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上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム 2014 

 

授業の実態から考える「話す・書く」の指導実践 

加藤京子 

（東洋大学附属姫路中学校・高等学校/前三木市立緑が丘中学校） 

  

1 英語の授業を通して子どもたちに育てたい力 

・人生を楽しんで生きようとする姿勢  「自転車には乗れたほうがいいでしょ」 

・どのようにコミュニケーションしているか、への気付き → 他者への関心 

・自分の特徴への気付き → 自分の長所を愛する、生かす 

・社会や世界への興味・自分とのつながり 異文化の存在を知り、尊重する 

・自立した学習者になる 

 自己評価 社会資源の利用 自分に必要な英語力を身につければよい 

外国語の学び方のこつを知る 

 

2 どんな授業を組み立てるのか 

 1）生き生きとした音声表現・場面がイメージできる 

        ↓ 

   それを書く  

 

2）書く指導  

   書くことを怖がらせない指導    

中学 1年生前期で英語が苦手になる生徒は 

読めないのに書くことを強制されているのではないか？ 

        ↓ 

    Creative な writing  

   「創作ノート」・・・作品を残していく 自己管理する 

 

3) Creative writing  

 ・ある文法事項や文章展開のパターンを条件とする中での「自由な」Writing 

  ・表現したい気持ちを高める 

 ・表現すべき場面や文脈を理解させる・・・文の意味、単語の意味は流れの中にある 

 ・感情・感覚を理解させる・・・ 文法にも語彙にも、その担うべき感情・感覚がある 

 ・適切なモデル文の提示・・・ 「書いてみよう」「簡単に書けそう」と思わせる 

  ・書く内容重視のときと文法指導重視のときのバランス・・・ 採点基準も変える 
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3 ＣＷの実践事例 「三単現のＳ」 

 1）それまでに「自己紹介スピーチおよび writing」を済ませている 

          ・内容のかたまりを作って書く ・文をどの順で配置するのが効果的か  

          ・何を話題にすると聞き手は興味を持つか  

 

 2）導入 「このクラスメートは誰？」 生徒各自に書かせたアンケートをもとにクイズを出題 

       (例) Who is this student?  She has one brother, but she has no sisters. 

She plays tennis.  Her favorite subject is English. 

She has three dogs. She walks the dogs on Sundays. She is from Takasago. 

  

3）生徒の気付き ［ｓ］の音  →  説明 「のび太がドラえもんを紹介する」場面を用いて 

                      他の人を紹介したり、その人を説明したりするときの動詞の形 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 4）練習  単純な書き換え、適語選択・・・・ただし、生徒にとって身近な人を用いた例文や 

あとで生徒が書くときに使えそうな

例文を用いる。 

 

例文にはHe /Ｓheをいきなり使うこ

とを避け、誰を話題にしているかは

っきりさせる。 

 

 

 

5）簡単なＣＷ  

添削して返却し  

ノートに清書させる。 

 

 

 

 

 

1  I         play    table tennis. 

   Mr. Ikawa  (         )  tennis. 井川先生はテニスをする。 

3 I         drink      coffee    every day 

Ms. Soga  (       )  aojiru juice every day. 

曽我先生は毎日,青汁を飲む。 

11 We have one more house in Hawaii. 

    It (     ) a big swimming pool.その家にはプールがある 
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6）生徒による友達紹介クイズ  ・・・生徒は、紙を折り、絵を見せながら原稿を読み上げる。 

（この時は有名人クイズで導入）     暗記させると三単現のＳを飛ばしがち。敢えて読ませる。 

 

 

7）2学期中間考査で出題 

  10文程度のモデル（次頁のモデルの簡略版）と簡単な語彙リストを与えて書かせる。 

 grandfather/mother/ cousin/ sister/ friend /スポーツ,楽器,等 

採点は、6文以上を目安とし、ディスコース重視。三単現の動詞を正確に使えるかどうかは文法

問題で見る。ライティングでは、話題の選定、ディスコース、伝えたいことがあるか、を重視。 

 

作品 1 

 

This is my brother. 

His name is Hirohumi. 

He lives in Kyoto. 

He has a lot of Maikosan. 

He likes baseball. 

He is a very good baseball 

player.  He watch baseball on 

TV every day. 

作品 2 

 

This is my grandmother. 

Her name is Keiko.  

She is 65. 

She is lives in Hyogo. 

She likes frowa. 

She likes gadening. 

It’s diyutehow! 

 

   生徒はモデル文を参考に工夫して書いている。    注： 英文は答案のまま 

 

答案返却時に優れた作文をコピーし、どこが優れているかの説明とこうすればもっとよいというア

ドバイスを添えて全員に配布。 
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8）家族紹介のスピーチ原稿作成 

 ①モデルを与える 

    

 

 ②書く内容のアドバイス 

 「家族のいいことを伝える」 

話は盛ってよい 

   フィクション有り 

 

日本の謙遜文化と 

 家族を積極的にほめる文化

の違いを説明し、 

スキットでも示す。 

    もう 1名の教員に生徒の母親役をしてもらい、生徒に 1名子ども役で座ってもらう。 

    三者懇談の場面で、担任が生徒をほめた時の日米の親の返事の違いを示す。 

 

 ③下書き用紙に書く 

  ・数文毎のまとまりを作る  

文を並べる順、何を書いて何を書かないでおくか、を考える 

  ・まとまりとまとまりの間にさし絵 

  ・語っていないが、絵だけ描くのも有り・・・質問ができる 

  ・最後の 1文を工夫せよ 

 ④教師による訂正やアドバイス 

   書く内容が乏しい生徒には問いかけをしたり、いくつかの文例を示して選ばせたりする。 

   書き始めたときは否定文未習。三単現の学習を進めながら作品作り ←否定文を入れる。 

 ⑤清書 

 ⑥文化祭で展示 

 

9）創作ノート 

 12月頃に無地のノートを持たせ、様々な課題を出して創作させる。別紙に書いた作品も貼って保存。 

 三単現の定着をはかる writing 

  (例 1) 家族紹介の作品を左ページに貼らせ、右側には別の人物を紹介する作文を書かせる。 

  (例 2)自分の通常の 1日の行動を書いた作品“My Day”を返却し、別の人物の 1日を書かせる。 

想像力を使う。うまく書けない生徒は級友の“My Day”を借りて、○○’s Day を書く。 

様々な課題を与え、継続的に書かせる。次第に自主的に書くようになる。 

「我が家のお雑煮」「好きな国の紹介」 

 

「このノートはあなたのもの。書きたいことを書きたいように書きなさい」← 

  生徒たちは習った文法や語彙・表現を利用して書く。習ったことを使う。 

と、言いつつ 

生徒が書きたくな

るように仕組む 
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資料 1 規則動詞過去形を初めて学習した日の宿題。（１年生）  wentと didは学習済み。  

 

資料 2 When I was ○ years old,～ という 3文  資料 3 新聞記事を紹介した日記 

を 3つのパラグラフに展開したもの。（中学 2年）           （3年生 12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ALTには創作ノートや作品へは訂正ではなく 

コメントを書いてもらう。訂正は最小限に 

とどめる。 
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資料 4 三人称単数形の指導 （中学 1年生） 

     想像力を使って書く。 

     動物好きの生徒が数年前に飼っていた愛犬のことを書いたもの。 

     こういう単純なライティングでも心情が伝えられる好例。 

 


