新教科書特集＝付属教材で授業を豊かに

LESSON 1

Grove English Expression Ⅰ

例文暗記シート・ワークブックを使って英語の基礎力固め

新しい学年が始まります

文法項目 SV
POINT A：The bus stops at the school

〜まずはインプットから始めよう

gate.
POINT B：My school is by the river.

東京都立南平高等学校教諭

作田恵美

Introduction（5 分）
教科書のイラストを見ながら，CD（または教師）
で

はじめに
来年度の新 1 年生から新学習指導要領が実施され
る．新科目
「英語表現Ⅰ」は，４技能の中でも特に
「書

T：Yes. The school building is by the river.
〈生徒に Repeat させる．
〉（以下略）
解説・練習問題
（20 分）
上記のように，ターゲットセンテンスを導入，簡単
に解説した後，練習問題を行う．
練習問題を宿題にした場合，英語があまり得意で
はないためか，答えを直接教科書に書き込む，また

しめの語彙で書かれ，長くても 1 文 10 語程度となっ

Listening（T or F）を行う．

はノートに答えだけしか書いてこない（そしてそのノー

ているので，中程度の生徒の英語力で十分理解可能

1. You can see a lot of students. (T)

トが非常に見づらい）生徒が多い場合もある．そこで

である．

2. This building is a school. (T)

付属教材の「解答書き込みシート」
（資料①）を利用す

3. You can see a train. (F)

ることにする．このシートは教科書通りの形式（選択

く・話す」活動を通して，英語で自分のことや身近な

各課は見開き 2 ページで，文法ポイントは 2 つに

ことがらなどを発表できる力（自己表現力・発信力）

限定されている．また英文は，すべてその課のトピッ

答えを確認しながら，3. の文に続け，以下のような

に焦点をあてている．そこで「英語表現Ⅰ」の教科書

クに即したものとなっている．生徒はパターン・プラ

Interactionを行い，本時のポイントの文へと導入する．

Grove English Expression Ⅰを使用して，高校１年

クティス的な練習を通して英文の構造を理解するとと

T：... No. 3. Can you see a train?

生にどのような授業が展開できるかシミュレーション

もに，その課のトピックに関する使える英文をインプッ

S：No.

してみる．

トできるので，例文を暗記しその中からいくつかの表

T：So what do you see ?

現を拝借するだけで，複数の英文でそのテーマにつ

S：A bus.

文の音読練習に入る．ここで英語の文の構造を意識

いてまとまった内容を語る，または書くことができる

T：Yes. You see a bus. The bus stops at the

した上で，トピックに関する意味ある一連の文をしっ

教科書の構成

2 つのユニットで計 20 課，文法事項は関係代名

に全文を記入できるようになっている．
英文音読
（10 分）

school gate.〈 生徒に本時の Target sentence を

ように工夫されている．

問題，適語補充問題など）で解答した後で，その下

詞の一部，関係副詞，仮定法など教科書の後半で

また 5 課ごとに HOW TO MAKE A SPEECH の

扱うもの以外はほぼ中学の既習事項から成り，易か

コーナーがあり（計 4 回），学んだ英文を利用して，

T：What else can you see in this picture?

ら難へと配列されている．使用されている英文は易

無理なくまとまった量の英文を書き発表することへも

S：Cherry trees, river ....

repeat させる．〉

つながっていく．

答え合わせが終わったところで，1 課分まとめて全

かり頭にインプットしていく．
〔方法例：教師の後について Read & Look up〕
単なる暗記力に頼って英文を諳んじても意味がな
い．常に英語の語順「S ＋ V」を意識させる．そのた
めには，例文の日本語訳を
英語の語順で言ったり（例
「バスは校門のところで止ま

授業展開

る」⇒
「バスは・止まる・校門

（時間配分１時間）
発信できるようになるため

で」
）
，英文も最初からフル

には，まずは英語の語順を

センテンスで一気に言わせ

意識した上で
（文法を理解し

るのではなく，
「S ＋ V」だけ

た上で），使える英語をたく

や，
「S ＋ V / (slash) M ....」

さん取り込んでいくことが重

のようにチャンクで区切った

要 だ と 考 え る． 以 下 に

りなどのプロセスを経て全

LESSON 1 を 例 に， 教 科

文暗唱へとつなげる．クラ

書および付属教材を活用し

ス全体で口頭練習をするこ

た授業のモデル案を示す．

とにより，次に行うペアワー
クを英語が苦手な生徒でも

資料①

解答書き込みシート
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資料②

例文暗記シート

負荷をあまり感じずに取り組
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むことができるようにする．

が言えなかったり，間違えたらヒントを与える．答え

ろう．

文法力＋語彙力＋表現力が三位一体となり生徒の英

る側の B はプリントを半分に折り，英文が見えないよ

例：Does your brother go to school by bus? の解

語力の育成につながっていく．

うにしておく（どうしても言えなかったら，プリント裏

答に対して your brother go school bus のヒント．

続いて英文の定着活動として付属教材の「教科書

をチラッと見るのは OK．ただし文字から目を離して

ほとんど解答通りと言われればその通りだが，一般

例文暗記シート」（資料②）を用いたペアワークに移

答える）．出題は順番でもランダムでも OK．時間がき

動詞 3 単現の疑問文，必要な前置詞，文頭大文字，

新学習指導要領は
「発信力・表現力」といったキー

る．このシートは，例えば POINT A については，

たら，役割を交代して行う．最後にプリントにサイン

最後はクエスチョンマークなどの文法を意識しないと

ワードと共に語られているが，自分が受容した英語力

例文⇒ PRACTICE A ⇒ DO IT YOURSELF A の

をして相手に返す．

正しい文を書くことができない．この例文では出てこ

と同じレベルの英語で発信することは不可能である．

ないが，弱形や連音化などで聞き取りづらい部分（冠

インプット量が 10 だとして，自分の力で自由に表現

詞など）も文法力で補っていることを意識化させるこ

できるのはその 1 割程度，多くても 2 〜 3 割ではな

とができる．

いだろうか．英語の発信力・表現力を身に着けさせ

例文暗記シートでペアワーク
（10 分）

問題の順で 7 題まとめて表になっている．
この
「例文暗記シート」を配布し，
ペアワークを行う．

まとめ・宿題の提示
（5 分）

40 人規模のクラスでのペアワークは教師の目がまん

本時のまとめとして例文暗記シートの裏面にある，

べんなく行き渡るのが難しく，必ずしも全員が主体的

全文を書く問題「定着確認問題」「応用問題」
（資料

に取り組むとは限らない場合もあると思うが，ペア同

③）を行う
（「定着問題」は教科書と全く同じ問題．
「応

士で椅子を向い合わせにして身体ごと向き合って行

用問題」はその英文を参考にして下線部を入れ替え

う，机をつけて行う，立って行う，ペアの組み合わせ

おわりに

るためには，まずはその土台となる英語の基礎力を
その他の教材の利用でさらにインプット

充実させる必要がある．そのためには大量のインプッ

アウトプットにつなげていくためにはその何倍もの

ト，そして身の丈にあったアウトプット（文法的に最初

ればできる問題．

量のインプットが必要である．教科書の例文だけで

から完璧ということはありえないので，間違いなが

を状況に応じてアレンジするなど，生徒が取り組みや

例：定着
「バスは校門のところで止まります」⇒応用
「バ

は不十分であるので，教科書準拠の「復習用ワーク

ら）から始めていくことが結局は近道となるのではな

すい状況を作り，頑張らせたい．

スは私の家の前で（in front of）止まります」）．終わ

ブック」
（資料④）
を用いてさらに使える英文をインプッ

いだろうか．

らなかった部分は宿題とする．

トさせたい（授業内に扱うことは現実的には厳しいの

〈取り組み手順例〉
①各自で
（

）
に答えを入れ英文を完成させる．
（2 分）

②ペア
（A・B）同士で問題を出し合う
（3 〜 4 分× 2 回
＝ 6 〜 8 分）
．その際お互いのプリントを交換しておく．

で宿題になってしまうことが多いだろう）
．
補足：次の時間に行う復習活動例

見開き 2 ページの右側の GIVE IT A TRY の小問

記憶定着のためには，復習活動が欠かせない．前

とその下の LETʼS WRITE の小問はリンクしており，

最初 A が問題を出題し
（日本語で）
，B が答える
（プ

時に扱った英文を使って Dictation による復習活動

単語の一部を入れ替えれば和文英訳の問題ができる

リントを見ずに英文で答える）
．A は B の答えをプリ

を行う．Dictation を行う際は，音にだけ頼った書

ように工夫されている．また教科書同様，例文はす

き取りも単に暗記力に頼った英文暗唱同様意味がな

べてその課のトピックに即したものになっているので，

ントでチェックし（正しく言えたらチェック欄に□）
，B

い．そこで，英文を聞いた
後すぐに書き出すのではな
く，教師が 5 〜 10 秒カウン
トし，それから書くように指
示をする．頭の中で意味を
考えてから英文を再生させ
るので，意識的または無意
識に文法力を使って書くこ
とになる．その際，生徒の
力に応じて，ヒントなしで全
文を書かせてもよいだろう
し，以下のようにヒントとし
て単語を出てくる順番に与
えたプリントを作成し，その
資料③ 定着確認問題・応用問題
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下に全文書かせてもよいだ

資料④

復習用ワークブック
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（2 分）

②ペア
（A・B）同士で問題を出し合う
（3 〜 4 分× 2 回
＝ 6 〜 8 分）
．その際お互いのプリントを交換しておく．

で宿題になってしまうことが多いだろう）
．
補足：次の時間に行う復習活動例

見開き 2 ページの右側の GIVE IT A TRY の小問

記憶定着のためには，復習活動が欠かせない．前

とその下の LETʼS WRITE の小問はリンクしており，

最初 A が問題を出題し
（日本語で）
，B が答える
（プ

時に扱った英文を使って Dictation による復習活動

単語の一部を入れ替えれば和文英訳の問題ができる

リントを見ずに英文で答える）
．A は B の答えをプリ

を行う．Dictation を行う際は，音にだけ頼った書

ように工夫されている．また教科書同様，例文はす

き取りも単に暗記力に頼った英文暗唱同様意味がな

べてその課のトピックに即したものになっているので，

ントでチェックし（正しく言えたらチェック欄に□）
，B

い．そこで，英文を聞いた
後すぐに書き出すのではな
く，教師が 5 〜 10 秒カウン
トし，それから書くように指
示をする．頭の中で意味を
考えてから英文を再生させ
るので，意識的または無意
識に文法力を使って書くこ
とになる．その際，生徒の
力に応じて，ヒントなしで全
文を書かせてもよいだろう
し，以下のようにヒントとし
て単語を出てくる順番に与
えたプリントを作成し，その
資料③ 定着確認問題・応用問題
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下に全文書かせてもよいだ

資料④

復習用ワークブック

例文暗記シート・ワークブックを使って英語の基礎力固め ——
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