
事 例 中学校 外国語科（英語）第３学年 

Lesson ５ Show and Tell  (NEW  CROWN  ENGLISH  SERIES ３) 

テーマ 「まとまりのある英文を聞き手が興味をもてるように分かりやすく話す

力を付けるための単元指導計画及び指導方法の工夫改善」 
授 業 改

善 の ポ

イント 

・付けたい力を確実に定着させるための単元導計画や単位時間の指導過程の工夫改善  

・表現内容を豊かにして仲間に伝え合うことができる言語活動の工夫改善 

・評価を生かした指導・援助の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

 学習状況の把握  

【評価規準】（単元レベル）本単元（第３学年 Lesson5 Show and Tell）第 1時診断テスト 

観

点 
コミュニケーション

への関心・意欲・態度 
表現の能力 理解の能力 

言語や文化につ

いての知識・理解 

評

価

規

準 

（言語活動への取組） 
①間違いを恐れず、絵

について分かるこ

とや自分の考えを

積極的に話そうと

している。 
（コミュニケーショ

ンの継続） 
②聞き手の理解を確

かめて話そうとし

ている。 

（正確な発話） 
①強勢やイントネーションを

意識して、絵が示している

内容が正しく伝わるように

話すことができる。 
 
（適切な発話） 
②聞き手の理解に応じて分か

りやすく言い換え、話すこ

とができる。 

（正確な聞き取

り） 
※今回の診断テ

ストでは生徒が

話し手であるた

め評価を行なわ

ない。 
（適切な聞き取

り） 
①教師の問い返

しに対して、適

切に応じるこ

とができる。 

（言語について

の知識） 
①現在・現在進行

形の文や、 
Look. This is 
~.等の絵を指

し示すときの

表現を理解し

ている。 

【把握方法】 
 本単元における付けたい力は、「絵や数字が意味している情報に自分の考えを加えて話し、聞き手

（ここではＡＬＴと教師）の理解を確認したり、理解に応じて話したりすることができる力」である。

本単元における言語活動は、第１学年 Lesson８ ‘They are Partners’で行った言語活動を発展させた

ものであることから、第１学年 Lesson８の評価規準に修正を加えて、上記の評価規準を設定した。

これらの評価規準に基づいて、本単元の第１時に学習状況を診断するスピーキングテストを実施する。 

 学習状況の結果と分析  

上記の方法に基づいて把握した個々の結果を分析し、学級全体の状況をグラフ化すると次のよ

うである。                                                                                                

【結果】                      

コミュニケーションへの関心・意欲・態度 

全体的には、３４人学級のうち、８２％（２８人）

が、“OK?”と尋ねたり、語句を繰り返したりして、

聞き手の理解を確かめようとしていた。よって、「お

おむね満足できる」状況と判断される。 
この学級には、毎単元、言語材料の知識・理解で

「努力を要する」状況と判断される生徒が３人いる。

しかし、彼らは、絵を指しながら “This dog name 
Cynthia, service dog,very important,O.K?” 
“Cynthia helping Mr.Kimura don’t move,O.K?”の
ように、文法の正確さはないが、key words を使っ 
て積極的に聞き手（教師）に伝えようと意識して取

り組んだ。 

表現の能力 

正確な発話の観点では、５３％の生徒が強勢やイントネーションを意識して、内容が正しく伝わる

ように話すことができた。しかし、言いたいことを正しい文型で表現することができない生徒は、強
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勢やイントネーションを意識して話すことも難しかった。 
適切な発話の観点では、５５％の生徒が “It’s a service dog.”と言った後で、教師が“A service dog?”

と聞き返してみたところ、 “Cynthia helps Mr. Kimura every day .”のように具体的に話すことで分

かりやすく言い換えて話すことができた。 

理解の能力 

適切な聞き取りの観点では、生徒が、教師からの質問を理解して適切に応じることができるかをみ

るために、例えば “Is Cynthia good friends with Mr.Kimura? ” と質問した。その際、 “Yes.” 
“Partner.” “He lives with Cynthia.” などと答え、５９％の生徒が適切に応じることができていた。 

言語についての知識・理解 

絵の中で、「犬が～している。」ということを表現するとき、“Cynthia carrying a telephone. Cynthia 
helping Mr.Kmura.”というように be動詞を落として話す生徒が１２名いた。動詞を‘~ing’形にすると

いう知識はあるが、正確な知識としては身に付いていないと判定した。3 年生では、この先、現在分

詞や過去分詞の後置修飾の文型を学ぶため、これらの生徒には現在進行形の正しい知識について指導

した。 
また、絵を指して話すとき “Look at this picture. This is ~” という出だしの言葉が出てこない生

徒が２名いた。しかし、教師が助言した後は “Look at this dog. This is Mr.Kimura.”のように説明す

ることができた。その結果、全員の生徒が「おおむね満足できる」状況を実現することができた。 
【分析】 

「表現の能力（話すこと）」の観点において、「おおむね満足できる」状況を実現することができな

かった原因を次のように分析した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 授業改善へ  

 
２ 分析に基づく授業改善 
（１）授業改善の方針 

  以上のような結果分析を踏まえ、まとまりのある英文をより分かりやすく話す力を付けるため、以

下の具体的事項をもとに授業改善を考えた。 

【実践単元】第３学年 Lesson５“Show and Tell”  (NEW CROWN ENGLISH SERIES 3) 全 12時間 
【重点とする指導事項】 

「話すこと」（イ）自分の考えや気持ちなどが聞き手に正しく伝わるように話すこと 
【単元の指導目標】 

日本の伝統文化の魅力を伝えるために、目的・用途・特徴や自分の体験・考えを述べ、大切なとこ

ろを強調したり、聞き手の理解に応じて適切な表現で言い換えたりしながら、聞き手に正しく伝わる

よう話すことができる。 
【具体的な言語活動】 

①指導計画の面から 
   単元の終末でまとまりのある英文を分かりやすく話す力を確実に身に付けるためには、終末

の活動に向けての段階的な指導が必要である。単元の指導目標を明確にして言語活動を位置付

けたり、指導目標を達成するために繰り返し指導が行えるよう各単位時間に役割をもたせたり

する単元構成の工夫が十分ではなかった。 
②言語活動の面から 
  ペア対話の言語活動として１分間対話などの「帯活動」を継続的に行ってきた。また、「話す

こと」に重点を置いて指導する単元においては、言語活動として意見交換やスピーチに積極的

に取り組んできた。 
しかし、話し手が聞き手の理解を確認しながら話したり、聞き手の状況を考えながらまとま

りのある内容を伝えたりすることに重点を置いた言語活動には十分に取り組めていない。 
③指導方法の面から 
  表現したい内容がまとまらない生徒や、伝えたいことがらをどのような英語で表現したらよ

いのか分からない生徒への指導・援助が不十分であった。それは、ペアやグループで活動する

とき、教室の机列のままで行ってしまい、生徒同士が学び合えるような学習形態の工夫に欠け

ていたからであった。つまずきのある生徒に仲間の表現から学ぶような機会が十分ではなかっ

たといえる。 



 “Show and Tell ”  
日本の伝統文化である絵や具体物を指しながら、目的・用途・特徴や自分の体験・考えを述べ、聞

き手の理解を確かめたり、質問をしたりして対話しながらスピーチする活動                     

 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
（２）改善の具体的方途と実践 

① 付けたい力を確実に定着させるための単元指導計画や単位時間の指導過程の工夫改善  

ア 単元の指導計画や単位時間の指導過程に、教科書で学ぶ内容を発展させながら、中心となる

言語活動へ課題意識が持続し、課題が解決されるためのサイクルを位置付ける。 

   以下は、本校の基本的な単元構成のパターンである。 

Plan（課題の生みだし・確認）→ Do（活動１） → See（中間評価） → Improve 
（課題達成への改善）→ Do（活動２） → See（最終評価と伸びの自覚） 

従前の指導計画では、前半の Do（活動１）において教科書で学んだ内容の“Show and Tell ”
を行っていたものの、中心となる活動における課題を生徒が意識しておらず、各単位時間の役割

も不明確であった。したがって、単元後半の Do（活動２）へのつながりに弱さがあった。そこ

で、これまでの指導計画を、前述のアの視点から以下のように改善を図った。 
・ Do（活動１）において、教科書で学んだ内容について聞き手を意識した“Show and Tell ”

を行い、言語活動の仕方を学ぶ。 
・ Do（活動１）の各単位時間のねらいを明確にし、単元で付けたい力を段階的に身に付ける

ことができるようにする。 
・ Improveで、日本伝統文化の１つ「招き猫の紹介」を取り上げ、単元の前半で学んだ学び

方を生かした言語活動を行い、仲間との交流を通して表現内容や話し方などを学ぶ。 

・ Do（活動２）では、今までに身に付けてきた力を発揮し、一人一人の生徒が自分のお薦め

の日本文化の魅力を仲間やＡＬＴへ紹介していく言語活動を行う。 

    実際に行った単元の構成は以下のようである。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このサイクルにより、単元の前半から付けたい力を段階的・継続的に身に付けることができる

ようになった。また、仲間の発表を視聴し自分の発表と比べることで、表現の内容や方法の改善

  
① 付けたい力を確実に定着させるための単元指導計画や単位時間の指導過程の工夫改善 

ア 単元の指導計画や単位時間の指導過程に、教科書で学ぶ内容を発展させながら、中心と

なる言語活動へ課題意識が持続し、課題が解決されるためのサイクルを位置付ける。 

イ 仲間のモデル提示や仲間との学び合いの活動を位置付ける。 

② 表現内容や話し方を工夫して仲間に伝え合うことができる言語活動の工夫改善 

ア 「帯活動」で行う言語活動を工夫改善する。 

イ “Show and Tell ”の言語活動を聞き手と相互のやりとりを楽しむことができる活動に改善

する。 

③ 評価を生かした指導・援助の工夫 

  ア 前時までの評価を基にして、ペアやグループを編成するなど学習形態を工夫する。 

  イ 評価シートを工夫するとともに、評価を基にした個に応じたきめ細かな指導・援助を行う。 

＜指導改善のポイント＞ 
 

サイクル 時間 主な言語活動 

Plan 第１～４時 単元で付けたい力の診断テスト 
教師のモデル提示から付けたい力の理解 
単元を通して行う「帯活動」の理解と運用 
言語材料の理解と運用 

Do 1 第５・６時 教科書内容理解と音読練習 

See 1 
Improve 

第７時 
 

教科書の学習「招き猫」についての紹介文作成と交流 
交流後の学び合い（表現内容や話し方についての振り返り） 

第８～１０時 日本の伝統文化の魅力の紹介文作成と話す練習 Do 2 
 
  

第１１時 中間交流会 
交流を通した表現内容や話し方の学び合い 

See ２ 第１２時 全体発表会（パフォーマンステスト）と単元全体の振り返り 

 



点を、自分の課題としてより強く意識して学習に取り組むことができるようになった。 

（資料１：「単元の指導と評価の計画案」 資料３：「単元指導計画改善の具体」 資料４：「単

元指導計画」参照） 

イ 仲間のモデル提示や仲間との学び合いの活動を位置付ける。 

単位時間において、仲間との学び合いを位置付けることで、表現の内容や方法の改善点を自分

の課題としてより強く意識することができる。さらに、その改善点をより多くの生徒が確実に意

識できるように、仲間のモデル提示を行い、具体的な例で示すことが大切である。 

    したがって、中間全体発表会においてモデル提示を明確に示すことで、生徒はその後の活動に

課題意識をもって取り組むことができ、ねらいの達成により近づくことができると考えた。 

（資料４：「単位時間内の指導過程に位置付けたサイクル」参照） 

② 表現内容や話し方を工夫して仲間に伝え合うことができる言語活動の工夫改善 

ア 「帯活動」で行う言語活動を工夫改善する。 

生徒はペアになり、話し手が絵や物について、具体物を指して、自分の考えを交えたまとまり

のある内容で聞き手に紹介する。その際、話し手は聞き手の理解を確認したり、聞き手に質問し

たり、聞き手からの質問に応じたりして話すという活動を考えた。 

本来のねらいは話し手の話し方を鍛えることにあるが、対話活動であることから、聞き手の側

にも補助的な指導を与えることにした。具体的には、活動を通して、話し手が紹介する内容に関

して短い言葉で相づちをうつなどして関心を示したり、話されている内容を理解するためにさら

に質問したりして対話する方法である。このように聞き手を育てることが、本単元の“Show and 
Tell”の活動で目指す話し手の姿を育てることにつながると考えた。 

また、「帯活動」を行う際に、以下のような手だても行った。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   そして、毎時間の帯活動で使用する評価シートを集めて、教師は朱筆を入れて生徒に返却し、自

己評価や教師による評価を次時への評価に生かしていけるよう指導を行った。    

（資料５：「帯活動」評価シート 資料６：「帯活動の指導の具体例」参照） 

  イ “Show and Tell”の言語活動を聞き手と相互のやりとりを楽しむことができる活動に改善する。 

    第１学年 Lesson８‘They are Partners’で行った“Show and Tell”では、絵について分かる事実

を指しながら話す活動を行った。そして、自分の考えや思いを形容詞や動詞等で表現することを

指導した。したがって、この言語活動は、話す内容をより詳しく話すことに重点を置いた活動で

あった。 
    第３学年のこの時期になると、語彙や表現内容や話す量が豊富になり、まとまりのある内容で

英文を話す力を身に付けている生徒が増えてくる。しかし、このような生徒であっても、聞き手

を意識して内容が正しく伝わるように話すという点は課題である。 
こうした課題を解決するために、「分かりやすく伝える」ことは、聞き手が理解しているかど

うかがポイントであるということを「帯活動」や「本時のねらいにかかわった話す活動」におい

て常に意識できるように、言語活動を工夫する必要があると考えた。 
    そこで、常に話し手が聞き手を意識して分かりやすく説明するためは、聞き手に確認する言葉

の ‘”OK?” 以外に、聞き手はどう思っているのか質問したり、聞き手側からさらに質問をして２

○“Show and Tell ”の活動で、絵を指しながら話すための絵カードの作成 
・生徒が興味・関心をもっている話題の絵または写真 
歌手、ＴＶスター、スポーツ、音楽、食べ物、映画、本 

・単元で扱いたい話題の絵 
日本の伝統文化：日常生活の中でよく目にするもの（湯飲み茶碗、はたき、かとり線香、 
ふろしき）・国技の相撲（朝青竜、琴欧州） 

○豊かな内容の表現の仕方を身に付けるための表現集の作成 
・ビー紙に英語の表現文を書いたものを「帯活動」の時間に黒板に貼る。 

○積極的に対話を進めていく基本的な表現を身に付けるための評価シートの作成 

・評価項目 

  話し手：相手に分かりやすく話す力。基本表現の知識を用いて話す力。短い言葉で反応し

ながら聞く力 

  聞き手：短い言葉で反応しながら聞く力 

○仲間の発表から、学び合いたいと思った展開の仕方や表現内容の確認と価値付け 

・ALT へ紹介した英文を板書し、表現の仕方のよさとして価値付ける。 



人ですすめていく双方向の“Show and Tell ”の活動を展開しようと考えた。こうすることによっ

て、話し手は聞き手がどう思っているのか尋ねたり、聞き手に興味・関心をもってほしいところ

に自然に強勢を置いて話したりするのではないかと考えた。 
    また、活動時に、必要に応じて、話の展開の仕方を示したモデル対話をプリントして生徒に配

布したり、掲示物として作成したものを黒板に貼ったりして、指導・援助に当たった。 
 （資料７：「“Show and Tell ”の展開の仕方を学ぶ」参照） 

③ 評価を生かした指導・援助の工夫 

ア 前時までの評価を基にして、ペアやグループを編成するなど学習形態を工夫する。 

  生徒は普段、生活班単位で生活し、机列に関しても仲間関係を配慮した班隊形になっている。そ

こで、英語の授業でも生活班を機能させてペア対話を行ってきた。 

  本単元では、診断テストの結果から「話すこと」や「書くこと」に関して把握した学習状況を基 

に意図的にペアを作って学習することがより効果的であると考えた。 

また、単元の後半は、日本の伝統文化の話題別で３人班を本単元における毎時間の学習状況にお

いて、「十分満足できる」状況、「おおむね満足できる」状況、「努力を要する」状況の３つの学習状

況の生徒で編成することを考えた。 

  そのため、「十分満足できる」状況を実現していると判断される生徒のどの表現に他の生徒が目

を向けると自分の表現に生かしていけるのかという指導の見通しを教師がもって授業に臨まなけれ

ばならないと考えた。 

  （資料８：「評価を生かした指導・援助の工夫 指導の実際の一例」参照） 

イ 評価シートを工夫するとともに、評価を基にした個に応じたきめ細かな指導・援助を行う。 

  ａ  生徒が使用する自己評価や相互評価シートの工夫改善  

   教師は、活動中のすべての生徒の状況を一時間の中では見届けることができないため、ペア内や

グループ内での言語活動の後に行う生徒の自己評価や相互評価が適切に行われることが大切である。

そこで、適切な評価活動が行えるように、評価プリントに具体的な姿を示すように工夫した。そし

て、話し手が“Show and Tell”を行った後で、目標にかかわって、英語によるコメント活動や、日本

語によるアドバイス活動を活発に行うことを試みた。 

   以下に、強勢を目標とした際に、ワークシートに示した例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

   （資料９：「中間発表交流会 相互評価表」参照） 

  ｂ 評価を基にした個に応じたきめ細かな指導・援助 

    第５・６・７時で重点とする評価規準 

 

 

 

 

     第１時の診断テスト結果から、５３％の生徒は「おおむね満足できる」状況を実現していると判

断した。「おおむね満足できる」状況に達していないと判断した生徒のうち、特に次のような実態の

生徒（Ａ男）に対して、実際に授業で行った指導・援助の一例は以下のとおりである。 

  【実態】 

 

 

 

 

 

【指導・援助】 

       話す活動において、第１時から継続的に個人やペアでの練習を位置付け、その時間の最初の活動

で、教師が個別に指導・援助を行うようにした。教師は単語や英文を板書し、文字と音声が結び付

表現の能力 
①強調やイントネーションを意識して、伝統文化の特徴や考えが正しく伝わるように話すこと

ができる。 

・Look at this picture.の出だしの文は言えるのだが、その先に何を話題にして話したらよ 
いかがわからない。 

・強勢を置く語句が分からない。 
・イントネーションの付け方が分からない。 

5   Excellent.    強勢・イントネーションがあり、とても聞きやすい。 
4   Very good.   強勢・イントネーションがあり聞きやすい。 
3   Good.        強勢が置かれていることは分かる。  
2   O.K.         
1   Not Good.   このように発音したらいいと思う。  



けられるようにしたり、教師と同じように手拍子で強弱のリズムをとって発音したりするような時

間をもった。 

    また、自分一人で学習できるように、教師の音声入りのテープを作成し、家庭学習で１０回程度

音読練習をするようにし、翌朝教師が見届けるようにした。 

 

３ 授業改善後の成果 

単元導入時の生徒の学習状況と単元実施後の学習状況を比較してみると、以下のように学級全体と

しては、大きな伸びが認められた。また、また、「おおむね満足できる」状況を実現できていない生

徒についても、一人一人の生徒の状況をみれば、大きな伸びが見られた。 

おおむね満足できる」状況の生徒の割合 
表現の能力 

診断テスト時 単元の実施後 

正確な発話      ５３％       ８７％ 

適切な発話      ５５％       ８３％ 

 具体的な指導改善の成果については、特に③ 評価を生かした指導・援助の工夫について記述する。 
○前時までの評価を基にして、ペアやグループを編成するなど学習形態を工夫したことによって、生

徒は、ペアの生徒からいろいろなことを学び、自分に取り入れることができた。 

以下は、ある生徒の授業の振り返りである。（資料８中の生徒Ｂより） 
 

 

 

 

 

 

 

・授業の振り返り（資料８中の生徒Ｃより） 

 

 

 

 

 

  このように、個のつまずきに応じて誰の英語の表現を見せたり聞かせたりするのか、前時までの

実態を把握して次時の指導に生かしていくことが大切であるということが分かった。 

 ○評価を基にした個に応じたきめ細かな指導・援助を行ったことにより、単元導入時において話すこ

とに大きな苦手意識をもっていた生徒（前述したＡ男）に変容がみられた。 

・第２時での教師との対話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

・用いた絵カード：the Expo in Aichi,2005  Toyota Pavilion 
 教師がＡ男の考えを引き出していくために、教師から質問を投げかけることによって対話を

始めた。 
教師：We went , where? どこに？ 
Ｄ男：万博 
教師：Yes, to the Expo in Aichi,2005.  O.K? 
Ｄ男：To the Expo in Aichi,2005.   
教師：We … 
Ｄ男：We went to the Expo in Aichi,2005. O.K? 
教師：Yes, we did.   We visited, where?  
Ｄ男：Toyota Pavilion.  
教師：Yes.  We visited Toyota Pavilion and watched this robot.  O.K? 
Ｄ男：Yes.  We visited Toyota Pavilion and watched this robot.  O.K? 
教師：Yes, I watched it together.   I was very excited. OK? 
Ｄ男：Yes.  I was very excited. OK? 
教師：じゃあ、最初から、指を置いて説明してみて。 
Ｄ男：Yes. We went to the Expo in Aichi,2005. O.K?   We visited Toyota Pavilion.  

And we watched this robot.  I was very excited. O.K?  
教師：I see.  You spoke English very well. 

僕は、先生がくれたヘルプシートを使い、1 番から 5 番まで順に書かれている英文を写して書

いた。 
同じ班の子だけど、今日の対話ペアは、Ｃさんだった。すると、招き猫の黒と白の違いをジェ

スチャーを使って手を挙げて説明してくれた。知らなかったことが聞き取れて分かり、ぼくも

その英文をほしいと思った。考えを入れる文では最初は I think it’s good. と書いたが、 
I want a black cat because bring health. と書き直すことができてよかった。 

Ｂさんに分かってもらえるように、いつもより、ゆっくりと話し、ＯＫ？と言って確認しなが 
ら話すことがよくできた。Maneki-neko has a lot of kinds types and colors. OK? と聞いた時、

分からない顔をしていたので、言い換えて伝えた。For example, black, gold, red, OK? と 
いつもより、聞き手を意識して話せてよかったです。 



このように、最初は教師が先に話して生徒が教師の言ったことを繰り返して自分の表現にしてい

けるような方法をとった。このような活動を継続して実践していくことで、第１１時では、次のよ

うな対話ができるようになってきた。 

・第１１時 “Show and Tell Speech”（「はたき」の絵を使って） 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

・Ａ男の振り返り 

 

 

 

 

 

  

 

     Ａ男の話しぶりはとつとつとしたものであり、正しい発音やイントネーションには課題が残る。

また、「聞き手の理解に応じて分かりやすく話す」ことにおいても、「努力を要する」状況である。

しかし、本単元の指導目標であった「大切な語に強勢を置いて話すこと」や「聞き手の理解を確か

めて話すこと」については、大きな伸びが見られた。 

「帯活動」の工夫や、仲間との学び合いを位置付けた指導過程の工夫、自己評価や相互評価の工

夫、実態把握に基づく個に応じた指導の工夫などが、Ａ男の伸びを実現したものと確信している。

話すことに大きな苦手意識をもち、話すことの言語活動に意欲的になれなかったＤ男が、仲間の姿

に憧れをもち、「がんばりたい。」という願いをもてたことが、この実践の大きな成果であると感じ

ている。 

このように、付けたい力に迫る活動を繰り返し行うことができるように単元指導計画や単位時間の

指導過程を工夫改善できたこと、また、聞き手意識に立てる活動を工夫したこと、そして、活動のみ

ではなく、代表生徒のモデル提示によって、より豊かな表現内容にするための方法や言語材料の用い

方、話し方を学び合える時間を位置付けたことなどが、とても意義深く、有効な手だてであるという

ことが分かった。 
 

前の Lessonでは、何から話したらよいのかが分からなかった。Lesson5に入って、絵カード

を指して、そこから言えることを先生に助けてもらっているが、絵を指して言うこと、ＯＫと

確認すること、2文でつないで話せるようになった。また、Ｈave you ever seen~ ？ thatの使

い方が分かるようになった。 
ALTとのやりとりをする仲間の発表を見て、あんなふうにしゃべることができたらいいなと

いう気持ちがもてるようになった。がんばりたいです。 

Ｄ男：Look at this picture.  Have you ever seen this? 
教師：Yes. 
Ｄ男：Me, too.  It’s hataki.  O.K? 
教師：I sometimes use it.  How about you?  Have you ever used it? 
Ｄ男：Yes, I use at cleaning.   ベンリ.   
教師：That’s right.  It’s convenient at a cleaning time.  O.K? 
Ｄ男：I see.  It’s convenient at a cleaning time.  It’s very useful with hataki.  

 Many dust clean.  OK? 
教師：A lot of dust.  There is a lot of dust on that TV.  You can dust it with hataki. O.K? 
      先生が話した文を言ってごらん。 
Ｄ男：There is a lot of dust on that TV.  You can dust it with hataki.  O.K? 
教師：That’s right.  Was it heavy or light?  
Ｄ男：Light.   
教師：So だから何？ 
Ｄ男：Hataki is light and useful at cleaning time.  It’s very Japanese traditional そうじ道

具.  O.K? 


