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巻�頭�言�

　昨年は�「授業力を高める事業」�（秋田県）�の一員と�し�て多くの授業を参観する機会を得�

た。�よい授業であると感�じ�させる授業には共通�し�た特徴がある。�それは，�「いつのまに�

か言語習得が起こる授業」である。そ�し�てそこにはス�ト�ーリー性がある。�

　幼いころ，日本の昔話やイソップ，グリム，アンデルセンなどの童話を読み，感情�

を揺すぶられた経験をお持ちの方は多いと思う。時に心温まり，時にどんでん返�し�に�

驚き，そ�し�て，時にエッセンスと�し�てもたらされる教訓に気をひき�し�めるなど，思い�

出はさまざまであろう。また，不思議なことに長い年月を経ても話の内容は忘れてい�

ない。必死になって一字一句暗記�し�たわけでもないのに，ことばが自然に紡がれて出�

てくる。なぜだろう。おそらくそれは，夢中になったス�ト�ーリー性に帰因するのでは�

ないか。巧みなス�ト�ーリー性が，話の内容をことばに乗せて順に表現することを容易�

にするのだと思う。すなわち，ことばの意味，形式，用法がス�ト�ーリー性によって束�

ねられ，セッ�ト�となって長期的に記憶されるからではないだろうか。�

　これは授業デザインのヒン�ト�になる。ス�ト�ーリー性を意識�し�て授業をデザインする�

ことは言語習得を促進するうえで重要だ。�「最低限これだけは覚えなさい」�と指導され�

た基本文の内容に一貫性がないため暗記�し�にくいと感�じ�た生徒が，�「基本文どう�し�が意�

味的につながって流れていたらいいのに」と口に�し�ていたという話を聞いた。意味の�

あるス�ト�ーリー性が記憶の負荷を軽減することで目標となる文法事項に，より強い注�

意を向けられることを感�じ�て訴えたものと解釈できる。また，�「私たちの先生はwitch

だ。いつのまにか乗せられている」という生徒にも出会った。この先生の授業では自�

然なインタラクションが多く観察された。英語を使っているうちに英語を覚えていく，�

つまり，�いつのまにか言語習得を起こ�し�てくれるら�し�い。�witchの魔法を思わせるよう�

な，言語習得を起こす教授力を身に付けた教師には何が備わっているのか。そのひと�

つは「ス�ト�ーリー性のある授業デザイン」であるという直感を強く持った。今年は言�

語習得が「目的」ではなく「結果」と�し�て出てくるような授業に多く出会いたい。�
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1．は�じ�めに�
　文部科学省は昨年12月�13日に，中学の英語の授�

業は英語で行うことなど�を盛り込んだ「英語教育�

改革実施計画」�を発表�し�た。�小学校５年生から行っ�

ている現在の外国語活動�を小学校３年生からに早�

め，５年生からは英語を�正式教科にするという。�

中学校の英語の先生方は�，小学校と高校の英語の�

先�生�方�を�つ�な�ぐ，�「扇�の�要」の�よ�う�な�存�在�とし�て，�

地域での活躍が期待され�ている。英語が使えるよ�

うになるには，学んだ文�法などの知識が知識のま�

まではなく，実践的に使�える能力になっていなけ�

ればならない。そのため�には，�練習活動をどう行�
うか�が鍵となる。�

　�

2．練習するという�こと�
　英語ができるようにな�るには，スポーツや楽器�

の練習からヒン�ト�を得ることが多い。スポー�ツや�

楽器の練習なら，学習者�自身にも体験があり，理�

解�し�やすいだろう。�「どうやって�（得意なスポーツ，�

楽�器�な�ど�が�）�上�手�に�な�っ�た�の�？」と�聞�い�て�み�る�と，�

「毎日たくさん練習�し�たから」と答える生徒�が多�

いのではないだろうか。�英語も同�じ�で，英語がで�

きるようになるためには�たくさん練習することが�

最も大事であることを，�学んでいる本人にも理解�

させると，意識的に練習�するようになるのではな�

いだろうか。ここでは，�授業中に行う練習活動で，�

教師が気を付けておくべ�きことを３つ挙げる。�

（1）�　�練習の量を確保す�る�
　�「�た�く�さ�ん�練�習�す�る�こ�と」の�大�事�さ�を�教�え�る�の�

に，授業中に練習する体�験を生徒にさせるのがい�

ちばんよいが，一斉授業�で一人ひとりが練習でき�

る時間を確保するのは難�し�い。全員で言わせて練�

習する活動だけでは，同じ�文をくり返�し�言うだけ�

で，使ってみる体験をさ�せられない。指名�し�て言�

わせる方法では，指名さ�れた生徒だけが練習でき�

て，ほかの生徒たちは他�人の練習を見ているだけ�

である。すばやく挙手さ�せて発言させる方法で，�

あたかも教師と生徒たち�で対話するように授業を�

進められたらよいが，１�対30人以上の生徒との対�

話では，ずっと黙ってい�る生徒も出てきて�し�まう�

だろう。�

　一人ひとりの練習量を確�保するのによい方法は，�

ペ�ア�ワ�ー�ク�や�グ�ル�ー�プ�ワ�ー�ク�の�活�用�で�あ�る。�

SunshineのBasic Dialogに出てくる文法項目は，�見�

開きのページの背景に薄い�色を付けて目立たせて�

い�る�箇�所�で�練�習�で�き�る�よ�う�に�な�っ�て�い�る。�

Listeningで最低３回�，�学ぶべき文法項目を文脈�の�

中で聞いたのち，�言う活動�（Speaking）�や対話する�

活�動�（�Let’s Try）�を�ペ�ア�や�グ�ル�ー�プ�で�練�習�さ�せ�る�

ことで，指名された生徒だ�けが練習するのではな�

く，全員が練習できる。正�し�く言えたかどうかを，�

常に教師に見てもらうので�はなく，peer（同輩）�で�

教え合い，友だちと情報交�換を�し�たいと思うよう�

なクラスの雰囲気作りが必�要になるだろう。また，�

確認のために数人を指名�し�て言わせてみるとき，�

最後に，プラスアルファで�教科書に載っていない，�

確認のための問題を加える�と，新�し�く学んだ文法�

項目が別のコンテクス�ト�でも使えるようになっ�た�

かを確かめることができる�。練習の量を多く�し�，�

練習により身に付いたかど�うかを確認�し�ながら授�

業を進めたい。�

（2）�　�練習の質を考える�
　文法を教えるときに，大�まかに２通りの練習方�

法がある。�１つは，�mechanical practice（機械的な�

ド�リル）�であり，�口慣ら�し�などにより，�教えようと�

し�ている文法の形を練習す�るものである。モデル�

のあとについて言う反復練�習，文の中の一部を変�

えて別の文を作るsubstitution drillや，�穴埋め，�並�

べかえなどの書いて覚える�ド�リル形式のものも機�

械�的�な�操�作�が�多�い。も�う�１�つ�は，�meaningful 
practice（�意�味�重�視�の�練�習�）�で�あ�り，information 

gap activityのように，�コンテクス�ト�の中で意味を�

考えながら，学んでいる文�法項目を何度も練習す�

るものである。どちらも，�学んでいる文法を�何回�
も使って練習する�のがポイン�ト�だ。意味を考えな�

いで，機械的に操作できる�ド�リル形式の練習では，�

「問題に答えられた」とい�う喜びは味わえるが，�

「英語で通�じ�た！」という喜びを味わう�ことがで�

きない。練習を多くさせる�中で，�機械的な練習だ�
けに終わらない�ように練習の質を考えて�バランス�
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　クラス全体で一度例�を見せたのちに，４～６人�

１�グループ�で行えば，より�一人が発言する回�数が�

増える�。�

　上に挙げた①はmechanical practiceである�。こ�

のような練習は，形を�覚えるのに役立つ。口頭練�

習と書く練習のどちら�のアウ�ト�プッ�ト�練習もほ�し�

い。�し�か�し�，�このようなmechanical practiceだけで�

終わらせずに，生徒自�身について言ったり，書い�

③�一�人�が�有�名�人�や�人�気�の�キ�ャ�ラ�ク�タ�ー�に�な�り�き�り，�
ほか�の生徒か�ら受�けるcanを使�った�質問に答�える。�
ほかの生徒は質�問を�し�ながら，�だれのことかを�当�
てる。�（e.g. Can you sing?　Can you fly?）�

②空欄にcanかcan’tのどちらかを入れて，自分に�つ�

いて言ってみま�し�ょう。�

　I （　　 ）� swim.

　I （　　 ）� play golf.

たりする体験をさせたい。�②のような自分につい�

て答える練習は，無味乾燥�に見えた文法が，�自分�
と�の�関�連�で�意�味�づ�け�ら�れ�る�こ�と�（�personalizing）�
で，�「こうやって使うんだ！�」�という体験とともに�

記憶に残りやすい。�

　また，練習は，おも�し�ろければ何度やっても飽�

きない。おも�し�ろさを引き出すには，１つ�は，上�

に�挙�げ�た�personalizingで�あ�る�が，も�う�１�つ�は，�

ゲーム性�を持たせることである。�たとえば，�will を�

使った練習では，生徒がよ�く知っている物語�（�『ご�

んぎつね』�，�『桃太郎』�など）�を教師が英語で話�し�始�

め，�What will happen next?と聞けば，�ス�ト�ーリー�

を�知�っ�て�い�る�生�徒�は，�（�willを�使�っ�て�）�話�し�た�く�な�

る。�し�か�し�，ほかの生徒に遠慮�し�て黙っているか�

も�し�れない。チームで競い�合う形でゲーム性を持�

たせれば，�「遠慮する」空気から，�「参加する」空�

気に変えることができる。�

　ゲーム性のあるcommunicative activityは，�ほか�

の先生方も挑戦�し�ており，いろいろな本や�研究会�

で紹介されている。実際に�教室でやってみて，う�

まくいったら，それをその�文法を教えるときの�レ�

パー�ト�リーと�し�て蓄積�し�ていくとよい。�Penny Ur

著 Grammar Practice Activities （�Cambridge 

University Press）�は，さまざまな�レ�ベルを対象に�

し�ているが，初級のものも�多く載っている。また，�

練習のさせ方についてのヒ�ン�ト�が得られるので，�

おすすめの本である。�

（3）�　�成功体験の積み重ね�になるように練習させ�る�
　練習は，正�し�いことのくり返�し�であることを忘�

れてはならない。�「合っている」�を何度もくり返�し�

たから「わかった！」とい�うのが練習である。間�

違っていることをくり返�し�たら練習にならないど�

ころか，できるという感覚�が得られず，自信を失�

うかも�し�れない。練習はテス�ト�ではないので，間�

違いから学ばせる必要はな�い。間違いから学ばせ�

るのは，テス�ト�勉強であって，練習ではな�い。練�

習は正�し�い形をくり返�し�使い，慣れさせることで�

ある。それぞれ教える段階�の目的に合った方法で�

練習をさせなければならな�い。�

　�

　�

　�
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　正�し�い語順で言えることは，英�語の基礎力につ�

ながる。�し�か�し�，このような練習だけで�終わって�

し�まうと，英語を使ってコ�ミュニケーションをす�

る楽�し�さを教えることができない�。下の②のよう�

に，自分について言いなが�ら，正�し�い語順でくり�

返�し�言う練習はできる。�

　練習用の文を多く用�意すれば，自己表現できる�

ことが広がり，学びた�いという意欲につながるだ�

ろう。�

　�し�か�し�，②の練習方法は，もともと�与えられた�

文について反応�し�ているだけで，自分から表�現�し�

ようと�し�ているわけではない。下の③�のように20 

Questions （�Yes-No Questionsで�聞く�）�の�形�式�を使�

い，�communicative activityを行うと，�学んでいる�

文法項目を，�意味を伝えるた�めに�何度も使う練習�

になる。�

東京国際大学准教授　�松林　�世志子�

よく練習�をさせることを意識すべ�きである。�

　たとえば，�can（肯定文，�否定文，�疑問文）�を教え�

ているときに，�下の①のような練習は，�canを使う�

ときの語順をくり返�し�練習することができ，�「文法�

が理解できた」�という気にはなるが，�「英語で自分�

のことが言えた」という達�成感はないだろう。�

①日本文の意味�になるように，�（　）�の中の単語を並�

べかえて正�し�い文に�し�なさい。�

　�「私は泳げます。�」�（ swim / I / can ）�.

　�「私はゴルフが�できます。�」�（ golf / can / play / I ）�.

より意味のある練習活動�
グローバル時代の英語教育�
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１．はじめに�
生徒の実態�
　私は今年度１年生と２�年生の教科指導を担当�し�

ています。静岡県沼津市�では，平成18年度より言�

語科が始まり，�小・中全校にALTが配置されてい�

ます。現�1，�2　�年�生�は小�学�校１�年�生か�ら�その�恩�恵�に�

浴�し�，週に一度ネイティブスピ�ーカーと接�し�てい�

ます。そのため，英語を�使ってコミュニケーショ�

ンを楽�し�もうとする生徒が大勢います�。�

　反面，中学校入学時か�ら英語に苦手意識を持つ�

生徒もいます。入学時か�ら意欲に差があり，あき�

らめがちな生徒が各クラ�スにいます。１学期が終�

わるころ，塾に通う生徒�とそうでない生徒との差�

は感�じ�られませんが，あきらめ�がちな生徒とは差�

がありま�し�た。�

　�

2．日本語にはない�冠詞の理解�
　あきらめがちな生徒に�とってボ�ト�ルネックだと�

思われるのが文法理解で�す。従来の黒板に書いて�

説明�す�る文�法�指導，3，�4　�回単�語�を置�き�かえ�る�パ�タ�

ーンプラクティスでは，�今一つ使える言語材料に�

はならないような気が�し�ていま�し�た。�

　特�に�１�学�期�中�間�テ�ス�ト�の�結�果，冠�詞�aの�理�解�が�

不十分だと感じま�し�た。２年生の英作文でも�，冠�

詞�aが�抜�け�た�り，付�け�な�く�て�も�よ�い�Kyotoに�theを�

付けて�し�まったり…。可算名詞，不可�算名詞の概�

念がない日本人にとって�，名詞に冠詞を付けるこ�

とは理解�し�難いのかも�し�れません。音読時に冠詞�

は弱勢となることも，冠�詞が定着�し�にくい理由の�

１�つ�だ�と�考�え�ら�れ�ま�す。冠�詞�aは�Sunshineで�は，�

Program 2-1 が初出ですが，単元�の中心となる言�

語材料ではありません。�そこで毎日の帯活動と�し�

て，冠詞の使用場面を身�に付けられる練習活動を�

考え，実践�し�ま�し�た。�

　�

3．準備物：名詞フ�ラッシュカー�ド�
①15程度の名詞をフラッ�シュカー�ド�に書く。�

最初�の�1，�2　�回�は，カー�ド�の答�え�を全�員�で確�認�し�ま�

し�た。モデル化を行ったう�えで対戦を行ったので，�

あきらめがちな生徒でも，�意欲を持ってできたの�

ではないで�し�ょうか。�

　30人�学�級を�２�チ�ーム�に�分け�て�行�うと，7，�8　�分�で�

勝敗が決まります。発達障�害を持つ生徒にも，集�

中力を保つことのできる時�間です。�

②助け合い�
　英語が苦手な生徒や能力�差のある集団には，仲�

間との教え合い，助け合い�のできるペアワークや�

グループワークが有効です�。�

　活動で使用するカー�ド�は15枚なので，１回戦�で�

敗退�し�ても，２回戦で既に出題さ�れたカー�ド�に当�

たるかも�し�れません。待っている間，ほ�かの対戦�

を聞くことが自分の学習に�もなります。なぜ冠詞�

が必要または不要なのかが�わからなければ，同じ�

チームで勝ち抜けた生徒に�聞くなど，生徒どう�し�

のやりとりを促�し�ま�し�た。�

③逆転現象�
　英語を得意とする生徒に�は，論理的に考えて冠�

詞を判断する傾向がありま�す。また，間違えるの�

は恥ずか�し�い，というプライ�ド�もあるで�し�ょう。�

一方，英語を苦手とする生�徒は，間違えることを�

恐れません。また，反復�し�てフ�レ�ーズの語感を捉�

え，言語感覚で答えを選択�する傾向があるように�

思います。�

　回を重ねるうちに，論理�的に答える生徒よりも�

言語感覚で答える生徒のほ�うが，早く勝ち抜ける�

ようになりま�し�た。つまり，逆転現象が�生�じ�るの�

です。�「英語の得意な○○さんに�勝った！」�「すご�

い。△△君は超早かった！�」教室内でそう�し�た歓�

声が上がりま�し�た。�

　�「�自�分�た�ち�に�も�勝�つ�チ�ャ�ン�ス�は�あ�る�…」こ�れ�は，�

英�語�の�苦�手�な�生�徒�に�励�み�に�な�っ�た�の�で�は�な�い�で�

し�ょうか。�

④個別支援の機会�
　勝敗が決まったあとも，�並んでいる生徒一人ひ�

とりにカー�ド�を提示�し�続けます。英語が苦手な�生�

徒もいますが，緊張�し�て答えられない生徒もい�ま�

す。ゲームだけではなく一�人ひとり落ち着いて考�

える時間やチャンスを保障�することも必要です。�

論理的に考えてふさわ�し�い冠詞を付けられたこ�と�

を褒め，励ま�し�ま�し�た。�

（3）�　�効果�
　１学期の期末テス�ト�まで１か月程度，この練�習�

活動を帯活動と�し�て実践�し�ま�し�た。期末テス�ト�ま�

でに，�定冠詞the，�所有格my，�複数形が登場�し�，�生�

徒に混乱が予想されま�し�た。そこで，15枚のカー�

ド�にそれらの言語材料に�対応�し�た名詞も加えま�し�

た。すると，期末テス�ト�で，冠詞に関するエラー�

が減りま�し�た。�特に定冠詞theに関するエ�ラーは数�

えるほどで�し�た。使用場面を感じながら�冠詞を付�

ける練習を行ったこと，�また，仲間と楽�し�みなが�

ら反復練習を行ったこと�が，よい効果を生んだと�

自負�し�ています。�

　�

6．課題と発展�
　この練習活動には，２�つ問題点があります。１�

つ目は，15程度の名詞に�冠詞を付けるだけの単純�

な反復練習だという点で�す。ふさわ�し�い冠詞を付�

けることができても，そ�れを応用�し�てほかの名詞�

にふさわ�し�い冠詞を付けることができな�ければ，�

意味がありません。単な�るインプッ�ト�から自己表�

現のアウ�ト�プッ�ト�につなげたいものです。新出�単�

語を学習�し�たとき，辞書で可算／不可算�を確認さ�

せたうえで，適切な冠詞�を確認する必要があるで�

し�ょう。あきらめがちな�生徒だけでなく，英語を�

得意とする生徒の知的好�奇心を満たすような練習�

活動にもつなげていきた�いものです。�

　�Sunshineの教�科書�本文�は，背景�や状�況�を示�唆す�

る冠詞の用例が豊富です�。日本語には表れないよ�

うな背景や状況を，冠詞�について発問することで�

解きほぐすことができる�で�し�ょう。たとえば，１�

年生のProgram　�7-1で�は，マイクが由紀に�“�Who’s 
the girl?”�とたずねます。�由紀の持っている絵本に�

描かれた女の子を周りの�みんなが認識できている�

こ�と�が�わ�か�り�ま�す。２�年�生�の�Teacher’s Book 

（Program 6-1）�には，定冠詞theについて�の発問が�

載�っ�て�い�ま�す。Program 9-1で�は“... he went to 

see the local priest ...”と�い�う�表�現�が�出�て�き�ま�す。�

Sergioが�見ず�知ら�ずの神�父を�訪れ�たの�か，昔か�ら�

知る神父に救いを求めた�のかを考えさせるのも興�

味深いで�し�ょう。�

　２つ目は，マンネリ化�に陥る可能性がある，と�

いう点です。マンネリ化�防止のため，定冠詞を付�

けるべき名詞，所有格を�付けるべき名詞，固有名�

詞を織り交ぜま�し�た。スパイラル式に既習事項�を�

発展させています。また�，毎回行うのではなく，�

テス�ト�前に復習と�し�て行うなど，活動の頻度に�つ�

いても工夫�し�ていきたいと考えています�。�

冠詞の理解，� 定着を目指�し�て�
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・aを付けるもの：book, studentなど�

・冠�詞の�不要�なも�の：�Englishな�ど教�科，Yukiなど固�有�

　名詞，tennisなどスポーツ名，waterなど不可算名詞�

・anを付けるもの：egg, elephant, MD, English bookな�

ど母音で始まる名詞�

・裏には，適する冠詞と名詞を書く。�
※人名は教科書の登場人物とし�，未習語には簡単な絵を添�えた。�

②クラス全体に提示�し�，冠詞を付けてその名詞�を�

発音するよう指示する。�意見が割れたものは，�

「なぜこの場合は　�a　�～なんだろう？」�と問いか�

け，理由を考えさせる。�

③再度カー�ド�を提示�し�て，�「冠詞＋名詞」�の発音練�

習をする。�

　�

4．対戦型冠詞�ト�レ�ーニング�
①集団を２つに分けて，教�卓前に１チーム１列に�

なって並ぶよう指示する�。�

②列の先頭にいる２人に，�カー�ド�を１枚提示する。�

生徒はふさわ�し�い冠詞を付けて名詞を�言う。�

③早く正解を言うことがで�きた生徒は，自分の席�

に座る。負けた生徒は自�分の列の最後尾に並び，�

もう一度対戦する順番を�待つ。�

④並んでいる生徒がいなく�なり，早く全員自分の�

席についたチームの勝ち�。�
※最�初の�１，2　�回は，対�戦前�にフ�ラ�ッシ�ュカ�ー�ド�を提�示�し�，�

全員で練習�し�，答えを確認する。�

　�

5．生徒の様子と効�果�
（1）�　�あきらめがちな生徒�の声�
　上記のやり方で，期末テ�ス�ト�までの１か月間，�

授業の序盤に実践�し�てみま�し�た。３回目，カー�ド�

を見せるだけで，生徒たち�が「あの対戦をやるん�

だ！」と机を左右に移動さ�せ，１列に並び始めま�

し�た。苦手意識を持ってい�る生徒や，あきらめが�

ちな生徒も，�「また，�（この活動が）�やりたい！」�と�

言うようになりま�し�た。�

（2）�　�意欲を生む要因�
①ゲーム要素とシン�プルさ�
　あきらめがちな生徒でも�，意欲を持てる要因と�

は何だったので�し�ょうか。１つにはゲー�ムの要素�

が挙げられるで�し�ょう。�し�かも，ルールがわかり�

やすく，シンプルなゲーム�であることが肝要です。�

静岡県沼津市立第三中学校教�諭　�本田 美智子�

より意味のある練習活動�
グローバル時代の英語教育�



3．�Sunshine 1（My Project 1, 3）�を活�用�し�た自己�

表現活動�（実践例2）�

≪生徒のスピーチを活�用�し�た対話活動≫�

6 7

1．自己表現活動は�何のため？�
　私はこれまで約30年間�英語を教えてきま�し�た。�

この中で自己表現力育成�の大切さを痛感�し�た出来�

事が2つありま�し�た。�１つは，�練習問題などはたい�

へんよくできる生徒がハ�ワイのホームステイから�

帰ってきて，開口一番次�のように私に言いま�し�た。�

「先生，教科書を�全部覚えていったけ�ど英語全然�
話せんかった」�と。これには私もたい�へんなショ�

ックを受けま�し�た。そ�し�てもう１つは単語を暗記�

することは苦手だが，た�いへん元気のある生徒か�

ら�「先生，自己表現の活�動は楽�し�かばい。自分の�
言いたいことが英�語で書いたり言った�りできるけ�
ん」�と。この２つは何を意味す�るので�し�ょう。初�

めの生徒のことばは，私�が教師になりたてのころ，�

パターンプラクティスで�生徒を鍛え，文法問題を�

毎時間させ，教科書の暗�唱をよくさせていたころ�

のものです。また，教科�書どおりに寸劇をさせた�

りも�し�ていま�し�たが，自分の考えを持�たせたり，�

それを英語で表現�し�，人に伝えたりするとい�う自�

己表現活動やリスニング�力をつける指導が不足�し�

ていたことに気付かされ�ま�し�た。�

　２つ目の生徒のことば�は，自己表現活動を取り�

入れたあと経験�し�たものです。単語の暗記が�苦手�

でも，だれもが自分の考�えやさまざまな生活体験�

を持っているので，それ�を和英辞書などを使って�

英語で表現�し�，褒められるという体験�をくり返せ�

ば，やる気を引き出すこ�とができるということに�

気付かされま�し�た。もちろんこの自己�表現活動が�

成立するためには，教師�と生徒，生徒どう�し�の信�

頼関係が必要です。みん�ながきちんと人の話を聞�

き，発言を嘲笑�し�たりするような生徒が一人�もい�

ないことが理想です。�し�か�し�，荒れた学級でも少�

し�ずつ自分の考えを書かせたり�，言わせたりする�

ことによって互いのこと�を知ることができるよう�

になれば，きっと授業の�雰囲気や人間関係が変わ�

ってきます。また，英語�が苦手な生徒も，文法的�

に多少ミスを�し�ても，語順さえ正�し�ければ，内容�

で勝負できるという利点�もあります。このように�

自己表現活動はだれにで�も活躍できるチャンスを�

与え得る活動だと思いま�す。�

2．教科書を使った�自己表現活動�（実践例1）�
《�Sunshine　�1アクションタイム�全員集合の活用》�
　このページには30の命令�文とその中に27の動詞�

が使われています。ここを�初めて見たときは，中�

学１�年生�のProgram 3のあ�とと�いう�こん�な早�い時�

期にこれほど多くの動詞を�一度に出すことは，生�

徒にとって負担が大きすぎ�るのではないかと感じ�

ていま�し�た。�し�か�し�，これらの動詞の半分以上�は�

小学校での外国語活動で慣�れ親�し�んだことがあり，�

音声と動作で十分理解する�ことが可能で�し�た。そ�

こで，これらの動詞と表現�を徹底�し�て活用するこ�

とにより，後にいろいろな�自己表現活動に生か�し�

ていきま�し�た。以下は中学１年での活用�例です。�

①�〈中学1年2学期に10文スピーチを�し�よう〉�
　30の命令文の文頭を小文�字に�し�たものをラミネ�

ー�ト�し�，裏にマグネッ�ト�を付けて黒板に貼る。�

　こ�れ�に�Iを�付�け�て�い�け�ば�30の�自�己�表�現�文�の�例�文�

ができ，この中から10文選�んで，一部を修正すれ�

ば10文ス�ピ�ーチが完成する。この活動に�興味を持�

った生徒は，これに時間や�場所をつけて30文スピ�

ーチを作った。�

②�〈Doを�使って10文�以�上質問文�を作り，質問�し�よ�
う〉�

　これも同�じ�ように，30の命令文の中か�ら10文選�

び，�文頭にDo youを付けて一部修�正することによ�

り，質問�し�たい文を作らせることで，コ�ミュニケ�

ーション活動に活用できる�。�

③�〈Does＋�友�人�名�を�使�っ�て�10文�以�上�質�問�文�を�作�
り，友人について�のクイズを作ろう〉�

　こ�れ�も�同�じ�よ�う�に，文�頭�に�Does＋�友�人�名�を�付�

け，友だちについてのクイ�ズを作らせた。�

　このように�し�ていけば，中学１年３学�期では過�

去形，中学２年では未来表�現，不定詞など，さま�

ざまな自己表現活動に利用�できる。これができる�

ようになれば30文日記やスピ�ーチも夢ではない。�

現在，中学２年の３学期で�は「規則動詞・不規則�

動詞100+」�というプリン�ト�を作り，自己表現の幅�

をさらに広げている。また�新出動詞を増や�し�て帯�

学習�（日⇔英）�にも活用�し�ている。�

教科書を生か�し�た自己表現活動�
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About my winter vacation

① I went to the AKB48 concert in winter 

   vacation.

② I love AKB48 very much.

③ Because they are cute.

④ They can sing and dance very well.

⑤ I will go to the concert again.

　これは中学１年生の３学期�のス�ピ�ーチです。こ�

れを聞いたクラスの友だちは�，心の中で「この人�

もAKB48が好きな�んだ」�とか�「AKB48の中でだれ�

が�い�ち�ば�ん�好�き�か�な�？　何�の�歌�が�好�き�か�な�？　�

CD何枚持っているのかな？」�など質問�し�たいこと�

がいろいろ浮かぶかも�し�れません。�し�か�し�，一人�

ではなかなか英語で質問する�のは難�し�いと思いま�

す。そこで４人グループやペ�アで質問を考えさせ，�

ミニホワイ�ト�ボー�ド�に書かせて黒板に貼ら�せます。�

時間内にいくつ質問を作れる�か，班で協力�し�て質�

問を出させることによって個�人色が薄まり，質問�

が出�し�やすくなります。さらに，教�師に質問を褒�

められれば，その生徒は大き�な自信を得ることは�

間違いありません。このとき�文法的なミスがあっ�

ても，質問内容や態度など評�価できる観点はいく�

らでもあります。オーバーに�，かつ具体的に褒め�

ることが大切だと思います。�このス�ピ�ーチに対す�

る質問例と�し�て次のようなものが考�えられます。�

（�Sunshine 1 p.113の応用編）�

① When did you go to the concert? 

② Where did you go to the concert?

③ How much was the concert ticket?

④ Why did you go to the concert?

⑤ Who do you like in AKB48 members?

⑥ What song do you like?

⑦ How many AKB48 CDs do you have?

⑧ Can you sing any AKB48 songs?

　この�よ�うに�スピ�ーチ�の�あ�とに�YES/NOや5W1H

の質�問を�させ�るこ�とで�ス�ピ�ーチ�をよ�りinteractive

な活動にもっていくことによ�って，生徒の対話力�

もさらに増�し�てくると思います。私�は常に黒板の�

両サ�イ�ド�に5W1Hの疑�問�詞�を貼�っ�て�おき，質�問�を�

作りやすい環境を作っていま�す。またアクション�

タイムの動詞，�「規則動詞・不規則動詞100＋」な�

どは拡大�し�て英語ルームの背面など�の，振り返れ�

ば見える位置に貼っています�。�

4．�Sunshine 2 Writing 2「ホス�ト�ファミリーへの�

メール」を活用�し�た自己表現活動�（実践例3）�

≪あなたの好きな有名�人へメールを送ろう�≫�

　ここでは冬休みに博子がア�メリカにホームステ�

イすることになり，彼女がホ�ス�ト�ファミリーへ自�

己紹介のメールを英語で書い�て出すという設定に�

なっています。�し�か�し�，冬休みにアメリカへホー�

ムステイする生徒は本校では�非常に少ないので，�

「自分の好きな有名人へメー�ルを送ろう」という�

設定に変えたところ生徒の反�応もよく，�全員がPC

ルームでメールを完成させ，�１冊のメール集まで�

作ることができま�し�た。生徒の作品を紹介�し�ます。�

Dear Carly Rae Jepsen,

Hello.  My name is Ai.  Ai means“love.”�

I’m a Mitsuhashi Junior High School student 

in Japan.  I want to meet you soon.  I want 

to go to your concert.  I want to talk with 

you.  I want you to know me well.  So let me 

introduce myself.  I play the flute after 

school.  I love English very much.  May I ask 

you some questions?  What’s your favorite 
song?  Why can you sing very well?  Where 

do you often go shopping?  When do you 

practice singing?  How did you become a 

famous singer?  

Thank you for reading my e-mail. I always 

cheer for you. Please write back to me. See 

you. Love.

Ai

5．おわりに�

　これらの「好きな有名人へ�メールを送ろう」の�

活動には生徒がこれまでで最�も意欲的に取り組ん�

でいて，１つひとつのメール�から生徒の気持ちが�

伝わってきま�し�た。これらの自己表現活動�の実践�

と継続が生徒の学習意欲を喚�起�し�，将来自分の考�

えを外国の人たちに自信を持�って伝えることがで�

きる日本人の育成につながれ�ばと思います。�

福岡県柳川市立三橋中�学校指導教諭　�今村 隆徳�

より意味のある練習活動�
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　二人ペアになり，机をく�っつける。切り取って�

いないアクションカー�ド�を２枚２つの机の真ん�中�

に置く。教師の「セッ�ト�！」という指示で頭の�上�

に手を置く。�

　教師が読む動詞句を聞い�て，できるだけ速く正�

し�い絵を人差�し�指で押さえる。教師は「�指導用ア�

クションカー�ド�」で答えを示す。お手つ�きを�し�た�

生徒は１回休みになる。18の動詞句が終わるまで�

活動を続け，相手よりも多�く正�し�い絵を押さえた�

生徒が勝ちになる。引き分�けの場合はジャンケン�

で勝敗を決める。負けた生�徒は勝った生徒に敬意�

を表�し�て拍手をすることに�し�，勝った生徒は「�ド�

ヤ顔」を見せることにする�と，負けた生徒は悔�し�

くてもう１回�し�ようと教師にお願い�し�てくるよう�

になる。時々ペアを変える�とさらに盛り上がる。�

　�

時期：中学校１年５月～夏�休み前�

　教科書で学ぶ言語材料に�合わせて，教師が読む�

英文を変える。たとえば，�Program 3　�を学習�し�て�

い�る�時�期�は，教�師�は�Do you play baseball every 

day?と質問�し�，生徒はYes, I do. / No, I don’t.と答�

えて絵を押さえることにな�る。中学校に入ってか�

らのアクションカー�ド�の使い方は同じ金沢市の�泉 

洋美教諭が�『�英語教育』�Vol.65-２号で詳�し�く書かれ�

ているのでそちらを参考に�し�ていただきたい。�

　�

3．同�じ�色を使っての語順指�導�

　中学校１年次で大事なの�は英語の語順に慣れる�

こと�だと�考え�る。�Sunshineには�生徒�が語�順な�どを�

整理・理解できるように，�所々に�「英語の�し�くみ」�

というページがあり，既習�の言語材料をまとめて�

復習する�し�くみになっている。そ�のページでは主�

語の部分には薄い緑色，動�詞は�ピ�ンク色，目的語�

は黄色，そ�し�て助動詞などは青色を使っ�て表され�

ている。色を使って英語の�語順をわかりやすく理�

解させることが目的である�と思われる。そこで，�

小学校で板書や単語のカー�ド�を使うときにも，同�

じ�色を使ってもらい，小・�中で同�じ�色で語順を学�

習するように�し�た。中学校に入ってから�も，生徒�

は色で語順を認識できて効�果的である。�

　�

　そ�し�て，４�月�に�小�学�校�で�ア�ク�シ�ョ�ン�カ�ー�ド�を�

使って英語の勉強�し�てきた生徒が入学�し�てきた。�

最初の授業で早速アクショ�ンカー�ド�を使った活動�

を行った。ペアになり，教�師が読んだ英文を聞い�

て，机の上に置いたカー�ド�の中から正�し�いカー�ド�

を指で押さえるという単純�な活動である。�し�か�し�

生徒たちは�「このカー�ド�見たことある！」�「先生の�

言っている英語わかる！」�と叫びながら，喜んで�

活動に取り組んでいた。�

　今まで中学校最初の授業�はどちらかというと，�

生徒たちは緊張�し�て１時間授業を受けて�いたのだ�

が，自分たちが小学校でも�使っていた同�じ�教材を�

目にすることにより，スム�ーズに授業に入ってい�

くことができたように思え�る。アクションカー�ド�

が小学校と中学校の英語の�学習の橋渡�し�を�し�た形�

になる。中学校ではその後�，夏休みが始まる前ま�

で�の�毎�時�間，授�業�の�最�初�10分�程�度�を�使�っ�て�ア�ク�

ションカー�ド�を使った活動を行った。ア�クション�

カー�ド�を使った活動のよいところ�は，何よりも楽�

し�いこと，少々英語が苦手�な生徒も含めてどんな�

生徒も参加できること，そ�し�て何よりも音とジェ�

スチャーで自己表現に必要�な動詞句を身に付ける�

ことができることである。�そ�し�てClose your book.

Put down your pencil.などのクラスルームイング�

リッシュも学ぶこともでき�る。�

　以下に小学校でのアクシ�ョンカー�ド�の利用を含�

めた指導のステップをまと�めてみる。�

　�

時期：小学校６年12月ごろ�

　�「指導用アクションカー�ド�」�を使って，絵を見て�

それが表す動詞句の発音練�習を行う。最終的には�

絵を見て，すべてのカー�ド�の動詞句が言えるよう�

にする。�

　�

時期：小学校６年１月～中�学校１年４月�

1．は�じ�めに�

　平成32年の東京オリンピ�ックに向け，国際的�に�

活躍できる人材を育成する�ため，文科省が英語�教�

育の開始時期を現在の小学�校５年生から３年生�に�

引き下�げ，5，�6　�年生で�は英語�を正�式な教�科とす�る�

方向で検討を進めている。�これからますます小�学�

校での英語教育のあり方や�小・中連携の持ち方�が�

大事になる。�

　必要なのはわかるが，小�・中連携は難�し�いと�い�

うことを先生方からよく聞�く。特に小・中の先�生�

がいっ�し�ょに指導案を作って研究�授業を�し�た�り，�

中学校の教師が出前授業を�するのは打ち合わせ�な�

どの時間がなかなか取れな�いなどの理由で敬遠�さ�

れる。�そこで簡単にできて，�し�かも楽�し�い小・中連�

携の取り組みを紹介�し�たい。少�し�でも先生方の�参�

考になればと思う。�

　�

2．アクションカー�ド�を利用�し�て�

　金沢市では新学習指導要�領の施行に合わ�せ，24

年�度�か�ら�教�科�書�が�Sunshineに�変�わ�っ�た。�Sunshine
の魅力の１つは１年生の教�科書の巻末に基本的�な�

動詞を学ぶためのアクショ�ンカー�ド�がついてい�る�

ことである。36枚のアクシ�ョンカー�ド�には表に�楽�

し�い絵が描かれ，裏には自�己表現に必要な動詞�が，�

よく使われる目的語と組み�合わせて書かれてい�る。�

主に中学校での英語の学習�の入門期に使用する�こ�

とを目的に作られているの�だが，小学校６年生�で�

も十分できるのではないか�と考えた。幸いに開�隆�

堂から４枚１組×40セッ�ト�と「指導用アクショ�ン�

カー�ド�」�36枚１セッ�ト�で2,300円という手ごろな値�

段で別売りすると聞き，校�区内の小学校６年生�の�

クラス分を購入�し�，小学校の先生方に利用�し�て�も�

らうようにお願い�し�た。使い方については中学�校�

でアクションカー�ド�を使った授業を参観�し�ても�ら�

い，無理のない形で指導�し�てもらうことに�し�た。�

　�

　�

4．中学生による小学生�への絵本の読み聞か�せ�

　小�・�中�連�携�で�大�事�な�こ�と�の�１�つ�は�中�学�校�に�

入�っ�て�英�語�の�勉�強�を�頑�張�り�た�い�と�小�学�生�が�思�え�

る�よ�う�に�小�・�中�の�教�師�が�工�夫�す�る�こ�と�だ�と�思�う。�

そ�の�た�め�に�小�学�生�に�中�学�校�に�入�っ�て�英�語�を�勉�強�

し�た�ら�こ�ん�な�こ�と�が�で�き�る�よ�う�に�な�る�と�い�う�よ�

いモデルを見せたいと考えた�。�そこで，�中学２年�

生�が�小�学�校�を�訪�問し�て�６�年�生�の�前�で�英�語�の�絵�本�

の読み聞かせを行った。�使用�し�た絵本は，�ド�ジだ�

け�れ�ど�，�一�生�懸�命�頑�張�っ�て�い�る�子�豚�が�主�人�公�の�

I Like Meという話と，�ニンジンの種をまいて一�生�

懸命水をあげ，�最後には芽が出て大きなニン�ジン�

ができる�The Carrot Seedという話である。中学生�

に�は，小�学�生�に�話�の�内�容�が�わ�か�る�よ�う�に�ジ�ェ�ス�

チ�ャ�ー�を�つ�け�て�読�み�聞�か�せ�を�す�る�よ�う�に�指�導�し�

た�。�ま�た�絵�本�が�小�さ�い�の�で�ペ�ー�ジ�を�ス�キ�ャ�ナ�ー�で�読�

み�込�み�，�大�き�な�ス�ク�リ�ー�ン�で�見�せ�な�が�ら�読�み�聞�か�せ�

をする工夫も�し�た。�12月に小学校の朝読書の�時間�

に実施�し�たが，�読み聞かせのあとに小学生に�書い�

て�も�ら�っ�た�感�想�を�読�む�と，�「英�語�は�わ�か�ら�な�い�と�

ころもあったが，�中学生のジェスチャーや声�の調�

子�な�ど�で�理�解�で�き�た」�「中�学�生�が�難�し�い�英�語�を�き�

れいな発音で読んでいるのを�聞いて，�自分も中学�

校に入学�し�たら英語の勉強を頑張り�たい」�などと�

書いた児童がたくさんいて，�中学校での英語の学�

習への動機付けとすることが�できたと思われる。�

　�

5．おわりに�

　以上，�いくつか本校と校区内の小学�校での小・�

中�連�携�の�取�り�組�み�を�紹�介し�て�き�た。�『中�学�校�学�習�

指導要領解説　外国語編』�（文部科学省　2008）�の�

「指導計画の作成上の配慮事�項」�には�「第１学年�

においては，�実際に入学�し�てくる生徒が在籍�し�て�

いた小学校において，�どのような単語や表現�を用�

い�た�活�動�が�行�わ�れ�て�い�る�か�を�把�握�す�る�こ�と�が�求�

められる」�（p.48）�と記されている。�アクションカー�

ド�を使った活動は，�その意味でも小・中双方�の教�

師にとって有効だと思う。�

　最�後�に�中�学�校�か�ら�提�案し�た�活�動�に�理�解�を�示�し�，�

協力�し�ていただいた小学校の先生方�に感謝�し�，�こ�

れからも連携�し�て，�児童・生徒の英語の力が�つく�

小・中連携のあり方を考えて�いきたい。�
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石川県金沢市立泉中学校教諭�道下 浩一�

楽しく小・中連携！�

グローバル時代の英語教育�



1．は�じ�めに�

　公立中学校では，さまざ�まな学力層の生徒が一�

同に教室で学ぶ。それぞれ�の知能や学習スタイル�

は多様であり，かつ特別な�支援が必要な生徒もい�

る。本校では全校的な取り�組みと�し�て，ユニバー�

サルデザインの視点を教室�環境や全教科の授業に�

取り入れ，すべての層の生�徒に有効な指導の工夫�

と改善を行っている。�

　�

2．�「授業八策」を学�校の指針と�し�て�

　�「�時�間，空�間，仲�間�の�３�つ�の�間�を�授�業�に�生�か�そ�

う」を合いことばに，以下�の８項目を大切に�し�て�

いる。�

　本校では，大阪府の相対�評価の入試制度にかか�

わらず，７年前から本格的�に「目標に準拠�し�た評�

価」�の取り組みを行っている。�「授業八策」�はその�

一環である。授業開始時に�，本時の「めあて」を�

「～ができる」的なわかり�やすい表現を用いて提�

示�し�，授業の終わりには，授業態�度，内容理解を�

各５段階で自己評価�し�，さらに文章で１時間を�振�

り返るJournalを書かせている。�チョークの色は３�

色に限定�し�，�「めあて」�につながる最重要事項は�蛍�

光オ�レ�ンジで，重要事項は蛍光グ�リーンで，一般�

事項は白で板書する。協同�学習では，生活班と学�

習班を兼ねた班を基盤に�し�ている。ペア活動では�

主にIntake Readingを中�心に，重要文�を意味�理解，�

構文理解を伴ったリピーテ�ィングで練習，定着さ�

せる取り組みを継続�し�ている。また，４人班で�は，�

ユニバーサ�ルデザ�イ�ン�の�
英語授業を�目指�し�て�

1�1�1�0�

1．は�じ�めに�

　本校は，昨年度より県�の拠点校・協力校授業改�

善プログラム事業「英語�によるコミュニケーショ�

ン�能�力�・�論�理�的�思�考�力�を�強�化�す�る�指�導�改�善�の�取�

組」の指定を受け，研究�に取り組んでいます。英�

語科の研究主題「自ら発�信できる生徒の育成～４�

技能を統合�し�た活動を通�し�て～」のもと，日ごろ�

実践�し�ていることの一部を紹介�させていただきま�

す。�

　�

2．授業実践につい�て�

題材名�

Program 6, Program 7, My Project 5

Toward My Future Dream　�―　�What I Have

Learned from My Work Experience　�―�

（1）�　�他教科との関連を�図った単元構成�

　本校の２年生は，総合�的な学習の時間の一環と�

し�て，９月下旬に３日間の職場�体験を実施�し�てい�

ます。市内の事業所でさ�まざまな仕事を体験する�

ことで，働くことの意義�や喜び，大変さなどを実�

感�し�，自分の将来についてじっ�くり考えるきっか�

けとなっています。�

　�Sunshine 2 の�Program 6， Program 7， My 

Project 5では職場体験，著名人の�生き方や考え方�

などを扱っており，自分�の夢について発表するこ�

とをねらいと�し�ています。９月から11月にかけて，�

ちょうどこれらの単元を�学習することもあり，生�

徒が職場体験をとお�し�て学んだことや考えた�こと，�

将来の夢や希望について�自分のことばで表現でき�

るようになる大きなチャ�ンスであると考え，この�

３つの単元を大単元と�し�て再構成�し�てみることに�

し�ま�し�た。�

　�

（2）�　�授業の実際�

　Program 6の�導�入時�に，大単�元�の学�習の�流�れと�

最終ゴールを生徒に提示�することで，生徒が毎時�

間の学習に目標と意欲を�持って臨むことができる�

ように�し�ま�し�た。自分が選んだ方法，自�分のこと�

ばで将来の夢について発表�するというゴールに向�

かって，いろいろな表現�（語句や文構造）�や他教科�

の学習で学んだ発表方法�（技術科のプ�レ�ゼン，�国語�

科�の�新�聞�の�書�き�方�な�ど�）�を�活�用�し�よ�う�と�す�る�主�体�

的な取り組みが見られま�し�た。�

　クラスを８つの班に分け�，�発表方法�（パワーポイ�

ン�ト�，ス�キ�ッ�ト�，ポ�ス�タ�ー，スピ�ー�チ�な�ど�）�を�決�

定。�その後，�原稿を作成�し�，�ALTのチェックとア�

ド�バイスを受けて完成させ�ま�し�た。個人の発表の�

めあてを達成できるよう，�十分な練習時間を確保�

し�ま�し�た。�

　発表会本番の流れは次の�とおりです。�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

3．成果と課題�

（1）�　�成果�

　発表の機会が各班４回ず�つあったことで，聞き�

手の反応を意識�し�て，より伝わりやすい�発表にな�

るよう工夫・改善�し�て次の発表に臨むことがで�き�

ま�し�た。受信する側も，目的意識�を持って，真剣�

なまなざ�し�で聞くことができており，生�徒による�

主体的な学び合いが見られ�ま�し�た。�

　�

（2）�　�課題�

　発表に対�し�ての質問の内容に深まりが�なかった�

ことから，�「聞く力」�の伸長が課題であることが�わ�

かりま�し�た。理解�し�たことについて自分の感想�や�

考えを伝えたり，考えを深�めるために質問�し�たり�

する力を育成することがで�きるよう，学習活動の�

工夫・改善に努めていきた�いと考えています。�
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1．�「座礼」で始まる授業�

2．�「めあて」の提示で始め�る授業�

3．�「３色チョーク」のある�授業�

4．�「はっきり，すっきり」�教え込む授業�

5．�「ペア・班学習」で学び�合う授業�

6．�「スパイラル」授業　�＋「繰り返�し�」学習�

7．�「ふりかえり」でまとめ�る授業�

8．�「立礼」で終わる授業�

協力�し�てタスクに取り組む活動を行�っている。た�

とえば，�関係代名詞whoを用いて，�有名人やキャラ�

クターを当てるなぞなぞの英�文を，班で４文作り，�

それをクラスで発表�し�て班対抗で競い合うなど，�

学習成果が形に現れる活動な�どである。�

　�

3．デジタル教科書とア�ナログ教材の併用�

　デジタル教科書の最大のメ�リッ�ト�は，�「今，�どこ�

をやっているのか」がだれに�でもわかることであ�

ろう。教科書内容を大きなス�クリーンに投影�し�，�

英文を音読に合わせてハイラ�イ�ト�させたり，絵や�

スクリプ�ト�を段階的に提示できるな�ど，まさ�し�く�

ユニバーサルデザイン的であ�る。その効率によっ�

て生まれた時間をほかの活動�に使うことにも役立�

つ。一方，履歴を残�し�たいときや提示の仕方をさ�

らに工夫�し�たい場合は，昔ながらの�アナログ的な�

Picture CardやFlash Cardが有効である。�Picture 

Cardは紙芝居的な提示の仕方や，�黒板に並べて提�

示�す�る�こ�と�で�ス�ト�ー�リ�ー�を�確�認�し�や�す�い。Flash 

Cardは任意に順番を入れかえたり，�部分的に隠�し�

たり，さらには逆さに�し�て提示�し�たりするなど，�

さまざまなバリエーションを�とることができ，授�

業のライブ感を高めるのに適�し�ている。�

　�

4．おわりに�

　文法導入の場面では，�「なぜそうなるのか？」�と�

いう認知文法の知見を活用�し�ている。前置詞の意�

味概念や，冠詞と複数形の組�み合わせによって意�

味�内�容�が�ど�の�よ�う�に�違�っ�て�く�る�か，willと�be 

going toの違い等々，�生徒と一緒に考え，�実際に使�

う練習を心がけている。�より深く文法を理解�し�，�使�

え�る�英�語�に�近�づ�け�る�こ�と�は�も�と�よ�り�，�新�た�な�興�味�・�

関心や柔軟な発想を引き出す�試みを行っている。�

　教室で多様な生徒が学び合�うことのメリッ�ト�は，�

「新たな発見」が生まれ，人�との「関わり力」が�

高まることであろう。今後も�，ユニバーサルデザ�

インの英語授業をさらに工夫�改善�し�ていきたい。�

私の授業実�践�

秋田県由利本荘市立本荘�南中学校教諭　�村上 雅美� 大阪府貝塚市立第二中学校指�導教諭　�山口 均�

・教室に４つのブースを設け�，�前半に４つの班�

が発表。�１回の発表時間を３分30秒と�し�，�こ�

れを４回くり返す。�ほかの４つの班は１班ず�

つブースを回って発表を聞�き，�感想や質問を�

英語で伝える�（後半は役割を交代する）�。�

・最後に全体で振り返りとま�とめをする。�

Teacher's Forum Teacher's Forum



　�Sunshine 1のPOWER-UP Readingは，教科書の�
内容だけで終わりにするの�はもったいない内容で�
す。�Reading 1「英語の掲示・標識など�」�やReading 
2「想像�し�ながら読んでみよう」�は生徒の想像力を�
豊かにする材料がたくさん�あります。本稿では，�
Reading 1の実践例とReading 2の実践例�（予定）�を�
紹介�し�たいと思います。�
1．Reading 1 英語の掲示・標識�など�
　POWER-UPのほかのシリーズでは，�新出単語の�
意�味�が�単�語�の�と�な�り�に�表�示�し�て�あ�り�ま�す�が，�
Readingに�は�表�示�し�て�あ�り�ま�せ�ん。最�初�に�新�出�単�
語の確認はせずに，設問を�②まで終わらせます。�
設問①，②はわからない単�語があっても既習単語�
を思い出�し�，�またhand，�step，�drinkなど日本語で�
もな�じ�みの深い単語が出ているの�で生徒も意味を�
推測�し�やすかったと思います。そ�れから以下のプ�
リン�ト�を使って新出単語の意味の�確認，練習を行�
います。�

1�2� 1�3�
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参考文献�
小�林　敏�彦�（�2008）�『英�語�の�看�板�を�読�も�う　見�て�わ�か�る�ボ�

キャ�ビ�ル』三修社�

3．おわりに�
　小学校外国語活動の影響か�，担当�し�ている１年�
生のListening力は高い�反面，�文字への苦手意識を�
持っている生徒が多いため，�ReadingとWritingの�
力�は�伸�び�悩�ん�で�い�ま�す。�し�か�し�Sunshine 1の�
Readingの�パ�ー�ト�は�生�徒�が�興�味�・�関�心�を�持�ち�や�す�
い内容が多く，教科書から発�展�し�て生徒にさまざ�
まな機会を与えることができ�るので，私自身も楽�
し�く教材研究を�し�ています。�

は，英語教師全員に持ってい�てもらいたい１冊だ。�

［A5判・216頁　定価　�本体2,200円＋税　発行：研究社］�

　�

『英語リーディ�ングテス�ト�の考え方と作り方�』�－教�

科書を活用�し�たテス�ト�のあり方を考える�

　リーディングのテス�ト�を作る際，�「教科書で一度�

読んだ英文をテス�ト�に出すべきでない」と�言われ�

ている。�し�か�し�，テス�ト�に出ないと知ったら，生�

徒は学習�し�なくなるのではないかと�現場の教師は�

心配する。そんな教師の懸念�に理論と実践の両面�

から答えてくれるのが『英語�リーディングテス�ト�

の考え方と作り方』である。�

　�「読んで理解する力」�は初見の文で�し�か測れない�

という。けれども私たち教師�は定期考査で「読ん�

で理解する力」�も測りたいが，�「本当に授業を理解�

できたのか」ということも確�認�し�たい。その２つ�

の目標を達成するために，本�書では�「既読の英文」�

に「初見の英文」を付け加え�てテス�ト�で使用する�

実践例や，教科書の原典など�を使用�し�てリーディ�

ングス�ト�ラテジーを応用する力を測�る出題例を紹�

介�し�ている。その他，本書に�は，リーディングの�

技能を測るさまざまな問題形�式や作問例も記載さ�

れており，作問をする際の参�考になる。�

　新学習指導要領を受け，私�たちは授業に「読ん�

だり聞いたり�し�たことを踏まえた言語活動�」を取�

り入れなければならないのだ�が，そのような言語�

活動の評価方法がわからず，�取り組みづらい現状�

がある。�その点，�本書にはRetellingやPresentation

という産出活動を行った際に�利用できる評価シー�

ト�例があり，指導と評価の一�体化が図りやすい。�

　本書に示されている，教科�書の本文を活用�し�た�

リーディングテス�ト�の作成例や評価シー�ト�を使っ�

た産出能力の評価は，実践で�すぐに活用できるよ�

うになっている。そ�し�て，それらのテス�ト�の背景�

にある学術的理論とデータは�，テス�ト�というもの�

の奥深さを示�し�ており，たいへん興味深い�著書と�

なっている。�

［A5判・220頁　定価　�本体2,200円＋税　発行：研究社］�

（東京都立両国高等学�校・附属中学校　主任教諭�

布村　�奈緒子）�

『英語で英語を読む�授業』�－英語教師のバイブル�

　最先端の研究から検証�し�てある前著の『英語リ�

ーディングの科学』を現場�の教師目線でわかりや�

すく�し�たものが『英語で英語を読�む授業』である。�

　本書は英語で授業を行っ�たことがない教師にも，�

英語による授業をより深め�たい教師にもすぐに実�

践で使える有用な著書とな�っている。�

　初めて英語で授業を行お�うと�し�ている教師は，�

まず序章「英語で英語を読�む授業」で日本語を介�

さず英語だけで文章を読む�ことが読解力を育成す�

るのにいかに有用であるか�を理解�し�，第２章に出�

てくる教室英語を授業に取�り入れることから始め�

るとよいだろう。その後，�第７章「実践編」を基�

に�し�て１単元分の授業を実践する�ことをおすすめ�

する。中学校用の指導案２�編と高等学校用の指導�

案２編が掲載されているの�で，勤務校に合ったも�

のを選択することが可能だ�。これらの指導案どお�

りに授業を行うと，言語活�動を豊富に取り入れた�

授業を４～６時間続けるこ�とになる。このような�

授業を行い続けると，いか�に生徒が活発に動き，�

自ら学ぶ姿勢を示すように�なるか，実感すること�

ができるだろう。�

　英語で授業は行っている�が，単調になって�し�ま�

い，バラエティに欠けて�し�まうという教師には，�

第５章「内容を英語で理解�する活動」および第６�

章「内容を理解�し�た後の活動」を読んで�いただき�

たい。内容を「理解する」�活動と「理解�し�た後」�

の活動の両者が示されてい�るので，インプッ�ト�さ�

れたものがいかに�し�てアウ�ト�プッ�ト�活動につなが�

るかイメージをつかむこと�ができる。�

　近年，発展的な活動と�し�てディベー�ト�が挙げら�

れることが多いが，ディベ�ー�ト�そのものを授業に�

導入するのはハー�ド�ルが高い。その点，第６章�に�

ある「ディベー�ト�につなげるクリティカ�ル・リー�

ディング」では「賛成・反�対」の意見を求める質�

問例や，�「理由」�を考えさせる質問例を挙�げ，教師�

の発問１つでクリティカル�な視点をリーディング�

に取り入れる方法を示�し�ており，実用的だ。�

　実践例を豊富に含み，か�つ簡潔になぜそのよう�

な授業が有用であるのか理�論も書かれている本書�

書�評�英語で英語を読む授業／英語�リ�ーデ�ィ�ン�グ�テ�ス�ト�の考�え�方�と�作�り�方�
卯城 祐司　編著�

　単語練習のあと，設問�③に移ります。長文を読�
むのがまだまだ苦手な生�徒が多いのが現状ですが，�
新出単語の確認も済み，�知っている単語も多く，�
「読んでみよう」という�気持ちがわいてきた生徒�
が多くいま�し�た。�
　最後に次のプリン�ト�
を使い，設問③の本文�
の精読を�し�ま�し�た。精�
読をすることで，英語�
が苦手な生徒も安心�し�
て内容を確認することが�できたようです。�
　次に４人グループを作�り，以下の「英語の看板�
を�読�も�う!!」と�い�う�プ�リ�ン�ト�に�取�り�組�ま�せ�ま�し�た。�
これは，同名の書籍より�７問の問題を引用�し�，作�
成�し�たものです。少�し�難�し�い内容や単語も入って�
いますが，教科書をとお�し�て看板や標識に興味を�
持った生徒が多く，協力�し�て取り組んでいたグル�

ープが多かったです。�
　また，知らない単語�
や既習単語の別の意味�
があることがわかった�
生徒の「へえ，そうな�
んだあ」という反応も�
大�き�く，�「知�ら�な�い�単�語�で�も�推�測し�て�読�ん�で�み�よ�
う」という気持ちが見えま�し�た。�
2．Reading 2 想像�し�ながら読んでみよ�う�
　Reading 1と同�じ�流れで，�設問②までを取り組ま�
せ，新出単語の確認まで終�えたら，生徒に設問と�
同�じ�ように問題を作らせる予定で�います。英作文�
の得意，不得意な生徒がい�ますので，以下のよう�
に①教科書同様の１枚の写�真で５文ほどの英語を�
書かせて選択肢を作らせる�，②４コマ漫画を作ら�
せて最後の部分を空欄にす�る，の２パターンを作�
っておきます。生徒がその�プリン�ト�での作業を終�
えたら，プリン�ト�を回収�し�て混ぜて配付�し�，クラ�
スの友だちが作った問題を�読み，最後の部分を考�
えさせます。この活動によ�って教科書だけでなく�
友だちの英作文を読むこと�に加え，生徒が苦手に�
感�じ�ている英作文の機会を作るこ�とができます。�

想像力を豊かにする活動�

教科書の特長を活かしたもう一工夫�

埼玉県朝霞市立朝霞第一中学校教諭�吉田 美紀 

〈表〉�

パターン①�

写真写真�写真�

イラスト�イラスト�

パターン②�

〈裏〉�



1�5�1�4�

投　�稿�

1．は�じ�めに�

　昨年４月から新�し�い学習指導要領が実施さ�れ，�

高校では各学校の実状に�応�じ�て，さまざまな取り�

組みがなされている。イ�ンターネッ�ト�やパソコン�

などの普及により，ます�ます国際化が進み，個人�

レ�ベルにおいても国際理解が重�要なことは言うま�

でもないであろう。本稿�では国際理解を深めるた�

めに私が取り組んできた�実践例をとりあげ，そこ�

から学んだことや課題を�報告�し�ていきたい。�

　新�し�い学習指導要領には，指�導目標と�し�て「文�

化理解」が明記され，教�材選定の観点と�し�ては以�

下のように「国際理解」�が明記されており，題材�

における国際理解の観点�はたいへん重要になって�

くる。�『高等学校学習指導要領解�説　外国語編』�（文�

部科学省　�2008）�の第４章の中の「第２�節　内容の�

取扱いに当たっての配慮�事項」には次の観点に留�

意するように書かれてい�る。�

（略）�

ウ　広い視野から�国際理解�を深め，�国際社会に生きる日�

本人と�し�ての自覚を高めるとともに，�国際協調の精�

神を養うのに役立つこと。� （太字筆者）�

（略）�

英語教育　Vol.66-2

愛媛県立松山南高等学校砥部�分校教諭　�大川 光基�

　配慮事項にあるように�，国際協調の精神を養う�

には世界の文化の価値や�多様性に気付かせ，人権�

や環境問題など，グロー�バルな問題を学ばせる題�

材が必要になってくる。�

　そこで，私が昨年度勤�務�し�た学校での授業実践�

の�一�部�を�報�告�す�る。教�科�書�は�開�隆�堂�の�ENGLISH 

NOW IIである。�

2．教科書による実�践�

　対象となる生徒の学力�は英検４級から３級程度�

である。対象生徒は高校�３年生の普通科15名で，�

事前に英語に関するアン�ケー�ト�を行ったが，大半�

の生徒は英語が好きでは�なく，どこか英語に対す�

る苦手意識があった。ゆ�えに英語学習に対する動�

機付けが必要であり，授業�の中で食べ物や世界の�

国々などのな�じ�みやすい内容のものにつ�いて�ピ�ク�

チャーカー�ド�を使用�し�たり，欧米人について説�明�

し�たり�し�た。�

　国際理解を深める実践授�業と�し�て，Lesson 11: 

Free the Childrenの�本�文�の�内�容�を�約�３�時�間�か�け�

て扱い，国際理解を深める�ための授業を行った。�

ちょうど同�じ�時期にアメリカの小学生が�銃殺され�

た事件があったので，この�事件を児童の人権と関�

連させて紹介�し�た。この�レ�ッスンでは国際的に活�

躍するフリー・ザ・チル�ド�レ�ンの創設の経緯が述�

べられている。その概要は�以下のとおりである。�

この組織の代表であるク�レ�イグ・キールバーガー�

は新聞のマンガ欄でパキス�タンの12歳の少年が親�

の借金を払うために過重な�労働を強いられ，児童�

労働に反対する意見を述べ�たために殺害されたと�

いう記事を読み，子どもの�ことは子どもで考えて�

助け合うという考えで，フ�リー・ザ・チル�ド�レ�ン�

を創設�し�たというものである。�

3．実践結果と反省�

　2012年の12月11日，14日�，18日の３時間を使い，�

高校３年生の普通科15名を�対象に上記の教科書題�

材を用いた授業を実施�し�た。初めに補助プリン�ト�

で新出単語や重要な英文を�学習させ，それから英�

文の意味を考えさせ，本文�に関する情報を生徒に�

与えながら進めた。最後に�本文に関する質問を�し�

て内容を確認�し�，アンケー�ト�を実施�し�た。結果は�

以下のとおりであった。�

アンケー�ト�5（とても）�　�4（少�し�）�　�3（どちらでもない）�

　　　　　�2（あまり）�　�1（いいえ）�

Q1．�この題材を読んで，�児童労働から児童の人権を守ろ�

うとする組織に興味がわきま�し�たか。�

　　　�5…3人�（20％）�　�4…6人�（40％）�　�3…3人�（20％）�　�

　　　�2…3人�（20％）�　�1…0人�（0％）�

Q2．�この題材を学習�し�て，�さまざまな文化の理解が深ま�

りま�し�たか。�

　　　�5…3人�（20％）�　�4…5人�（33％）�　�3…5人�（33％）�　�

　　　�2…2人�（13％）�　�1…0人�（0％）�

Q3．この題材を読んで国�際理解が深まりま�し�たか。�

　　　�5…3人�（20％）�　�4…5人�（33％）�　�3…5人�（33％）�　�

　　　�2…2人�（13％）�　�1…0人�（0％）�

Q4．�この題材を読んでもっと国際理解を深め�たいと思い�

ま�し�たか。�

　　　�5…3人�（20％）�　�4…6人�（40％）�　�3…3人�（20％）�　�

　　　�2…1人�（7％）�　�1…2人�（13％）�

　�＊小数点以下を四捨�五入�

　Q1.�か�ら�６割�の�生徒�が児�童�の人�権�を守�る�組織�に�

興味を持ったようである。�２割の生徒はどちらで�

もなく，大半の生徒は何ら�かの興味を持ったよう�

であ�る。Q2.�から�約�半数�の�生徒�が�こ�の題�材�の学�習�

を通�じ�て，文化の理解が深まった�ようであるが，�

約３割はどちらとも言えな�いという感想であった。�

Q3.�に�つ�いて�は，約�半数�が�国際�理�解�が深�ま�った�よ�

うである。生徒にとって，�児童労働については興�

味があるものの，その世界�的な組織は知らないよ�

うであった。約３割がどち�らでもないと答えたこ�

とからわかるように国際理�解を深めるための学習�

が今�後�の課�題�であ�る。Q4.�では�６�割�が肯�定�的な�答�

えを示�し�た。今回の実践によって�半数以上が興味�

を持ち，もっと国際的なこ�とを知りたいという気�

持ちになったことから，今�後も生徒の意欲を高め，�

よりよい教材開発をする必�要があるだろう。�

　生徒の感想や授業中の態�度からわかったことは，�

貧�し�い国での児童の劣悪な状況を�知ることにより，�

改めて日本での恵まれた環�境に気付いた生徒がい�

たということである。やは�り世界的な視点で物事�

を考えさせることが必要だ�と感�じ�た。以下が生徒�

の感想である。�

［生徒の感想］�

・小さい子どもが働いてい�ることを改めて知るこ�

とができま�し�た。でもかわいそうな気�が�し�てな�

りません。�

・日本では家がない人はそ�ういません。ま�し�てや�

子どもでは考えられませ�んで�し�た。でも外国で�

はそういう子どもたちがい�るんだなと思い，悲�

し�くなったのと同時に，自�分がいかに恵まれて�

いるかを知ることができま�し�た。�

・まず日本では考えられない�ようなことだと思い�

ま�し�た。日本では貧�し�いからといって，人を売�

り買いすることは現在，あ�りえないことです。�

そんなことがふつうに起こ�っているということ�

は，それだけ生活に苦�し�んでいて困っていると�

いうことだと思いま�し�た。１日でも早く平和な�

世界になってほ�し�いです。�

・子どもたちのために今の大�人がよりよい未来を�

つくってあげるべきだと思�った。�

4．さらに国際理解を深�めるために�

　昨�年�の�４�月�か�ら�使�用�さ�れ�て�い�る�ENGLISH 

NOW English Communication I は題材が�豊富で多�

様なテーマが扱われており，�国際理解を深めるの�

に有益な教科書と言える。次�の例では身近な日本�

語から国際理解を深めること�が可能になっている。�

①Lesson 5: Kawaii
②Lesson 9: Mottainai
③Reading 2: The Story of Wangari Maathai

　①の内容は日本の有�名な歌手グループやアニメ�

の普及により，�「カワイイ」�ということばが世界に�

広まって，�「カワイイ」�という文化が世界の多くの�

人々にも浸透�し�ている例をあげている。キャ�ラク�

ター，弁当，日本の女�子生徒の制服などをあげて�

いるのが興味深い。�

　②は「もったいない�」とうことばに含まれるい�

ろいろな意味を説明�し�，ノーベル平和賞を受賞�し�

たマータイさんがこの�ことばに感動�し�，世界にこ�

のことばを広めたこと�を述べている。�

　③はそのワンガリ・�マータイさんがケニアで緑�

化運動を始めるように�なった経緯を説明�し�，�「もっ�

たいない」という日本�語に共感をおぼえるように�

なった理由を読みとら�せる物語になっている。ま�

た，環境破壊が世界じ�ゅうで問題になっている現�

代において，国際的な�視点で環境を守る大切さを�

指導することも可能で�あろう。�

～高等学校教科書� から～�ENGLISH NOWⅡ�

国際理解を深める指導�
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　2016年度学習指導要領�改訂へ。外国語活動は小�

学校５年生から３年生に�前倒�しし�，�5，�6　�年生は教�

科に格上げする。中学校�の英語は英語で行うこと�

を基本とする。�

　国も本気で国際的に活�躍できる人材の育成を目�

指す気になったか。小・�中連携も含め，今回の改�

訂は中学英語にかなりの�変化をもたら�し�そうだ。�

　このような改革が真に�実を結ぶかどうかは，偏�

に英語教師一人ひとりの�授業改善への努力による�

ところが大きい。そこで�，筆者なりに思う中学校�

英語の授業改善方策をい�くつか提言�し�てみたい。�

　�

1．どんな生徒を育�てたいのか�
　現在，英語の免許を持�っていない小学校の教師�

が英語を使ってコミュニ�ケーションを取ろうと必�

死に取り組み，児童らは�英語の活動に親�し�み，片�

言ながらの英語を身に付�けて中学校に入ってくる。�

この流れをどう生かすか�中学校教師の腕の見せ所�

である。�

　ところで，中学校で英�語が壊れた生徒は，高校�

では修復が難�し�い。それほどまでに中�学校の英語�

教育は重大であり，子ど�もに最大の影響力を持っ�

ていると感�じ�ている。であるから，本�気で英語好�

きを育ててほ�し�い。�「これまで時間数が少�なく，�そ�

こまで十分できなかった�が，これからは見ていて�

ほ�し�い」という心強いことばも�中学校教師から聞�

けた。教師が心から英語�を楽�し�んで授業をすれば�

生徒も英語を好きになる�だろう。�「英語で授業を」�

もその１つだ。�

　英語は受験教科にすぎ�ない，と割り切って高校�

へ入学�し�てくる生徒が非常に多い。大�学入試が終�

わったら，もう英語など�おさらばだ。本当は，そ�

れからが地球規模で生き�る日本人と�し�ての英語コ�

ミュニケーション力へと�発展�し�ていかなければな�

らないのだが。彼らの心�はもはや英語への情熱が�

再燃�し�ないほどに冷え切って�し�まっている。今こ�

そ中・高英語教師は，自�己の英語教育コンセプ�ト�

を�し�っかりと問い直�し�たい。�

　�

2．生徒は生徒の中�でこそ育つ�
　英語教育で人間を育て�たい。そう考えると，教�

師対生徒という狭い考え�方から，生徒一人ひとり�

が生徒集団の中で育つとい�う考え方に立った授業�

を展開�し�たい。教師はあくまでも�そのための仕掛�

けを用意�し�，活動を活性化�し�，評価�し�，刺激を与�

え，流れを適切に修正�し�つつ，ゴールへ導く。�生�

徒たちは友人に教えてもら�ったり，教えたり，ま�

た，お互いの考えを英語で�交換することで，英語�

学力も人間関係も極めて大�きな伸びを見せる。現�

在の中学生は人間関係構築�力が弱いと言われる。�

英語教育でもこのことを真�剣に考えたい。�「生徒ど�

う�し�が中�心�（�interdependent）�へ」が�これ�から�の方�

向ではないか。そこから生�徒による，生徒どう�し�

の気付きを導く指導も生ま�れる。それは学力の定�

着に最も大きな力を持つ。�

　�

3．読みの指導は談�話分析を�し�っかりと�
　中学校の授業を見ていて�，気になるのが読解授�

業の流れだ。教材研究時の�談話分析が甘いためか，�

長文の立体的な内容把握へ�と導けていない。�ト�ッ�

プダウンのアプローチで概�略をつかませ，ボ�ト�ム�

アップで教材回帰�し�ながら英文そのものを大切�に�

読み込む。パラグラフごと�に�ト�ピ�ックセンテンス�

をつかみ，�パラグラフの関係を把握さ�せる。�vivid 

imageを描けているか，�行間を読めているか，�サマ�

リーや読後の感想や意見が�言えるのか等々にもっ�

と腐心�し�たい。�「英語で授業を」�も，その中で数々�

の手法が見えてくる。�

　�

4．基本文法は使え�るまで定着を見届けて�
　form-meaning-functionで�押�さ�え�る�文�法�指�導�が�

はやっている。英語のイン�プッ�ト�で「使う場面」�

を印象的に導入�し�，三位一体で構文に迫�っていく。�

だが，現実はそれだけでは�なかなか定着�し�ない。�

そこで，帯学習を設定�し�て，スパイラルに使用�機�

会を増やす取り組みがなさ�れている。さらに徹底�

し�たいものだ。高校から聞�こえてくるのが，基礎�

文法の定着が悪いという声�である。中学校教師へ�

の応援メッセージと受け取�りたい。�

（鹿児島純心女子短期大学教�授　有馬　�義秀）�

英�語�教�育�時�評�

投稿�を�歓迎�し�ま�す�

　英語教育に関する問題提起，実践報告�，研究などの�
投稿をお待ち�し�ております。掲載号につきま�し�ては，�
原稿到着時に決めさせていただきます。�規定は以下の�
とおりです。ご不明の点は編集部までお�問い合わせく�
ださい。�
　①　�2�2�字詰×7�2�行以内�（本文分量）�
　②　�二重投稿はご遠慮ください。�
　③　�採用分には薄謝を進呈いた�し�ます。�

改革の波の中で�
－中学校英語教師への提言－�


