べる。(Let's Enjoy Bingo 浜島書店) 

Communicative Bingo (Bingo by Hints） 

       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) 

     対生徒の効果 

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、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。  

対教師の効果 

①生徒の現在の語い力を意識するようになる。②教師の単語の言い換えがうまくな

り、英語で授業を行うための土台作りができる。 

６ 主体的・協働的に行う Show & Tell 

   「英語の話し合いは１年生では無理」という考えから、「１年でやらせるにはどうす

ればよいか」という発想の転換が大切。  

       方法）第１時・・・説明、原稿書き始め→宿題 第２時・・・原稿チェック、練習

第３時・・・班内で発表、話し合い   第４時・・・全体で発表 

７ 接続詞 that の導入を communicative に行う工夫(PPP technique) 

      ①Presentation・・・Picture Cards を用いて、やりとりしながら接続詞 that の導入を行う。 

      ②Practice・・・内容を理解し、形式に慣れるために Controlled Practice を行う。 

    ③Production・・・自分の思い・考えを接続詞 that を用いて表現する。  

８ 英語の歌 

   歌の効用） 

①楽しい。②英語への興味が深まる。③授業への warm-up として声が出やすくなる。  

④英語のリズムが身に付く。⑤リンキングを学べる。⑥反復練習する。（口ずさむ）  

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歌いやすいもの  

④名曲 ⑤タイムリーなもの ⑥自分のお気に入り 

指導手順） 

①曲を聞きながら歌詞の空欄を埋める。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。⑤教師に続いて読む。⑥歌う。 
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研究部ワークショップ（７） 

 

絵とリズム、ジェスチャーを使った語い指導（１年） 
 

多摩市立鶴牧中学校 佐 藤   優 

 

１．はじめに  

（１）使用教科書 TOTAL ENGLISH 1（学校図書） 

（２）学年 １年生     

（３）使用時期 ６月上旬 

（４）簡易指導案（☆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)  

   ☆Oral introduction⇒絵を使っての語い指導 

 ☆Picture cards を使った本文内容理解⇒絵を使っての語い指導 

   ☆New words の確認・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  

 ・１つのものや、２つ以上のものについて表現させる。 

  （例）I have a cat. / I have an eraser. / I have two dogs. 

・教科書の内容を、絵を用いて理解させる。 

 ・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。 

 ・飼っている（もしくは飼っていると想定した）動物を用い、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？） 

 ・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。 
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（２）Oral introduction（絵を使っての語い指導）と Picture cards を使った本文内容理解 

  （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 の確認・練習手順（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） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、 

I は自分の胸を片手で触りながら発音します。 

you ならその人をさしながら発音します。 

like は胸のあたりでハートマークを作って発音します。 

 

基本は主語と動詞、名詞で表せるものをジェスチャーで使用します。 

 

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 Overlapping 

⑤ Read & look up 

⑥ ジェスチャーを使って、音読をする。 
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研究部ワークショップ（８） 

 

「中１ギャップ解消」を目指す教科書を開く前のリタラシー指導 
       

品川区立荏原第六中学校 岡 﨑 伸 一 

１ はじめに 

 中学１年生を担当するたびに違和感があった。それは、教科書を開くと英語が得意な生徒と

苦手な生徒との差が開いてしまうことだった。中学１年生を担当すると「最後の１割の生徒も

教科書をすらすら音読できるようにさせる！」と決意するが、「最後の１割」の生徒に苦手意識を

持たせたまま、入試でも得点を取らせることができずに卒業させてしまっていた。  

 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ため、文字指導を

している小学校はまだまだ少ない。小学校中学年でローマ字指導は受けるが、英単語、語句、

英文を読むための指導は段階的かつ系統的にはされていない。それにも関わらず、中学校で

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」のだ。ここに

「英語科の中１ギャップ」があると考えた。このギャップを解消するため、平成 24、25 年度に

品川区立小山台小学校、荏原第一中学校との共同研究を基にしたリタラシー指導を発展させて

行っている。なお、ここではボトムアップ・アプローチに基づくリタラシー指導のみ紹介する。  

 

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 5 つである。

１．Alphabet (音素体操) ＜Phonetic awareness＞、２．Onset & Rime、３．Phonics、４．Sight Words、

５. Basel (Graded) Readers で指導していく。  

 1 Alphabet (音素体操) ＜Phonetic awareness＞  

  Total Physical Response（全身反応教授法）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。動画サイトで検索すると、この音素体操を映像で見ることができる。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）の著書「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 & Rime  

   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。an の

rime を提示し、最初の単語を提示する。ここでは can 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、-at, -et, -en, -ig, -it, -in, -un, 

-up 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 & Rime 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 2,3,4,5 で指導する語いを教科書 Program4 までと Basel Readers

で使用する絵本の語いの中からピックアップし、教科書と絵本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。そして、Basel Readers として絵本を使用するため、

教科書指導はさらに半月遅らせ、７月からに計画を修正した。  
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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 

Onset & Rime、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）、

辞書指導  

↓  

Flash cards 

↓  

教科書音読（練習＆検定）  

  3 Phonics 

  Phonics では、絵本と Program4 までの語いを見てみると ee, 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。  

  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

Program4 までを一つの区切りとしてピックアップしたが、その後の Program でも継続している。

当然として、Basel Readers の絵本にも Sight Words はあるため、語い分析をすることで見通しを

もって、これらも指導している。  

 5 Basel (Graded) Readers 

  前述の 1～4 まで指導してきたことを生かしながら、フォニックスの知識で読める絵本を

使用している。Building Blocks Library (株式会社 mpi 松香フォニックス )は、全 10 レベルの

絵本シリーズであり、初めの１冊は 12 語の物語である。とても易しいものから徐々に語数も

増えていく。１学期は９冊を使用した。自力で英文を読めるために実践している。  

  

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 Program５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。  

 

４ 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

箱読み５つ（音読５回で教科書隅にある１つの箱を塗る）

と星読み（音読５回で☆を１つ描く）をさせ、次の

授業時には復習として音読検定をペアで実施する。

評価基準は右の通りである。教師が見本を見せ、練習で

評価をさせてみると生徒も同じようにやれる。そして、教科書ページの右上に評価を残しておく。 

 

５ おわりに 

 １学期に絵本の音読テストを実施し、５箇所以上ミスした者は夏の補習にエントリーされた。

５時間の指導で、18 名中 17 名（94％）がクリアーした。２学期にある生徒が「俺、夏にがん

ばったから読めるようになったな」と言っていた。今年度で一番嬉しい瞬間だった。「すらすら

音読できる」ことが「やればできる」という生徒の自己肯定感を高める実践を積み重ねたい。  
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研究部ワークショップ（９） 

教科書を使った語い指導・辞書指導（２・３年） 

足立区立第五中学校 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。 

 

実際の授業で行ったオーラル・イントロダクション 

NEW CROWN ENGLISH SERIES 2 （三省堂） 

Lesson 8 India, My Country GET Part 2 (p.102) 

[Part2(p.102)のピクチャーカードを見せて] (  )内は生徒の発話。 

Look at this picture. Raj and Kumi are talking about India. What does Raj have in his hands? (…?) 

Tickets. Movie tickets. They are going to see an Indian movie, Indian film. [インド映画の写真を示す] 

This is a photo of the Indian film. A funny picture! The actors look funny. By the way, do you like 

watching movies? (Yes.) Yes? Recently, what movie did you see? I hear this movie is very popular now. 

[「君の名は」の写真を示す] Did you see this film, this movie? (Yes!) Oh, so many students watched 

this film. Does anyone know the director of this film? (新海誠 ) Yes, that’s right. [「君の名は」の

写真の下に、新海誠と書く] The director of this film is Shinkai Makoto. Kimino-nawa was directed 

by Shinkai Makoto. Then, how about this Indian film? Who was this film directed by? Listen to the CD. 

[リスニング・ポイント][CD を聞かせた後で] This film was directed by …? (A famous Indian 

director.) Good. This film was directed by a famous Indian director. India is very famous for films. Do 

you know that? No? Then, which city is famous for films, movies? (Hollywood.) Yes, Hollywood is 

very famous for films. Look at these pictures. [２枚のハリウッド映画の写真を示す] Do you know 

these films? (Pirates of the Caribbean. Star Wars.) Yes. They were made in Hollywood. In Hollywood, 

many, many films are made every year. Can you guess how many? (….) [730 という数字を示す] 

Look! About 730 films are made in Hollywood a year! Then, how about in India? Can you guess how 

many films are made in India? (….) In Hollywood or in India, which are more films made in? Open 

your textbook to page 102. Find the answer and underline it. [リーディング・ポイント]→[“More 

films are made in India than in Hollywood.”に下線を引いていることを確認する。インド映画の

写真のそばに 1700 という数字を貼る] Look, about 1700 films are made in India. That’s surprising! 

More films are made in India than in Hollywood!  

→“more”の意味を推測させ、辞書を引かせる。原級が“many”であることを確認する。  

 

 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引き、その語句に関する問題を解かせるというもので

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。問題の内容と目的は以下の通りで

ある。 
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 ・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 Lesson 8 Part 2 (p.102) 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。  

①  actor (    )詞  「     」→「女優」は？        

 

③  film (    )詞 「     」→別の単語で表現すると？       

 

⑦  director (    )詞 「        」  

 →  -or で終わる「職業」を表す単語を挙げてみよう！ヒント：教科書 p.138 

                                      

 

⑩  more ( 形  )詞  「        」→原級は？        

 →辞書で例文を見つけよう！  

                                      

 

⑬  surprising (    )詞 「       」→動「驚かす」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」問題や「辞書の例文を紹介

する」問題に取り組み、授業で発表することで「クラスに貢献しよう！」と伝えている。  

 

２ 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、オーラル・イントロダクション後の

エクスプラネーションで辞書を引かせる語はどの語が適切か、家庭学習用課題ではどのような

問題を作成するかということについて、意見交換をした。 
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４  研究部ワークショップと参加者の声 

 

第１回：８月３日（木）千代田区立九段中等教育学校 

１「辞書指導（１年～３年）」壽原友理子 

 ◆辞書を使うことを当たり前のことにしたいと思いました。「やらなければ」と構えずに、

１時間の中で１回を目標に取り入れていきたいと思います。 

  ◆辞書へのアプローチの仕方、引き方の手順等、とても勉強になりました。単語ビンゴや

その活動へのご褒美のステッカー等、アイディアも豊富で、辞書を毎時間１語は引かせ

たいし、それを授業中に生徒間でシェアさせたいと思いました。（今、私の授業では生徒が

必要に応じて辞書を引いていてシェアがないのです。） 

  ◆今年１年担当で、どのようにして生徒に語い力をつけさせようか悩んでいました。辞書の

引き方指導はしたものの、どのように継続的に辞書を使わせ、生徒に気づきや主体的な

学びを通して、語いを習得させていけばよいか行きづまっていました。今回、先生の

ワークショップには、段階を踏んで楽しく辞書引きをしながら学ぶヒントがたくさん

つまっていました。また、教科書における指導の中でも、どの語を引かせるのかのポイ

ントを知ることができ、大変勉強になりました。 

  ◆辞書指導による、主体的に学ぶ自立した学習者（生徒）を育てる重要性は理解している

もののなかなか普段の授業に継続的に取り入れていく勇気が持てずに今まできていまし

たが、１コマの授業の進め方を見直し、生徒が辞書に触れ、自ら引くことで理解していく

時間を確保していくことが改めて必要だと感じました。年度途中（しかも３年生）から

辞書指導を取り入れていくことは可能なのでしょうか。できれば２学期から少しずつでも

実践していきたいと思いました。 

  ◆辞書指導の大切さを改めて痛感しました。自分の授業の中でも積極的に導入していきたい

と思います。語いが多いことが後のパフォーマンス活動や英作文につながると思って

いるので、継続した指導ができることを工夫していきたいです。多くの実践例を示して

いただきありがとうございました。 

  

２「帯活動から繋げるパフォーマンステストの実践例」藤野康明 

 ◆即興的なパフォーマンステストをどのように行ったらよいのか知りたいです。クラスで

行う場合、テストの内容、テーマなどが後からやる生徒に漏れてしまわないか。また

２時間程度はかかると思うので終わった後に生徒への課題などどうしているか知りたい

です。 

 ◆帯活動は計画的に授業に取り込むことによって効果が出ると感じました。たくさんの

事例を知ることができました。ありがとうございました。 

 ◆繰り返しやうなずきなどの実践が良かった。教員が英文を言った後に「ハイ」という

くせはやめた方が良い。パフォーマンステストのたびに授業を止めると進度に影響がある。

Evaluation Sheet の観点はこれでよいか。Fluency と Attitude はどう違うのか。 

 ◆先生方の色々なパフォーマンステストの実践が分かってよかった。生徒の生き生きした

姿が印象的だった。 
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 ◆Q＆A やチャットは私もやったことがありますが、ジェスチャーをつけるなどのルールを

守らせる。相づちの方法を教える。画像を効果的に使うなどでより生徒の意欲が高まる

と思いました。ありがとうございました。 

 

３「３年間の語い指導」水嶋 諒 

 ◆語い指導に関する様々なやり方を学ぶことができました。語いは単語だけを覚えるのでは

なく、同じ種類のものを挙げさせたり、文の中で定義させることで、自己表現にもつな

げることができるということを改めて学ぶことができました。先生のユーモアのある

話術も参考になりました。 

◆子供の視点に立って、設問を考えられたことに大変感銘を受けました。生徒にとって

よりわかりやすい、頭に残りやすい方法、シチュエーションも加えながら、教材に盛り

込んでいくのはとても効果的に勉強できるのではないかと思いました。コーパスの効果

的な使い方もとても参考になりました。 

◆英単語クイズ、すごくいいと思いました。日英１対１の単語テストではなかなか使える

ようにならないので、こういう形での復習はとてもいいと思います。ただ、作るのが

とても大変そうです。ICT が苦手な私にとって、デジタル教科書を使うだけでも大変。

これからはこういうのを取り入れていかないといけないのですね。効果的なのはよく

わかります。 

 

第２回：８月１０日（木）豊島区立池袋中学校 

１「読むことから語い指導を考える （２年・３年）」太田裕也 

◆生徒の発表動画を見せていただきまして、とてもわかりやすかったです。ここまで発表

させるには準備が必要なこともよくわかりました。 

◆Reproduction をさせるときに、口頭でアウトプットさせることに重点を置いてしまい

ますが、「話して終わりにしない」「書く活動」までつなげることが重要だということに

とても感心しました。最後に定期考査にまでつながっているのは本当にすごいと思います。 

◆じゃれマガの使い方が少しもったいない。毎時間やっているか、ＷＰＭは記録しているか。 

 

２「１時間の授業の指導手順を考える（１年）」渓内 明 

◆授業の流れに沿って説明されたのでわかりやすかったです。次へのつながりを意識して

指導していきたいと感じました。教科書と文法事項の兼ね合いに悩んでいたので、

すっきりした感じがします。 

◆自分はまだ日本語が多すぎるなと感じました。「頭の中に英語を残す」という言葉が印象に

残りました。 

◆１時間目に本文を導入することは考えたことがないので、新しい発見でした。 

◆発表活動をゴールにして、授業展開を考えるヒントをいただきました。 

◆導入方法の詳細をもっと知りたかったです。 
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３ 「英語で行うコミュニカティブな授業作り（１・２年）」関口 智 

◆コミュニカティブな授業づくりのために具体的な方法をいくつも提案していただけたのが

とても良かったです。やりとりすることについて、対教師や生徒同士でどんな活動をし

ていくことがコミュニカティブなのか、一つ一つの活動をよく考えて授業を作っていき

たいと思いました。 

◆コミュニカティブにしていくために、教師の方もしっかりと英語を話す準備をする必要

があると思いました。例えば、ＢＩＮＧＯの関連語句もどのように言えば生徒がわかり

やすいのか、どのような表現が英語らしいのか、こちらも勉強しようと思いました。

たくさんのアイディアをありがとうございました。 

◆ＢＩＮＧＯでもやり方を変えるだけで、語い力や文章力もつくと感じました。Classroom 

English も徹底して行っていきたいです。「生徒の可能性をとめないこと」、大事なことを

学びました。 

◆単語１つやりとりするにも英語を使って、１年のうちから慣れさせておくことで英語を

使って活動することに対する楽しさが感じられると思いました。またコミュニケーション

を円滑に進めるために身近な題材を使っていることで内容が分かりやすいのも印象的です。

ポイントごとに笑いを入れるところも参考にさせていただきたいと思います。 

◆スピーチにおいて全体での発表の前に、班内で発表させて発表後の話し合いでほめたり

改善点をお互いに言わせたりすることがとても良いことだと思いました。人間関係作り

にも役立つし、自信をもって発表させることにもつながると思いました。 

 

第３回：８月２２日（火）品川区立荏原第六中学校 

 １「音、リズム、ジェスチャーを使った語い、音読指導（１年）」佐藤 優  

◆「楽しく学ぶ」という先生の方針の良くわかる指導だったと思います。リズムを使った

New Words の発音練習が、つい口ずさみたくなるような雰囲気が作られていて良かった

です。教室移動が多いので PC を運ぶことをあきらめている自分がいるので、頑張って

やろうかと思い直しました。ジェスチャーをつけての音読指導を１年生でやっていますが

途中でやらなくなることが多いので、上手に三年間継続させたいと思いました。  

◆Picture Card を使ったオーラルイントロダクションや、リズムで発音練習をたくさん行う。

活動等、ぜひ参考にさせていただきたいと思いました。ジェスチャーについては、始め

からパターン化したジェスチャーを覚えるよりも、例えば ALT のジェスチャーを見せて

生徒にもやらせる等すると、より自然なものが身に付くのではないかという意見がグル

ープではありました。子供たちも楽しめるものなので、ぜひやってみたいです。  

◆授業を楽しくやるというコンセプトに共感しました。生徒たちが「英語は楽しい」と思

える授業を日頃なさっているのが伝わってきました。「楽しく」ないと英語好きは生まれ

ないので、大前提だと思いました。あとは、定着のさせ方や内容の発展のさせ方が重要

になってくると思われます。  

◆“Really?”を深く考えさせるところが興味深かったです。教科書の深読みはやっていますが、

よりポイントを絞って考えさせることはしていなかったので、今後やってみようかと

思います。  
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 ２「中１ギャップ解消を目指す 教科書を開く前のリタラシー指導」岡﨑伸一  

◆かわいい絵本を使って（意味がよく分からないところがまた面白い）補習をされている

アイディアがユニークで斬新でした。私もなぜ今まで気づかなかったのだろうという

感じで、音読を補習に取り入れようと思いました。Blending は確かにしていましたが、

Segmenting はあまり活用していなかったので、生徒と確認しながらやってみたいと思い

ました。  

◆小中連携もあり、１年生の授業でフォニックスを扱いましたが、ここまで丁寧に繰り返し

指導ができなかったので、大変参考になりました。すごく刺激的な回でした。中１の

最初は、課題である読み書きを解消するために、音読ができるという自己肯定感を高める

ことがとても大切だとわかりました。リタラシー指導やリサイクルの学習を十分に行うに

あたって、年間の計画や授業の展開をどのようになさっているのか興味があります。  

◆フォニックスについては教科書や副教材を使って指導しているが、形式的にやっている

ような感じで、生徒が真に関心を持つところまで行っていません。今日の岡﨑先生の

ように信念を持って時間をかけて根気よく、しかも生徒に主体性を与えながら指導される

のは素晴らしいと思いました。最後が音読検定という具体的なゴールが提示されている

のも大変良いと思います。  

◆絵本を使用するということがとても新鮮でした。ぜひチャレンジしていきたいです。

また、細かい指導をされていて本当にすごいなと思いました。以前から岡﨑先生の研修を

受けて毎回思っています。少しでも岡﨑先生の実践を真似できたらいいなと思います。 

 

 ３「教科書を使った語い指導・辞書指導（２・３年）」上尾栄美子  

◆辞書を用いた語い指導が特に参考になりました。家庭学習では、Q&A や TF をよくプリント

にしていましたが、苦手な子はできないことも多かったので、辞書を使って調べたら

できるものはとても良いなと思いました。生徒がより英語が楽しくなるよう、語いを

広げていきたいと思います。 

◆教科書の内容をより詳しく理解するために辞書指導が生きると思いました。また、生徒が

自主的に学びを深めるためにも辞書指導は大切だと思いました。先生の授業では、繰り

返し、表現や単語に出会う機会があり、学びの定着につながると感じました。学校事情や

タッグを組む英語科教員との兼ね合い等、共感できるお話を聞けました。生徒のために

なるように大事なところを押さえて指導できるように考えたいと思いました。 

◆一度習ったことを Supplement としてもう一度解くなど生徒が何度も繰り返し確認する

ことで自信をつけられる実践だと思いました。辞書を引くだけでなく、辞書を学習に

生かすことができていて素晴らしいと思いました。 
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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 
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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 (4)」を研究テーマとし、今年度は平成 28 年度版

中学校検定教科書本文の中から、「自己紹介」「他者紹介」「道案内」「電話での応答」「地域紹介」

「日本文化紹介」のそれぞれのスピーキング活動で生徒が使うことができる語い・表現を抽出

した。教科書で使われている語いや表現を機能別に分類したので、パフォーマンステストへ

向けての指導の際に他の教科書で使用されている語い・表現も参考にすることができる。今年度は、

東京都のパフォーマンステストの各場面についての語い・表現を一覧表にまとめることができ

たが、その他の場面においてもリスト化できるようにしたい。  

 今後の課題として、以下の 3 点が挙げられる。  

(1) 機能別の分類の再検討を行う。  

(2) パフォーマンステストに向けた語い・表現の指導法を具体的に検討する。  

(3) 他の場面における語い・表現も分析する。  

 

 

 

 

Ⅵ 参考文献 

 

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

・日臺滋之（2009） 『中学  英語辞書の使い方ハンドブック』 明治図書  

・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  

・Let's Enjoy Bingo（浜島書店）  

・Dictionary of Language & Applied Linguistics  (Longman) 

・New Crown English Series 1 (Sanseido) 

 

 
サイト  

・都中英研研究部 研究紀要「語いと英語教育(16) Teacher Talk(1)」  

「語いと英語教育(29) 語い指導(5)」  

「語いと英語教育（31）」  

・都中英研研究部推奨 発表語いリスト（written）635 語  

・検定教科書に現れる重要動詞のコロケーション調査  

・平成 28 年度版「中学校英語教科書における語彙調査」公益財団法人中央教育研究所  
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Ⅶ 編集後記 

 

 昨年４月、研究部の部長になりました。思えば、研究部の存在を知ったのは、２０数年前、

墨田区立両国中学校での授業研究会に出るようになってからでした。  

 長先生、備里川先生、北原先生、石井先生など、研究部を支えてこられた方々が定年を迎え、

とうとう研究部を引っ張っていかなくてはならない年齢、時代となってしまいました。 

 あるテレビ番組で青山学院大学の駅伝の原監督が、「若いころ、先輩からおまえには覚悟が

ない。」と言われたという話をしていました。部長になってしばらくしてから、私も「覚悟が

足りなかった。」とつくづく思いました。東京都の研究部をまがりなりにも率いるという

ことは、学級担任を初めて持つ、学年主任に初めて就く、教務主任をやることとは余りにも

大きな違いがありました。 

 次期学習指導要領も示され、２０２０年からの新たな教育課題が取り上げられる激動の

世の中ですが、今後はさらなる覚悟を持って、この仕事を全うしていきたいと思います。 

 今年度の研究は、冊子の通り、パフォーマンステストで使える表現をファンクション別に

分類して考えてみました。同じような表現でも分類してみるといろいろなことがわかります。

今後は小学校の英語教育からの接続、教えるべき語いの選定などの課題を研究していかな

ければなりません。 

 これまで研究部では、時代に先駆けて、先進的な研究を行ってきました。この歴史ある

研究部で、都内各地から集まった仲間とお互いの実践をもとに議論し、英語教育の未来を

考えていけば、さまざまな提言ができると信じています。  

 最後になりましたが、これまでご指導・ご助言をいただいた講師の先生方、都中英研会長、

ＯＢの先生方に心より感謝申し上げます。                                

平成３０年２月２３日 研究部長 伊地知義信（豊島区立池袋中学校） 
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今年度の研究に携わった研究部員（東京都中学校英語教育研究会研究部） 

 

伊地知 義信（豊島区立池袋中学校）           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）           渓内  明 （文京区立第八中学校） 

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） 

中川 智子 （大田区立志茂田中学校）         前田 宏美 （葛飾区立四ツ木中学校） 

岡﨑 伸一 （品川区立荏原第六中学校）       福島 美記子（杉並区立荻窪中学校） 

壽原 友理子（都立両国高等学校附属中学校）   福田 真希子（江戸川区立鹿本中学校） 

島田 朋美 （荒川区立第四中学校）           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）   新井 正秀 （板橋区立赤塚第一中学校）          

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 （渋谷区立原宿外苑中学校）  

藤野 康明 （多摩市立多摩中学校）           堀田 奈梨子（大田区馬込東中学校） 

三上 健二郎（大田区立出雲中学校）          森沢 俊彦 （品川区立荏原第五中学校） 
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《研究部のホームページ  http: // www.eigo.org / kenkyu》  
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