
6

資料３ 「話すこと」と「書くこと」のつながりを大切にした言語活動の工夫

何かのトピックについて、ある程度まとまり

のある英文を話す場合、様々な言語活動が考え

られる。多くの聴衆を前に行うスピーチでは、

事前に原稿を書いて、その内容を覚え、あまり

原稿を見ないようにして話すことが多い。一方、

自分の趣味を紹介したり、自分はよく知ってい

る内容であるが、聞き手はあまり知らない内容

を紹介したりする場合においては、一方的に話

すのではなく、途中に聞き手への確認をしたり、

聞き手からの質問を受けたりすることが多い。

その場合においては、伝えようとする内容の構

想やメモは準備するが、完全な形での原稿はあ

まり用いることはない。

本単元では、後者の活動を目指していること

から、伝えようとする内容を整理する手段とし

てマッピングを用いることとした。また、口頭

での説明を終えた後、「私の行ってみたい国の紹

介文」として、書きまとめる活動を行うことと

した。

○表現内容を生み出し、整理するマッピングの

活用

伝えたい内容を整理することができるために、

マッピングの活用を行った。マッピングの方法

については、教科書本文内容理解の際に、本文

を用いて指導した。まず、日本語で具体的に行

きたい国やその魅力を考えることができるよう

にした。そのあと、その内容を和英辞典を使っ

て、英語に直す作業を行った。

【図５－Ｅ子のマッピング】

【図６－Ｆ子のマッピング】

○マッピングを用いて話した内容の書きまとめ

単元の終末の第１０時に、それまでに話して

きた内容を書くことを行った。繰り返し取り組

んできた内容であるので、黙々と書く姿が見ら

れた。

【図７－Ｅ子が書いた英文】
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I want to go to Italy. Have you ever been to

Italy?

First, there are many foods in Italy. For example,

Pizza, Pasta. These foods are very delicious. So

far, so good? Italy is home of Pizza and Pasta. So

I want to eat these foods here. Are you with me?

Second, Italy has some world Heritage. For

example, Town of Firenze, the Pisa Tower, and

Saumoluca Church. So far, so good? Look at this

picture. This is the Pisa Tower. This tower is

known around the world. Because it's leanig. Do

you understand? I'm interested in this tower. I

think this tower is the most intersting of all. So I

want to see it. This is the Town of Firenze. It's

very beautiful and very artistic. Are you with me?

I want to work in this town. Because I like photos.

I can take many photos here. So I want to go to

The Town of Firenze.

Thank you.

※ は使うことができるようにしたい表現

【図８－Ｆ子が書いた英文】

I want to go to Korea. Look at this picutre. OK?

This is a national frag of Korea. I will speak about

Korea.

First, this is Korean food. It's beef and

kimuchinabe. Kimuchinabe, OK? And kimuchi in

home. These are very good.

Second, this is an amusement park. Do you like

amusement parks? I like amusement parks. It will

be fun.

Third, this is World Heritage. World Heritage,

OK? It's very beautiful. Next, this park is

Sazanland. Sazanland, OK? Do you know

Yonsama? This Yonsama drama. That is very big.

Next, this is a cable car. I want to see the scenery.

Scenery, OK? It will be beautiful.

Let's go to Korean with me.

※ は使うことができるようにしたい表現


