トへつなぐことができるであろう．

新教科書特集＝付属教材で授業を豊かに

UNICORN English Expression 1と

＜指導案
（例）＞

英語表現の授業構成

ワークシートを用いた授業モデル

文教大学付属中学・高等学校教諭

（例）
を示す．
私の指導案

私の場合，UNIT 1 であれば，1 レッスン約 1 〜 2

豊嶋正貴

(1) 指導レッスン

時間，UNIT 2，UNIT 3 であれば，2 〜 3 時間の

UNIT 1 LESSON 1 IN THE MORNING

授業配当が適当であると考える．

(pp. 10-11)

UEE 1 の各課の冒頭には，付属 CD を用いてのリ
スニングセクションが用意されている．このリスニング

(2) 本課の指導目標
・自分，もしくは他人の 1 日の行動を表現することが

構成（UNIT 3 以降）］を体系的に学習できるように

が，各レッスンで生徒に書かせたい英文のモデルと

平成 25 年度から，いよいよ高等学校でも新学習

構成されている．そのため，UEE 1 の教科書を用い

なっている．リスニングの英文（スクリプト）は比較的

・基本時制
（現在形・過去形）
を理解する．

指導要領が実施される．教科書の採択も終わり，今

て授業を行う場合には，文法解説と問題演習に終始

平易であり，短い文章の中にターゲットとなる言語材

(3) 指導手順

現在，来年度に向けてシラバスや教材の検討を行い

するのではなく，インプット→インテイク
（消化）→アウ

料が含まれているため，文脈から形，意味，そして

ながら，コミュニケーション英語Ⅰと英語表現Ⅰをどう

トプット（スピーキング，ライティング）の流れで活動を

機能を理解させることができる．また，スクリプトを

連携させて授業を行っていくかで頭を抱えている先生

構成し，まず，生徒に
「型」を定着させ，次にその
「型」

利用すれば，さまざまな活動を設定することが可能で

（中学英語を意識して）できるだけ平易な英語で，

方もいるのではないだろうか．

を用いて自己表現活動へつなげるといった授業展開

あり，スモールステップを踏みながら，無理なく目標

生徒に毎朝の行動や昨日したことについて質問する．

が好ましい．

の
「型」を生徒に定着させることができるであろう．

はじめに（英語表現の位置づけ）

学習指導要領では，
「英語表現」はスピーキングや

できる
（日記が書ける）
．

第 1 時限目
（50 分）
① Introduction（導入）
〔5 分〕

例）What time do you get up?

ライティングを中心に発信力を育成することを謳って

また，UEE 1 の教師用指導教材には，ワークシー

私の授業は，
「型」のインプットを軸におき，その

いる．また，論理的思考力や発信力を養うことも目

ト集（挿図参照）を用意する予定である．このワーク

「型」をアウトプットにつなげることを狙いとしている．

的としており，現行の
「オーラルコミュニケーション」や

シートを利用すれば，スモールステップを踏み，4 技

そのため，リスニングのスクリプトを徹底的にインプッ

ライティングやスピーキングにつなげるために，導入

「ライティング」の指導内容のうち，特に必要な構文，

能を効率よく訓練しながら，インプットからアウトプッ

トさせる作業を軸に授業を組み立てている．以下，

ではできる限り生徒の興味を喚起するように工夫する．

What did you do yesterday?
＜ポイント＞

文法を実際に運用して発信する力の育成が期待され
ている．豊富な題材に触れさせることも明記されてお
り，
「英語表現」は，
「コミュニケーション英語」を下
支えする科目であると言える．
当然のことながら，インプットがなければ，アウト
プットにつなげることはできない，また，内容がなけ
れば自分の考えを発信（話したり，書いたり）すること
はできない．ゆえに，
「英語表現」では構文・文法・
段落構造など「型」のインプットを中心に行い，コミュ
ニケーション英語のアウトプット活動にもつながるよう
授業を組み立てる必要がある．
UNICORN English Expression 1 の特徴
英語表現の目的は，コミュニケーション英語Ⅰでも
使 える発 信 力を育成 することである． その点で

UNICORN English Expression （以下，
1
UEE 1）は，
その発信力を養成するのに適した教科書と言えよう．

UEE 1 は，各課の言語材料［構文，文法，段落
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② Listening Activities（リスニング活動）
【ワークシート A，B，C】
〔10 分〕
(a) リスニングコンプリヘンション
【ワークシート A】

CD を聴いてハンドアウトの質問に答えさせる．わ
からなくても推測して解答するように促す．
(b) ディクテーション【ワークシート B】
・CD を聴いて，(a) の解答に該当する箇所の語句
を書き取らせる．
・書き取ったものを参考にし，再度ワークシート A
の問題にチャレンジさせる．
【ワークシート C】
・書き取った語句の見直しをさせ，文法ミスやスペ
ルミスがないかを確認させる．
・下線部に入る語句の確認を行う
（スクリプト完成）
．
③ Grammar Hunt（文法探し）
【ワークシート D】
〔5 分〕
型を意識させるために，ディクテーション【ワーク
シート B】で扱った英文を用いてハンドアウト中に示

＜ポイント＞

・ワークシートを用いて，同じ英文を異なる 3 パター

切である．

生徒の文法の習熟度合い，コミュニケーション英語

・コミュニケーション英語Ⅰとの兼ね合いをしっかりと

Ⅰの進捗状況に応じて，この活動を扱う場所は臨機

把握し，欲張らず，60 〜 80％程度の理解を目標

応変に考えて行う．

に指導する．

④ Checking Vocabulary（語彙確認）
【ワークシート E】
〔10 分〕

・コミュニケーション英語の教科書中の文を例文とし
て扱えば，
スパイラルな学習につなげることもできる．

ンの問題形式で取り組むことにより，目標文
（
「型」
）
を定着させる．
⑩ EXERCISES（教科書）
〔10 分〕
・EXERCISES の問題を見て，解答をスラスラ言える
ようにさせる
（口頭練習）
．

・日本語を参考に，
ディクテーション
【ワークシート B】

（音読）
【ワークシート B】
〔8 分〕
⑥ Reading Aloud

・解答をできるだけ速く・正確に・丁寧に書かせる．

から該当する語句を探し，
ワークシートに記入させる．

・基本的な音読の流れ
（Chorus → Buzz → Individual）

・目標時間
（10 分程度）
を設定し，教科書 EXERCIS ES

・暗記練習：発音確認後，Vocabulary を日本語か
ら英語の流れで言えるように練習させる．
⑤ Explanation (Grammar & Target Sentences)
〔10 分〕
・言語材料である文法や表現の解説を行う．
・ワークシートや教科書の BUILDING BLOCKS を
使い文法の解説を行う．
・理解した文法の例文を，構造・文法を意識しなが
ら丁寧に読む．

を大切にして，音読練習を行う．

の問題を解答用紙に解答させる．

＜ポイント＞

＜ポイント＞

・英文の意味をしっかりと考えながら，ゆっくり丁寧に

・入試を意識して解答させる
（わからなくても必ず記入

音読させる．
・ペアやグループでお互いに読み聞かせを行うなど，
スラスラ読めるようになるまで繰り返させる．
・速音読：英文の意味を考えながら，なるべく丁寧に
できるだけ速く音読させる．
・Read & Lookup できるように 1 文ずつ丁寧に読ま

されたターゲット文法（例：UNIT 1 では「英文の主

＜ポイント＞

せていく．最初はチャンクごとに，次に１文ずつ言

語」）を探させ，その個数を書かせる．

・英語にこだわらず，日本語でも生徒に，文法のポイ

えるようになるまで繰り返させる．

するように促す）
．解き終わらなかったものは宿題と
する．
・机間巡視を行い，生徒の到達度合いを把握し，解
答解説に活かすようにする．
⑪ EXERCISES（解答解説）
【教科書・板書】
〔18 分〕
・生徒の状況に合わせて解答解説を行う．
・弱点箇所をしっかり把握しておき，次回の授業の
ウォームアップで取り上げるなどする．

ントや文構造などをしっかりと理解させることが大
第 2 時限目
（50 分）
⑦ Warm-up & Review（ウォームアップ・前 時
の復習）
【ワークシート F】
〔5 分〕

各課のゴールである目標文を自己表現させるために
は，モデルとなる英文を十分にインプットさせなけれ

・前時の復習
（確認）も踏まえ，ワークシートを利用し

ばならない．そのためには，
授業を 4 技能
（
「聞く」
「読

て「REPLACE THE VERBS」の箇所に取り組ませ

む」
「話す」
「書く」といった流れ）を意識し，どんな

る．

生徒でもできる活動（スモールステップ）を多く組み込

・スラスラ言えるようになったら，ワークシートに記入
を行う．

んだ授業展開を計画する必要がある．
また，生徒たちの力を着実に伸ばしていくために

＜ポイント＞

は，先を見通した計画と準備が必要である．特に，

・いきなりワークシートに記入させるのではなく，ま

英語表現を高校 1 年の段階で使用する場合，ほとん

ずは口頭練習を行い，スラスラ言えるようになった

どの言語材料は生徒にとっては未習である．そのた

ら記入させる．

め授業を組み立てる際には，コミュニケーション英語

（音読）
【ワークシート B】
〔10 分〕
⑧ Reading Aloud

Ⅰの各レッスンの言語材料との兼ね合いを予め把握し

・復習も兼ね，大きな声で音読させる．

ておくことも必要であろう．そして，欲張らず，コミュ

・暗唱させることを目標に，同時通訳練習などさまざ

ニケーション英語Ⅰに任せられることはそちらに回し，

まな音読訓練を行う．
⑨ Target Sentences（目標文の定着）
【ワーク
シート G，H，I】
〔5 分〕
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英語表現だからこそ指導できる内容を大切にするこ
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されたターゲット文法（例：UNIT 1 では「英文の主

＜ポイント＞

せていく．最初はチャンクごとに，次に１文ずつ言

語」）を探させ，その個数を書かせる．

・英語にこだわらず，日本語でも生徒に，文法のポイ

えるようになるまで繰り返させる．

するように促す）
．解き終わらなかったものは宿題と
する．
・机間巡視を行い，生徒の到達度合いを把握し，解
答解説に活かすようにする．
⑪ EXERCISES（解答解説）
【教科書・板書】
〔18 分〕
・生徒の状況に合わせて解答解説を行う．
・弱点箇所をしっかり把握しておき，次回の授業の
ウォームアップで取り上げるなどする．

ントや文構造などをしっかりと理解させることが大
第 2 時限目
（50 分）
⑦ Warm-up & Review（ウォームアップ・前 時
の復習）
【ワークシート F】
〔5 分〕

各課のゴールである目標文を自己表現させるために
は，モデルとなる英文を十分にインプットさせなけれ

・前時の復習
（確認）も踏まえ，ワークシートを利用し

ばならない．そのためには，
授業を 4 技能
（
「聞く」
「読

て「REPLACE THE VERBS」の箇所に取り組ませ

む」
「話す」
「書く」といった流れ）を意識し，どんな

る．

生徒でもできる活動（スモールステップ）を多く組み込

・スラスラ言えるようになったら，ワークシートに記入
を行う．

んだ授業展開を計画する必要がある．
また，生徒たちの力を着実に伸ばしていくために

＜ポイント＞

は，先を見通した計画と準備が必要である．特に，

・いきなりワークシートに記入させるのではなく，ま

英語表現を高校 1 年の段階で使用する場合，ほとん

ずは口頭練習を行い，スラスラ言えるようになった

どの言語材料は生徒にとっては未習である．そのた

ら記入させる．

め授業を組み立てる際には，コミュニケーション英語

（音読）
【ワークシート B】
〔10 分〕
⑧ Reading Aloud

Ⅰの各レッスンの言語材料との兼ね合いを予め把握し

・復習も兼ね，大きな声で音読させる．

ておくことも必要であろう．そして，欲張らず，コミュ

・暗唱させることを目標に，同時通訳練習などさまざ

ニケーション英語Ⅰに任せられることはそちらに回し，

まな音読訓練を行う．
⑨ Target Sentences（目標文の定着）
【ワーク
シート G，H，I】
〔5 分〕
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おわりに

英語表現だからこそ指導できる内容を大切にするこ
とが大切である．この記事が数か月後に始まる新課
程の授業準備の参考になることを願う．
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