
前時の実態把握に基づいた、個に応じた指導・援助の例資料⑤

１ の生徒への指導例□

◇自分の言いたい内容が言え，満足して活動できたＧ男

《様相》理解力が低く，既習事項が定着していない。一方意欲は旺盛であり，学

習内容が理解できれば積極的に取り組むことができる。

Ｇ男なりの願いを形にする■

「野Ｇ男は レストランについて話そうとしていた。個人練習の際に質問をしてきてA
菜にチーズをかける，って何て言うんですか？ 「サラダのドレッシングが和風とかイ」

と，話したい内容は膨らむ一方タリアンとか色々ある，って言いたいんやけど・・・」

You canだがどうやって表現するか全く分からない，という混乱状態であった。そこで“

“ ”という表現を教え，ワークシートにメモput cheese on salada. You can choose salada sauce.”

させた。

「Ｇ男君，サラダのチーズとかソースのことで言えなくて困“ ”の際にはSharing Time
と全体の場でその意ってたけど，もう大丈夫やね。ペアでは自信もって言えてたよ 」。

欲を価値付けた。また‘ ’では，Ａ子の発表を受け “ ”Sharing Time First...Second...Third...，

の所で指を折るジェスチャーをすることを全体練習し、Ｇ男もできていることを確認し

た。それにより，スクランブル練習の序盤の段階では、Ｇ男もこの観点を満足できてい

た。

手元のメモを頼りに“For example,・・・”■

‘ ’では例の言い方も全体練習したのだが，スクランブル中盤ではまだこSharing Time
。の点が満足できていなかった

★これで「例」が言えるよ！ 全体練習をしても，板書して

も，依然としてできないＧ男For example, , , and so on.
のような生徒には，あらかじ

め左のようなメモを数枚印刷して用意しておき と渡した。こ，「これを使ってこらん」

のことは、前単元での私のＨ男への関わり方として、ただ声をかけただけでＨ男が理解

した、と解釈してしまい、その結果、実際にはＨ男には「できた」という満足感は残ら

なかった、という反省に基づいている。

For example, Japanese sauce, Italianこのメモを頼りにＧ男はスクランブル終盤で“

”の１文を加えることができた。全体でいくら練習しても使えなかったsauce, and so on.
“ ”だが，自分の手元にメモがあることでようやくその使い方が分かったよFor example
うである。

最終的にＧ男は班内コンペでは６観点全てを満足することができた。最後の反省では

「やさいにチーズをかけるというところと、ジェスチャーや例を入れることをがんばり

と書いた。ここからも，授業の最初で自分の言いたい内容が言えたことが，Ｇました」

男にとって本時へのやる気になったととらえている。



２ の生徒への指導例－１□

全体にうった手だてが利き，一歩一歩力を付けていったＦ子◇

《様相》理解力があるが内向的で目立つことが好きでなく，何事も自信をもって取

り組むことができない。

Ｆ子の１時間の学び■

。 。Ｆ子は瑞浪カレー店を選んでいた 前回は①順序⑤ジェスチャーのみが○であった

You個人練習の際に と質問してきたので「 。」ご飯の量が選べるって何で言うんですか “

”とアドバイスし，本時，自分の話す内容を固めてペア練習に入ってcan chose rice size.
いった。

その後 ‘ ’で例の入れ方を練習した直後のスクランブルでは，自分で考， Sharing Time
えて“ ”と言うことができていた。全体練習が有効For example, big rice, small rice, and so on.
に働いている。中盤では，これも全体練習をした⑤ジェスチャーと⑥ＯＫ？ができてい

「中間よりもすごく伸びたので，ワークシートの中間振り返り欄に赤ペンで○をうち，

と誉め，自信をもたせるようにした。てきているね！」

最終的にはＦ子も班内コンペで６観点全てに○をもらうことができた。最後の振り

「強調したい所をゆっくり分かりやすく言ったり，例も入れたりして，前より返りでは

と書いている。説得力のあるスピ ーチができました」

Ｆ子の成長を促したもの■

Ｆ子に対しては、最初の個人練習の際の質問に答えただけで、個別の指導は行ってい

ない ‘ ’での全体練習や 「中間のふり返り」など、全体に対してうった手。 、Sharing Time
だてから１つ１つねらいに迫っていけた生徒である。声も小さく，内気な性格であるこ

とから、前時の活動では恥ずかしさもあり、思い切って活動ができなかったのが、本時

に至ってやっと力を発揮できたのかも知れない。前時、本時、と段階的に指導計画を組

んだことで、Ｆ子も「コミュニケーションを楽しむ」段階まで成長することができたと

捉えている。最後の感想にも書いているように、本時の学習を通して「相手に分かりや

すいスピーチ」というものを意識できたことはＦ子にとって大きな伸びであった。

２ の生徒への指導例－２□

独創的で大胆な発想を生かし，活躍できたＤ男◇

《様相》自己表現活動では，示されたワードバンク等には興味を示さず，自分の

言いたい内容が先走り，英語にできなくてつまずいてしまうことが多い

一方，活動意欲は旺盛で，ムードメーカーでもある。

ワードバンクの文を自己表現に利用する力を獲得■

「ＭＳバーガーは素材にこだわりがあり，無農薬野菜を使ったりして前時のＤ男は，

など 《様相》に記したような状お客さんの健康を考えている，って言いたい・・・」 ，

況で行き詰まってしまって，①順序③キメの２つしか○がつかなかった。



「チャーシューが大きくて美味本時では「ラーラー亭」を選び，まず個人練習の際に

と質問してきた “チャーシュー ”と言うい，は何て言うんですか 」， 。 is big and very juicy.
ことにしたが，さらに，前時でも言えなかった が「野菜をたくさん使っていて健康的」

「 We use. . . ”に続けてごらん 『健康的』はワード分からないようだった。そこで “ 。

Weバンクのここに載っているよ 」。 とプリントに印を付けさせた。これを頼りにして“

”という文を自分で付け加えることができた。use a lot of vegetables. Very healthy!

Ｄ男の挙手から深まったコミュニケーション■

しかし，ペアでＩ男と練習した時に，かなり時間がかかっていたのが気になった。

‘ で と質問すると，ＤSharing Time’ ，「何か困ったことや言えなかった表現はない？」

「僕は“ I want to talk about ラーラー亭”と言ったんだけど、Ｉ男は挙手をして

男君はラーラー亭を知らなかったので，その後で長所を言っても何のことかピンと来な

と発言した。こういかったみたいで，よく会話が通じなかったみたいで困りました 」。

う率直な発言ができる点がＤ男のもつ良さである。活動に先だっては，生徒達の誰もが

知っているだろう店を４つ示し，基本的にはこの中から選択させたが，それ以外にも自

分がお薦めの店を選んでもよいことにしてあった （結果的にはほぼ半数の生徒が４つ。

以外の店であった！）そのため，Ｄ男のような壁に突き当たった生徒は他にも数名いた

ようである。全体で交流した結果 “ ラーラー亭”の後に、それは何の， I want to talk about
It's a Chinese noodle店なのかを１文付け加えようということになり，例えばＤ男は“

”を入れれば良い，という結論になった。その後のスクランブルでは数名の生restaurant.
徒がこれを生かして“ “ ”などの付け加えをするこIt's an Italian cafe. It's a family restaurant.”

とができ，対話が円滑になっていったようである。

「あれも言いたい 「これも言いたい」という意欲ばかりが膨らんで，実際の英語表」

現とのギャップでつまずいてしまうことも多かったＤ男だが，本時では，彼の良さを全

体の場で生かすことができたと考えている。また、班内コンペでは６観点中５つに○を

もらい と，「日本語訳 をする のでは なく，頭 の中で やろう とすることができました 」。

書いている。自分の言いたい内容を、既習の英語表現とどう結び付けるか、という点に

ついて、何らかのコツをつかめた、本時のＤ男であった。

３ の生徒への指導例－２□
◇本時、容易に課題を達成することが予想される９名の生徒

このような生徒に対しては６観点を満足した上で、さらなる目標を与えることを

試みた。その際、次のことに留意した。

○話す内容を複雑にすると、聞き手との間に落差が生じ、伝わらなくなってしまう恐

れがあるので、いかに「相手に伝わりやすく、より説得力のある話し方ができるか」

という点で高めさせる。

○「自分はさらに次の目標に向かって頑張る」という主体的な姿勢を引き出させる。そ

こで、次のようなカードを用意し、スクランブルの予定時間の３分の１ほど経過した

時点で全体を止め 「６つとも満足できてきたという人は、黒板にこのカードを貼っ、

ておくので、これを見てさらに自分のスピーチをバージョンアップしよう ｣と投げか!
けた。



★ ！６つのポイントがそろそろ完璧になってきた君へ

○相手により分かりやすくするため、さらに間を取って話してみよう。
．． ．．．．．

○相手に簡単な質問をしてみよう。

Do you like Yes! That's good!ステーキ？－ －

No ! Really? is delicious. Please try.－ － ステーキ

○キーワードをより強調し、インパクトのある話し方をしてみよう。
．．

○文の後に をさりげなく付けるとカッコイイよ！I think
I think.例）Mizunami 1 Ban is No. 1,

カードを取りに来たのは多いクラスでも５～６名だったが、見に来た生徒も含めると

「１つ１つをはっきりゆっくり言うことが平均約１０名ほどであった。そのうちＪ子は

できた。ジェスチャーでは I want～やFirst～Second～のところで相手に見やすく、

と書いており、前時に比べて「いかにしてゆっくり強調して言うことに気を付けた 」。

相手にとって分かりやすく話すか」ということに意識を強くもてたことが伺える。Ｉ男

「自分の出店する店について知っているかどうかをまず相手に質問して、確かめてかは

と書いている。参観者によると“・・・ ”も数名の生徒ら話すことができた 」。 I think.
が使っていたようである。

このように、これらの生徒にも、このカードの手だてによってさらなる目標をもたせ

ることができた。


