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New Edition UNICORN 英語Ⅰ

New Edition UNICORN 英語Ⅰ
教科書を土台とした英語力育成へ向けた試み
青森県立八戸北高等学校

１．はじめに
本校は各学年 6 学級，平成 17 年度から文部科学省
より SSH に指定されている，
青森県内の一進学校です．
はじめに，現在使用している授業用プリント作成に至
る経緯を簡単に説明します．
平成 20 年度 1 学年の英語の授業は，赴任 1 年目の
筆者，同じく赴任 1 年目の前田，本校勤務 10 年目の
柴谷 3 名で担当することとなりました．この 3 名でチー
ムを組むのはもちろん初めてのことなので，年度当初，
指導方法の共通理解を図るためのミーティングを何度
か行いました．各教員の意向ができるだけ反映される
よう検討して作成したのが，今回ご報告いたします教
材です．大学入試へ向けて学力を育成するためには，
速い進度で量をこなして学力を伸長する方法や，深く
踏み込んで定着を促す方法など様々な考え方があると
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思います．私達は本校の生徒の実情を考慮した結果，
後者の手法を選択しました．教科書本文を有効活用し
て授業に様々な活動を取り入れ，多方面からアプロー
チすることより，4 技能の総合的な育成を目指して教
材を作成しました．
授業を構成する上で特に以下の点を意識しました．
①速読，精読の要素を織り交ぜ，英文読解の能力を高
める．
②英語による指示や応答の場面を多く設定することに
より，リスニングとスピーキングの能力向上を図る．
③音読やペアワークの場面を多く設定し，インプット，
アウトプット量を増やすことにより学習事項の定着
を図る．
④英語を書く機会を与え，ライティング能力の向上を
図る．

２．授業で使用する教材について
各課で使用するプリント類は以下の通りです．
（1）
〈BEFORE YOU READ〉
ディクテーションプリント―― 1 枚

（2）日本語訳プリント―― 1 枚
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（3）予習プリント〈各 Part〉―― 1 枚

New Edition UNICORN 英語Ⅰ

（5）
〈本文終了後〉確認テスト①，② ―― Part 数に応
じて 1 もしくは 2 枚

① を，Part3, 4 が 終 了 し た と こ ろ で ② を 行 う．
（Lesson 1, 2 は 3 Part 構成のため Part 3 終了後，
Lesson 10 は 5 Part 構成のため Part 3 終了後に確
認テスト①，Part 5 終了後確認テスト②を実施）
・（6）の復習問題プリントと
（7）教科書準拠ワークブッ
ク（スタンダード）を用いて総復習を行う．
（目的：
確認テスト，問題演習による復習を通して学習事項
の定着を図る）

３．教科書本文の指導について

（6）復習問題プリント（教科書本文後の ORGANIZER,

LANGUAGE FOCUS, DEVELOPING YOUR
SKILLS に手を加えて編集したもの）
（7）教科書準拠ワークブック（スタンダード）

（4）Review1, 2 ―― 1 枚

次に，各課の大まかな流れと各活動の目的について
説明します．
【BEFORE YOU READ】
・教科書のリスニングの設問に答えることに加え，
（1）
のディクテーションプリントを用い，それぞれの英
文について，全体の意味や単語，熟語について学習
する．
（目的：リスニング能力の向上，単語，熟語の
学習［意味・スペル］
）
【各 Part】
・ 本文の読解の補助となるよう，
（2）
の日本語訳プリン
トを用い，空欄穴埋めにより日本語訳を完成させる．
（目的：英文和訳の能力を養う）
・（3）の予習プリントで単語，熟語の確認をし，教科
書に掲載されている Q&A に答えさせたり，教師が
作成した T-F Questions に答えさせたりする，また，
本文全体の読解を行う．
（目的：Q&A，T-F Questions
を通して速読力を養う，本文全体の読解を通して精
読の能力を養う）
・ 復習として，
（4）
の Review1，2 を用いてペアワーク
を行う．
（目的：4 技能を統合した活動を通して総合
的な英語力の向上を図る）
【本文終了後】

・（5）の確認テストを，Part 1, 2 が終了したところで
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指導過程については教員間で共通理解を図ってはお
りますが，各教員の持ち味が発揮されるよう指導にあ
たっておりますので，ここでは筆者が ALT とティーム
ティーチングにて指導する際の実践例を，ある 1 Part
の流れに沿って報告させていただきます．なお，この
流れで 1 Part（確認テストを除く）を終えるのに 1.5
〜 2 時限を要します．
（1）New Words / Extra Words & Phrases
各 Part で新出として扱われている語
（句）
，および現
段階で確実に身につけて欲しい単語，熟語，構文な
どについて，ALT の発音を聞き，発音練習を行う．
（2）音読練習
1回目 ALT がチャンクごとに音読し，生徒は後に
続いて音読する．その区切りごとに生徒はプリント
の本文にスラッシュを記入する．その Part の終わり
までこれを繰り返す．
2回目 ALT が 1 文を音読し，生徒は後に続いてそ
の文を音読する．その Part の終わりまでこれを繰り
返す．
（3）Q&A ＊
ALT が Q&A 欄に記載されている質問を生徒に問い
かけ，
生徒は質問に対する答えを口頭で発表する（予
習が前提なので，生徒は事前に各質問に対する答え
をプリントに書き込むことになっている）
．その後，
筆者が What is the meaning of the question? と
発問し，生徒が答える（平易な質問文については筆
者が説明する）
．ALT が Where can you find the
answer? と発問し，生徒が答える．さらに，筆者
が What is the meaning of the sentence? と発
問し，生徒は答える．この一連の流れが終了したら
次の質問へ移る．
（4）T-F Questions ＊
ALT が T-F Questions 欄に記載されている英文を読
み上げ， Who thinks itʼ s true? Who thinks itʼs
false? と発問し，
生徒は正解と思う方で挙手をする．
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1 〜 3 までの設問についてこの手順で生徒の理解度
を確認する．
次に筆者が What is the meaning of the question
No. 1[2，
3]? と発問し，生徒に意味を答えさせる．
ALT も Where can you find the answer? と発問
し，生徒が答える．さらに筆者が What is the
meaning of the sentence? と発問し，
生徒が答える．
上記（3）
（4）の過程において，生徒が各問に答える際には，
クリスクロスやその変形パターンを取り入れている．その他
にも生徒が自発的・積極的に活動に参加するように，指名の
方法を工夫している．また，生徒が各問に答えたあとで，適
宜説明や解説を行っている．

＊

（5）本文読解

＊＊

本文の各英文について，生徒に意味を答えさせる．
うまく答えられない生徒に対してはチャンクごとに
意味を答えるよう促す．この活動の補助となるよう，
予習段階で生徒は日本語訳プリントの空欄内を記入
させておく．1 段落進んだ時点で筆者が各英文につ
いて，単語，熟語，構文などについて説明を行う．
なお，指導過程
（3）
および（4）で取り扱った英文に
ついては，筆者が意味を述べ，説明も最小限にとど
める．この手順で本文の最後の段落まで読解を行う．
板書事項などの書き込みは予習プリントに行い，教
科書には書き込みをさせず，白文を残しておくよう
指導している．
ここでも生徒の発言の形態は指導過程（3）
（4）に準じる．
また，説明段階で単語，熟語，構文などに関して，同意表現，
反意表現，例文などの指導は ALT の担当とする．

＊＊

（6）Review 1 ＊＊＊

プリントは，本文の新出語
（句）
の箇所に空欄を設け
て直後に意味を記載させ，音読練習，本文の復習，
新出語
（句）
の確認を総合的に行うことを目的として
いる．
（2）の音読練習 1 回目と同じチャンクを使い，同じ
要領で ALT 音読→生徒音読→スラッシュ記入を行
う．次に生徒はペアを組んで，生徒 A がチャンク 1
つを音読し，生徒 B がその意味を答え，次のチャン
クに移る，という手順でペアワークを行う．Part の
およそ真ん中の段落で区切り，生徒 A・B の役割を
交代する．活動が終わったペアに，プリント下部に
設けた（
）内に語
（句）
を記入させ，さらに本
文と照らし合わせ確認させる．そうすることにより，
早く活動が終了したペアが時間をもてあまし，私語
が多くならないようにしている．あとは各自のペー
スで語
（句）
の学習に取り組む．
（7）Review 2 ＊＊＊
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プリントは，
（6）Review 1 の（
）を中心に，
その前後に範囲を広げ，フレーズ，構文単位で空欄
を設けて構成している．Review 1 と同様にペアを作
り，生徒 A が英文を 1 文読むときには生徒 B は教科
書を見ながら生徒 A の音読を聞き，生徒 A が空欄を
埋められない箇所について生徒 B が入るべき語を教
え補助をする，という形式で進める（生徒は Review
1 での交代箇所と同じ箇所で役割を交代する）
．ペア
ワーク終了後も Review 1 同様，プリント下部の
（
）内に語
（句）
を記入し，各自で確認を行う．
Review 1, 2 でペアを作る際は，マンネリ化を避けるため，
隣，前後，指定の列の席順をずらしてペアを作らせるなど
して，できるだけ多くの生徒とペアを組む機会を与えてい
る．ペアワークに対しては，英語の得意，不得意にかかわ
らずほとんどの生徒が前向きに取り組んでいるようだ．

＊＊＊ 

（8）確認テスト

各課ともに Part が 2 つ終了した時点で
「確認テスト」
を行う（Lesson1, 2 および Lesson 10 については前
述の通り）
．このテストは Review 2 で設けた空欄と
同じ箇所に語
（句）
を書き入れるという形式．不合格
者には後日再テストを行い，全員合格するまで粘り
強く指導にあたる．英語を読んで理解する能力と書
く能力をリンクさせて英語力を高めようという試み．
年度当初は不合格者の数も多かったが，しつこく再
テスト，再々テストを行うため，生徒の意識にも徐々
に変化が表れ，不合格者の数は大幅に減少した．継
続的に英語を書く活動（他にも暗唱文テストなど）
に取り組んだ成果として，また，生徒の意識面での
変化に伴って，徐々に表現力の分野において模擬試
験での英語力が高まったことが確認できた．

４．おわりに
今回ご報告させていただいた授業実践例は，学年の
英語担当教員が英語の学習において生徒にどのような
力を身につけてほしいか，それぞれの理念を統合して
作成した教材をもとに行ったものです．効果的な指導
法について十分時間をかけて議論した結果のものでは
ありますが，これで万全ということではなく，今後も
更なる改善を目指し，議論を重ねてゆく余地があるも
のと考えております．お読みいただいた方より，更に
効果的な活用方法についてご提言いただければ幸いで
す．

