
事例 中学校 外国語科（英語） 第１学年

Lesson 5 My Friends in Okinawa (NEW CRWON ENGLISH SERIES)  
テーマ 「豊かな自己表現力につながる語彙の充実と確実な文構造の定着を図ることができる効果

的な指導の在り方」

授業

改善の

視点

①単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

②相手に伝えたい、相手を理解したいという意欲を引き出す言語活動の工夫改善

③語彙や語順の正確さを身に付けるための個に応じた指導の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握と分析

県の学習状況調査結果及び「GTEC for STUDENTS Junior－聞くこと」（Benesse 社）の調査結

果から、本校の課題を見付け、指導方法の工夫改善に生かそうと考えた。調査対象学年は、県の学

習状況調査では、平成１８年度第１学年、GTEC では、平成１９年度第１学年（１学期）である。

(2)学習状況の結果と分析

【結果】平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査
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8 1 22 友だち紹介を内容のつながりを大切にして書くこと ○ 42.2 57.6

9

1 23 「趣味が～だ」の意味内容の１文が正しく伝わるように書くこと ○ 86.0 80.8

2 24 否定の意味内容の１文が正しく伝わるように書くこと ○ 52.2 57.6

10

1 25 「Where ～ from?」疑問文の語順を正しく理解し、書くこと ○ ○ 50.4 46.5

2 26 「主語＋動詞 ＋ 目的語＋時」の文の語順を正しく理解し、書くこと ○ ○ 60.6 77.8

3 27 「What do you have＋場所?」疑問文の語順を正しく理解し、書くこと ○ ○ 82.8 78.8

【結果】平成１９年度（１学期末）「GTEC for STUDENTS Junior－聞くこと」
全国 自校

英語の言葉を聞いて分かる。単語を聞いて何を表しているか聞き取ること 3.3 3.0 
英語の音を区別できる。語における強勢に気を付けて、大切な部分を聞き取ること 3.9 3.9 
英語の質問に対する答えが分かる。短い英文を聞いて、大切な部分を聞き取ること 3.6 3.7 
英語の長めの話を聞いて分かる。文脈から意味を予想して、話題や概要を聞き取ること 3.7 3.5 

（ポイント）

【分析】

２つの調査結果より、語彙の意味や文構造（正しい語順）に関する知識・理解と、表現の能力の

「書くこと」について、十分に身に付いていると言えない。その原因を、次の３つの視点①②③か

ら分析した。

①指導計画について

・単元における教科書を聞いたり読んだりして内容を正しく理解する場において、教科書の効果

的な表現方法をどの生徒も使うことができるように指導する教師の意識が弱かった。

②言語活動について

・書くことについては、スピーチ原稿を書く活動において、内容のつながりを大切にして書くこ

とを丁寧に指導した。しかし、語彙の使い方や正しい語順で書くことについては、十分指導し

切れていなかった。

・話すことについては、平叙文と疑問文の語順の違いを十分に理解して正しく話すことが弱かっ

た。文法や語順に関する丁寧な説明や十分な個別練習をしないまま、対話活動を行うことが多

かった。

・聞くことについては、教師がまとまりのある内容の英文を話し、生徒が内容を正確に聞き取る

という言語活動を行わなかった。



③指導方法について

・口頭では、正しく“I like English. But I don’t like math.”と言える生徒でも、実際に書いて表

現すると “I’m like English. But I’m don’t like math.”のような誤りをする生徒がいた。教師と

生徒との口頭のやりとりの中で、意味や用法を理解させることが多く、文構造に関する知識を

身に付けるための指導が丁寧ではなかったと考えられる。

・毎時間のはじめに行う「帯活動」の指導が十分ではなかったと考えられる。語彙や文構造が一

人一人に確実に定着しているかどうかを把握して、十分に身に付いていない生徒へフィードバ

ックする指導が弱かった。

・言語活動の指導において、教師が単位時間の途中で生徒の学習状況を把握し、広めたい表現内

容や方法を、生徒が相互に学び合うことができるようにする指導が弱かった。

２ 分析による授業改善

(1)授業改善の方針

以上のような結果分析を踏まえ、以下のように授業改善に取り組んだ。

【実践単元】 第１学年 Lesson5 My Friends in Okinawa 
 
【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

○「聞くこと」（エ）話し手に聞き返すなどして内容を正しく理解すること

【単元の指導目標】

◎自分が気に入っている人物を学級の仲間に知ってもらうために、三人称の代名詞や疑問詞や既習

表現を駆使し、紹介したい情報やわけを整理しながら、聞き手に分かりやすく話すことができる。

○話し手が紹介する英文を繰り返すことや、“Pardon?”  “What does (  ) mean?” などの言葉で

聞き返すことなど、話される内容を正しく理解することができる。

【主な言語活動】

「お気に入りの有名人」の紹介

◎「話すこと」：スポーツ選手、音楽家、漫画家、映画・ＴＶスター、アニメキャラクター等の写

真を示し、伝えるべき内容を自分で考え、聞き手に正しく伝わるようまとまりの

ある英文を話す。 
○「聞くこと」：話し手の英文を繰り返したり、聞き返したりして、話される内容を正しく理解し

ながら聞く。 

＜具体的な改善事項＞

①単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

ア 単元終末の活動に必要な表現の習熟を図る「帯活動」の工夫

イ 教科書の内容理解を基に、豊かに表現できる力を身に付けることができる単元指導計画

②相手に伝えたい、相手を理解したいという意欲を引き出す言語活動の工夫改善

ア なぜ紹介したいのかが伝わるように表現内容や話し振りを工夫して話す活動

イ 話し手の内容を理解するために繰り返したり、聞き返したりして聞く活動

③語彙や語順の正確さを身に付けるための個に応じた指導の工夫改善

ア 単語・英文テストによる実態把握からの個に応じた指導

イ 豊かな自己表現力につながる語彙の充実と確実な文構造の定着を図る指導

(2)改善の具体的方途と実践

①単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

ア 単元終末の活動に必要な表現の習熟を図る「帯活動」の工夫

・人物紹介に必要な表現の習熟を図るために、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の

言語活動を総合的に取り入れる。

・活動形態は、「全体一斉」から「班内」、そして「個」へと変化を付けて行う。 



※従前の活動例：「全体一斉」における活動

↓

※改善した活動例

＜改善のポイント＞
・生徒は、「聞くこと」「読むこと」「書くこと」を通して基本的な文型を身に付けるようにした。

・聞いた英文を目で見て確認ができるよう、英文を短冊に書いて黒板に貼ることにした。

・文レベルの理解から文章レベルでの理解を通して，文のつながりを指導することにした。

＜進め方＞ 
教師が出題者、生徒全員が解答者になり、「Guess Who Game」を行う。 
①教師は１枚の短冊に書かれている１つの情報を読む。読み終えたら短冊を黒板に貼る。 
②生徒は全員起立している。英文を聞いたり、黒板に貼られた英文を読んだりして、どの先生

のことなのかが分かったら “I got it.” と言って着席する。

He is from ~ .  His car is ~.    He is a good ~.      He is kind to ~.     
His favorite ~.    Many students like him.    And I like ~   
黒板に英文が貼られたら、生徒は全員でその英文を音読する。

③教師は意図的に生徒を指名し、提示された１文を音読させる。この方法では、生徒がどの単

語につまずきがあるのか、強勢を置いて話すことができているかに関して、個の状況を把握

することができる。

④生徒が全員着席したら、教師は生徒と以下のようなやりとりを行う。 
Teacher : Who is this teacher? 
Students: He is Mr. ~.   Is that right? 
Teacher : Yes, that’s right.   How do you know? 
Student 1: I know he is a teacher of science. 
Student 2: I know he is a good basketball player. 

⑤教師は生徒が発言した英文が書かれている短冊の英文を指して音読し、生徒は教師のあとを

繰り返して発音する。

教師は、三人称代名詞の用法の確認や、語順・文と文のつながりを生徒に確認する。

文と文のつながり・・・He is from ~ town. →His car is white.  
He is a good basketball player. →He is kind to his students of the basketball club. 
His favorite subject is science. →He is a nice teacher of science. 

⑥その後、生徒は、ワークシートに英語を書き入れる。

ワークシートは、文法事項に関するところだけ（ ）になっている。

生徒は毎時間ワークシートを提出し、教師は、評価簿に生徒の理解の学習状況を記録する。

＜利点＞

・生徒は、英文を「聞くこと」と「読むこと」を通して内容を理解し，言語材料の習熟を図るこ

とができた。最後に「書くこと」を通して，文法事項の確認ができた。

・教師は意図的指名や机間指導によって生徒の学習状況を的確に把握することができた。

・教師が文と文のつながりが分かるように工夫して短冊を貼ることによって、生徒は、語順や内 
容のつながりやまとまりのある英文についてより一層理解させることができた。

＜進め方＞ 
教師が出題者、生徒全員が解答者になり、「Guess Who Game」を行う。 
①教師は、生徒の教科担任についていくつかの情報を話す。 

This is your teacher.  He is from ~. His favorite ~.  His birthday ~.  He is very kind ~. 
He is a nice ~.  Many girls like ~ .  And I like him, too. 

②生徒は、着席したまま、教師の英文を集中して聞く。

③どの先生の情報かが分かった生徒は “I got it.” と言って挙手する。

④教師は、全員が挙手できたのを見届けるまで英文を話し続ける。

⑤全員が挙手したら、教師は “Who is this teacher?” と聞く。 
⑥生徒は “He is Mr.~ . Right?” と答える。教師は“You’re right.” と言って活動が終わる。

＜利点＞

・生徒は話される英文を真剣に集中して聞き、知っていることを手がかりにして類推して全体や部

分を聞き取り、理解していく力を身に付けていくことができた。

＜問題点＞

・教師は、すべての生徒が内容を聞き取ることができたのか把握できなかった。毎時間、生徒は

聞く活動のみで、そこで用いられた基本的な表現を一人一人の生徒が確実に定着するまでには

いたらなかった。「聞くこと」だけの活動では言語材料の習熟を図ることはできなかった。



※資料３に、班内での取組の活動例を記載する。

※資料４に、「帯活動」で使用した「書くこと」のワークシートを記載する。

イ 教科書の内容理解を基に、豊かに表現できる力を身に付けることができる単元指導計画

・昨年度は、Lesson５と Lesson６を合わせて一単元として扱っていたが、本年度は、それぞれの

Lesson を一単元とする。重点を置く指導事項を、Lesson５「話すこと」、Lesson６は「書くこと」

とし、言語活動を各単元で十分に行う。 
・教科書で読み取った人物紹介の内容や方法を、単元終末の言語活動の表現の場で発揮することが

できるように指導する。

・「中間発表会」や広めたい生徒の表現を提示する場を単位時間に位置付ける。

→

→

第３時の内容理解の時間に、「Ken は、どうしても沖縄にいる友だちのことを紹介したかった。

そのような Ken の気持ちをどの表現から読み取ることができるか？」と生徒に質問した。§３の教

科書の最後に書かれている内容は以下のとおりである。

昨年の指導では、ここに書かれている内容を理解する学習だけで終わって、自己表現につなげる

指導を行うことはなかった。

単元の題材のねうちを以下のようにとらえた。

Ｌｅｓｓｏｎ５ 従前の指導計画

１ 単元終末の活動のイメージと

付けたい力を理解する。教師

のモデルスピーチ提示する。

２
～
４

３人称代名詞と疑問文 Who?
と三人称単数現在の文の用法

を理解する。

５ Guess Who Game 
６ 教科書§１～３を内容理解と

音読を行う。 
７ Ken になって友達 Daichi と

Yuri の紹介文を書く。 
８ 「サザエさん」の家族紹介文

を書いて交流する。

Ｌｅｓｓｏｎ５ 改善した指導計画

１ 単元終末の活動のイメージと付けたい力を理解する。教師の

モデルスピーチ提示。三人称代名詞の用法を使って、他者紹

介に必要な表現方法を理解する。

２
～
３

教科書§１～３の内容理解、Ken がなぜ紹介したかったの

か、Ken の紹介文から表現内容とその方法のよさを理解す

る。強勢を置いて音読する。

４
～
５

教科書で理解した豊かな表現方法を使って、自分の大好きな

人物紹介の内容を考える。

「mapping」を使って構想を立てる。

６ 中間発表会：他者紹文を正しく話すためにキーワードを整理

して「主語＋動詞～」の語順を意識し、強勢を置いて話す。

７ 仲間から学んだ表現方法や内容を取り入れて、さらに分かり

やすい内容を考え、表現内容や方法を見直す。

強勢を置いて話す練習する。

８ 全体発表会：三人称の代名詞や疑問詞を文法にそって正しく

他者紹介する。聞き手は繰り返したり、聞き返したりして内

容を理解する。

９ 発表したスピーチ内容を英文で書きまとめる。

人称代名詞のテスト・疑問詞の知識理解度テストを行う。

Ratna: Do you sometimes go to Okinawa?
Ken  : Yes.  I’m happy there.  I sing with Daichi.  I dance and swim with Yuri.  

They are kind to me. 

Ken really likes his two friends in Okinawa. Because he sometimes goes to Okinawa. 
He sings with Daichi, and he dances and swims with Yuri.  They teach him how to sing,  
dance and swim  kindly.  They are kind to him.  He can enjoy his trip in Okinawa.  He 
is happy there.  So he likes them very much. 
自分のお気に入りの友達について紹介するときに、§１と§２からは友達のすばらしさを述

べている。§３の最後の方で、なぜ Ken はどうしても沖縄にいる友だちのことを紹介したかっ

たのか。そんな Ken の気持ちがどのように表現されているのかを述べている。

単なる人物紹介ではなく、そこには自分の気持ちが明確に表現されている。



そこで、授業において、教科書内容を理解したことを、生徒が終末の表現活動につないでいける

ようにするために、以下のような活動を行うことにした。

教師はこのように生徒と口頭でやりとりして、キーワードを‘mapping’で示し板書していった。

第３時の教科書内容理解の時間では、上記のように、生徒と口頭でやりとりし、それを ‘mapping’
しながら板書することで、単なる人物のプロフィールではつまらないということが認識された。こ

の単元で目指す表現内容は、自分がどうしても紹介したかったという思いや気持ちが入った内容で

あることを教科書から学び取ることができた。

紹介したい人物の何について、それをどのように表現することができるのか、昨年までの指導に

Ken
favorite friends
in Okinawa

kind to him
=Ken 

Daichi

Yuri

a sinegr of folk songs 

a good diver 

happy with them
there
=in Okinawa

a dancer of Eisa 

a good swimmer

nice
cool

nice
cool 

teaches him, 
dance/dive/swim with him

sings with him

＜教科書内容の整理＞

Teacher :Who is Ken’s favorite friend? 
Students:Daichi and Yuri are his favorite friends. 
Teacher :Where do they live? 
Students:They live in Okinawa. 
Teacher :So Daichi and Yuri are his friends in Okinawa. Right? 
Students:Yes.  Daichi and Yuri are his friends in Okinawa. 
Teacher :Is Daichi a good singer? 
Students:Yes, he is a good singer of fork songs. He is nice.  
Teacher :Is Yuri a good swimmer? 
Students:Yes,she is.  She is also a good dancer. And she is a good diver,too. 
Teacher :Does Ken go to Okinawa? 
Students:Yes.   He sometimes goes to Okinawa. 
Teacher :Is he happy in Okinawa? 
Students:Yes.  He is happy there. 
＜自己表現につながる指導＞

Teacher : Why is he happy there? 
Students:He dances and swims with Yuri. And he sings with Daichi. 
Teacher :Do Daichi and Yuri teach him very kindly?  
Students:I think so.  They are kind to Ken.   
Teacher: You’re right.  Ken’s favorite friends are Daichi and Yuri.   

They are nice and cool.  He can’t sing or dance or swim in Tokyo. 
He sings, dances ,swims, dives with them. They are also kind to him. 

 So Ken likes them very much and he is very happy with them in Okinawa. 



はなかった教科書にある表現内容や方法のよさに気付かせ、それを紹介したい人物への強い思い・

気持ちをどのように表現したらよいのか、どんな語彙を用いたらよいのか、さらに、それはどこで

述べたらよいのかなど、この単位時間が次時からの自己表現活動につながっていくように指導計画

を考えた。

こうして、教科書の内容を理解したことを、単元終末の言語活動で豊かな自己表現ができるよう

につないでいくために、指導計画の内容理解の単位時間の指導過程を工夫改善することができた。

次に、単位時間内の指導過程の工夫改善については、活動時間を前半と後半に分けて、中間発表

会を必ず位置付けた。そして、本時の活動のモデルとなる生徒を意図的に指名し、表現方法や内容

について学び合う時間を設けた。

次時の活動の最初にモデルとなる生徒を位置付け、活動を具体的に示してから、各自の追究の時

間とした。

※ 資料５に、単位時間第３時で使用した教科書「内容理解」のワークシートを記載する。

②相手に伝えたい、相手を理解したいという意欲を引き出す言語活動の工夫改善

ア なぜ紹介したいのかが伝わるように表現内容や話し振りを工夫して話す活動

・魅力ある表現内容にするための学び合いの時間の設定

単位時間第３時では教科書内容を理解したことを構想的にまとめていくことによって、単元終末

でねらっている「大好きな人物紹介」の内容のどのようなことをどのように構成するとよいのか、

最後のほうで自分の気持ちを入れることが効果的であることなど、この単元で求めたい表現内容、

つまり「なぜ自分はその人物を紹介したいのか」という視点で内容を構成することを確認すること

ができた。

・「なぜその人物を紹介したいと思うのか」の意見交流会

第４時では、生徒が一人一人紹介したいと思う人物像を描き、なぜ紹介したいと思っているのか、

‘mapping’しながら構想をねる時間とした。生徒が考えた後で、生徒の考えたことを意見交流させ

た。多かった意見は以下のようである。

・使用させたい語彙、形容詞の導入

感情を表すための形容詞 ‘ happy, kind to~ , nice, good, cool, great, wonderful, beautiful, cute, 
pretty ’ や様態や特徴を示す形容詞の Word Bank Sheet を作成した。

・「Imagination Game」を使って魅力ある表現内容にする活動

教師が提示する人物を言い当てるという「Imagination Game」を行い、いくつかの情報文をも

とにして魅力ある表現内容に変えていくための言語活動

実践例

１ 生徒はペアを作る。起立してこの活動が始まる。片方のペア（話し手側）がもう片方の

ペア（聞き手側）に向かって、教師がカードで提示するある人物について名前は出さな

いで英文で説明する。これを Imagination Game と呼んでいる。

２ 聞き手側のペアがその人物の名前が分かったら、 “I got it.” と言う。 
そこで、話し手側のペアは “Who is this person?” と尋ねる。

聞き手側から、“He/She is ~ . Right?” と答える。

話し手側は、当たっていれば “Yes、 that’s right.”と言って、２人とも着席する。

３ 教師は制限時間内に全員が座れたか見届け、着席している生徒に、“Who is this person？”
と尋ねる。生徒は、“He/She is ~ . Right?”と答える。

４ その後、教師はどのような英語を話したのか生徒に聞く。 
「mapping」の方法で、生徒の話した英語を板書していく。

このとき、教師は英文を書くのではなく、キーワードのみを書くことに徹する。

５ 生徒が話した英文は単なる情報、つまり、プロフィールである。そこで、教師は、自分

がこの人物をどうしても紹介したいという内容にするためにはどのような内容にすれば

よいのかと生徒に質問し、生徒はその表現内容を学び合う。 

・自分があこがれているから、将来目標にしたい人だから。

・自分との共通点があるから、自分が好きなスポーツ・楽器・趣味と同じだから。

・自分には無いすごいところをもっているから、日本中や世界の中で活躍している。



・キーワードを強調して、英文で話す練習

板書のキーワードを使って、「主語＋動詞＋補語～/ 目的語～」の語順を意識して話す練習を行っ

た。特に、語順でつまずいている生徒を指名して、見届けを確実に行った。

イ 話し手の内容を理解するために繰り返したり、聞き返したりして聞く活動

スピーチの活動においては、話し手から聞き手へと一方通行の活動形態では行わないことにした。

話し手は、自分が一生懸命考えた紹介文を分かってもらうためには “OK?”と言って、聞き手の理解

を確認したり、聞き手の “No! What?” という質問に応じて言い換えたりすることに気付く。した

がって、音声面においても強勢を置いて話すことができるようになる。

話すことの指導だけでなく、聞くことの指導も大切にした。話し手の言ったことを、聞き手が繰

り返すことによって、より内容の理解を深めていくことができるということを指導した。その結果、

聞き取れなかったときには、“Pardon?” “What?”等、即時的に反応することができるようになった。

このように、聞き手が“Pardon?” “What?”と聞き返した時には、無視して次へ行ってしまわない

で、再度ゆっくりと言ったり、分かりやすい語句で言い換えたりして、聞き手の理解を確認しなが

ら、スピーチを行った。聞くことの指導をしたことにより、聞き手側の生徒にも、自分の力に応じ

て繰り返すことを行なうことによって、語彙が身に付いたり、正しい語順で話そうとする力が身に

付いた。

Speaker  : This is my favorite person.  He is Ichiro. 
Listener 1: He is Ichiro.  
Listener 2: Ichiro. 
Listener 3: I know. 
Speaker  : He is a cool baseball player in the USA. 
Listener 1: He is a cool baseball player in the USA. 
Listener 2: A cool baseball player in the USA.  
Listener 3: I know. 
Speaker  : His batting is great.  
Listener 1: His batting is great.  
Listener 2: Great. I see. 
Listener 3: I know. 
…………………………………………………………………….. 
Speaker  : I often watch him on TV.  OK? 
Listener 1: You often watch him on TV.  OK. 
Listener 2: him on TV. OK. 
Listener 3: I watch him,too. 
Listener 4:Pardon? 
Speaker  : I watch his game on TV, listener 4, OK? 
Listener4 : I see. Thank you. 
…………………………………………………………………….. 

very  famous     very popular   
very nice  cool                everyone knows  

his nickname        hanikami ouji 
his golf       

like                                                 has a champion medal  

want to be a golfer         a young golf player 
watch  him  on TV                                         

a high school student     16 years old 
play golf  

from Saitama   

Ishikawa Ryo

I



③語彙や語順の正確さを身に付けるための個に応じた指導の工夫改善

ア 単語・英文テストによる実態把握からの個に応じた指導

教科書の新出単語や文型を導入後は、次時から毎回単語・英文テストを行って、個の習熟度を診

ようとした。単語や英文テストにはいろいろなやり方がある。家庭学習で努力したことが認めてい

けるようにテストの出題方法を工夫することにした。それは、単語練習シートとテストシートは同

じように作成し、授業では、毎回、３個の単語を１５秒以内で書き終えるという方法で行った。さ

らに、単語を文の中で使って定着させるための工夫を行った。

また、授業チャイムと同時にテストが開始され、時間で止めて各自で答え合わせし、最大２分間、

黙々と単語や文の復習をするよう、テストでの学び方を指導した。３分間の短い時間ではあるが、

机間指導を行い、生徒はどこでつまずいているのか、特に指導を要する生徒の様子を観察すること

によって、具体的な指導ができるようになった。

※資料６．７．８に、単語・英文練習シート・テストシートを記載する。

※特に多かった語順のミスの例文

イ 豊かな自己表現力につながる語彙の充実と確実な文構造の定着を図る指導

帯活動で行った「Guess Who Game」または「Imagination Game」での一例を紹介する。

Teacher: This is a young girl. She is from Nagoya City. She is a great figure skater. She is 
very popular in the world. Her sister， Mai is a figure skater， too……  

Students: I got it.   
Teacher: Who is this person? 
Students: She is Mao Asada. 
Teacher: Yes，that’s right. How do you know? 
Student 1: I know she is from Nagoya City.   
教師は，「mapping」の方法でキーワードのみ板書していく。

Student 2: I know she is a good figure skater. 
Student 3: I know her sister is Mai， and she is a figure skater， too.  
だいたいの情報が出たところで，教師は以下のような質問をする。

「もしもみんなが浅田真央のファンでお気に入りの人物であるとしよう。板書にある情報は単

なる情報にしかすぎない。ここで，どうしても紹介したいという内容にするにはどのような内

容の文がほしいか」

Mao Asada

a good figure skater
from Nagoya City

her sister、Mai

her  skating  beautiful 

I like
I watch  skating 

on TV 

I like   skating  → want to be a ~  like her

favorite を使った文 This is my favorite person is Kouda Kumi.  
This is my favorite.  Koda Kumi. 

所有代名詞の使い方 He birthday is ~ 
副詞句 He plays baseball very much.
形容詞 He plays baseball very good.
be 動詞と一般動詞の混合 He playing baseball. 
同格 of                     I am a baseball fan of Ichiro.  



※資料９・１０に「mapping」のワークシートを記載する。

まず「mapping」の手法を取り入れたことによって、生徒は話したい内容をどのように広げてい

けばよいのかが分かり、また、キーワードのみを書くことによって、話すときには、「主語＋動詞

～」の語順をより意識することができた。

さらに、なぜそんなに大好きなのかという内容にするために、どんな内容が付け加わるとよいの

かという発問によって、生徒が話した英文を取りあげ、大好きな人物であることを分かってもらう

ためには、知られていない情報を出すことも必要だが、単なる情報に終わらせないためにも、なぜ

好きなのか自分との共通点や自分との関わりの内容を入れることを分かって、自分の内容をより豊

かな自己表現を目指して取り組むことができるようになった。

３ 授業改善後の成果

（１） 単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

・「帯活動」で継続して行った「Guess Who Game」と「Imagination Game」を通して、言語材料、

人称代名詞の基本的文型を身に付けることができた。

This is ~.  He/She is ~.    His/ Her birthday is ~.   I like him/her.   (100%の生徒)
This is (名前).  Do you know him / her? とつなげて聞き手に質問し、人称代名詞の目的格の用法

を正しく使って話すことができるようになった。 （80％の生徒）

・終末のスピーチ発表会では、人物紹介に必要な基礎的・基本的な表現を身に付けて、正しい語順

で話すことができた。

This is my favorite person is A. と言っていた生徒も終末の発表会では、This is my favorite 
person. She/He is A. と語順を意識して話せるようになった。

（２） 相手に伝えたい・相手を理解したいという意欲を引き出す言語活動の工夫改善

・Lesson５では「自分の友達紹介」、「帯活動」では「私たちの教科の先生」や有名人を扱った。

単元終末の話題を「私のお気に入りの人物紹介」としたことで、「紹介したいので是非聞いてくだ

さい」という気持ちを伝えるためにも適切な話題であった。

・‘Show and Tell’ という形のスピーチ活動であった。１枚から２枚の写真を提示し、笑顔で好きな

人物のスピーチをすることができた。

・話し手のみが「話して終わる」という一方通行でなく、聞き手とコミュニケーションを図りなが

ら進める活動であったため、聞き手の反応を確かめながら強勢を置いて話そうとする意識が育っ

た。 

生徒の発言から

Student 1: I like her very much. So I watch her skating on TV. 
Student 2: Her skating is very beautiful. I like her skating very much. I’m happy then. 
Student 3: Her smile is very cute. I have her posters in my room.  
Student 4: I like skating. My skating is not good. But her skating is perfect. So I want to be a 

figure skater like her.     
※I want to be ~ の文型は使う必然があるため、本単元に入る前に全員に教え、使用してもよい

表現文としている。

単元の振り返りから

・活動内容について

「スピーチ活動が（とても）楽しかった。 （１２７人中１２０人 ９４％）

「仲間の表現を聞いてまねしたり、ヒントをもらって付け足したりして、より分かりやすい表現

にすることができた。（１２７人中１０１人 ７９％）

・英語らしい音声面の表現方法；ストレスを置いて伝えたい内容が正しく伝わるように話すこと

について

「おおむね満足できる」状況と判断される生徒 （１２７人中４８人 ３７％）

「おおむね満足できる」状況と判断される生徒 （１２７人中７４人 ５８％）

「おおむね満足できる」状況にないと判断される生徒（１２７人中５人 ３％）

・「主語＋動詞～」の語順や人称代名詞の用法を意識して話すことができた生徒（７９人 62%）



（３）語彙や語順の正確さを身に付けるための個に応じた指導の工夫改善

・全体としては、評価規準を「おおむね満足できる」状況と見なすことができた。単語テストや

基本文テスト結果を集計すると、毎時間、７５％の生徒は満点通過ができた。満点でなかった

生徒も、復習をしっかり行うことができ、合格点を取ることができた。各学級１割の生徒は、

書くことが苦手で単語や文が定着していかなかった。

・話すことの言語活動では正しくできていても、書いてみると正しくないものが見られた。スピ

ーチ終了後に、生徒に自分が話したスピーチを書いて提出させたところ、書いた英文には、he

と his、 she と her の区別、主語や動詞が抜けたものが少なからずあった。

４ 今後の課題

英語嫌いや英語を苦手としている生徒のつまずきの主な要因は、①語彙が覚えられないこと ②表現

したい内容があってもどのように表現すればよいのかが分からないこと、基本的な文型が身に付いてい

ないことというものであった。

①に対しては、昨年度までに使用したワークシートに工夫改善を加え、単語テストをほぼ毎時間行っ

た。しかし、書けないままでいる生徒もいる。補助シートを与えたり、ノートの使い方に助言したりし

て見届けようとしたが、指導が続かなかった。一人一人の見届けを充実させたい。

②に対しては、「帯活動」の活動内容や形態を工夫することで語順を意識し、改善された部分もある。

しかし、書くことの評価テストでは、キーワードを見て英文にするのが精一杯で、より豊かに表現しよ

うという意識まで高めていくことはできなかった。

言語活動の在り方を見直したり、個に応じた指導の充実を図ったりして指導方法を見直していきたい。


