④フレーズハント
（5 分）フィルインノート 本文内容⑴

新教科書特集＝付属教材で授業を豊かに

Grove English Communication Ⅰとフィルインノートを使った授業

スモール・ステップとスパイラルで薄く何回も
東京都立芝商業高等学校教諭

はじめに

加藤正紀

本文内容⑴ の日本語に対応しているフレーズを本文

て③のようなペアワークを行うこともできる．
⑤ Step 1

代名詞確認
（5 分）資料①

より抜き出させる．この問題では冠詞や前置詞を空

フィルインノートの英文を最初から教師（CD）が読

欄にしていないので，苦手な生徒はこれをヒントにし

み，生徒は目で英文を追う．教師が読むのを止めた

て抜き出すことができる．
日本語に対応しているフレー

最後の単語（代名詞）に下線を引かせ，代名詞が何を

ズを意識させ，フレーズとして生徒に定着させていく．

指すか確認する．生徒は下線部より前の英文を見て

Friendship の part 1 についてフィルインノートとワー

本校は商業科の都立高校である．
「新学習指導要

クシートを使った授業の流れを説明する．各パートを

領」において，１年生でコミュニケーション英語Ⅰと英

1 時間で授業を進め，まとめ・復習として 2 時間を用

語会話を設置することになっている．

いて文法項目の説明や復習にあてることを考えている．

ここ数年私が気になっていたことは，単語の意味

フィルインノート（資料④）
の左ページを見ながら，

また，
予習で空欄を埋めさせておき，
ここの問題を使っ

１〜３時間目

はわかっても，その単語を含んだフレーズになると理

part 1 (97 words)

解できない生徒が多いということだった．そのため，

① Hints for listening（2 分）資料①

日本語に対応する英語のフレーズを教科書本文より

新出語の確認をする．発音，アクセントに注意して

抜き出す活動を授業に取り入れるようになった．同時

新出語を教師に続いて読む．次のリスニングでメモを

に，英語が苦手な生徒でも取り組みやすい語彙の導

取らせるために，意味も確認しておく．

入として，
ワードサーチ
（単語探し）
も行うようになった．

② Listening（5 分）資料①

1 回目：教科書を閉じた状態で本文を聞き，聞こえ
スモール・ステップとスパイラルで薄く何回も

た単語やキーワードなどを書き出させる．リスニング

授業では，いかに 1 回の授業中に生徒が読む英文

後，グループやペアで互いのメモの確認をさせ，ひと

の量を増やすかを考えていた．そこで，教科書本文

りでは聞き取れなかった語句や表現も，ペアで確認

を何回も読むことで，英文の定着と英文の量を増やし

することで補う．また，ペアで本文の内容を推測させ

ていくという結論に至った．この授業用ワークシート

る．

作成で意識した点は，①教科書本文を生徒が何回も

2 回目：再度，教科書等を閉じた状態で聞き，日

目を通す必要があることと，②各ステップを通して内

本文の空欄を埋めさせ，part 1 の大意を把握させる．

容把握ができるようにするということである．生徒は

③ Basic Sentences（5 分）資料②

授業中に何回も本文を読む（音読，黙読）ことで，英

基本文の音読練習を行う．ワークシートを利用し，

文の定着と内容理解を深めていく．また，ワークシー

基本文を導入する（part 1 にあたる 1 〜 3 のみ）．教

トのどの問題でも音読やペアワークを行い，英文のア

師に続いて読んだ後，サイトトランスレーション（英文

ウトプットを行う．レッスンによっては 1 課を通して読

をスラッシュまで黙読し，すぐに対応する日本語を確

むワークシートにすることで，まとまった量の英文を

認する）を行い，意味の確認をする．また，ペアワー

読む練習になる．

クとして，リピーティングや英語−日本語トランスレー

資料①

ワークシート

資料③

ワークシート
（Deﬁnition）

資料②

Basic Sentences

ション
（ひとりが英語を読み，もうひとりが日本語にし
授業展開
具体的に，Grove English Communication I の
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ていく）を行い，基本文を定着させる．プリントを見
ないでペアワークを行うことや，シャドーイングを取り
入れることで難易度を上げることもできる．

スモール・ステップとスパイラルで薄く何回も ——
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示し音読させる．また，1 分間に何文字読めたかを

答えを探す．
⑥ Step 2

T − F（5 分）資料①

T − F 問題を行い，本文の内容把握をする．また，
答えが F ならば，本文内容と異なっている箇所を正し

測り wpm を書かせ，速読の練習もできる．ペアで

ノートの左ページやポイントに書き込ませていく．
⑦内容把握
（5 分）
フィルインノート 本文内容⑵ 資料④
本文に合うように日本語を時間順に並べ替えさせる．

⑤本文 通し音読
（時間計測）

⑧文法・熟語

音読をレッスン 1 課全体で行う．時間を計って速
まとめとしてレッスン全体を通して読む．Step 3 か
フィルインノート復習ページ 資料⑤

文法の確認はフィルインノートの復習ページで行う．

⑥日本語要約問題

ディクテーションでは，スペルミスや書けなかった

に対応する本文中の英文に線を引かせる．そうする

語は必ず訂正させる．

ことで生徒が本文に目を通す回数を増やすことがで

② Step 4

次に，音読にかかった時間を計測してフィルインノー
トに記入させ，再度，1 回目よりも速く読むように指

資料④

Plus One Question（5 分）

各パート 1 問ずつ英問に答えさせる．口頭で行って

コーラス・リーディング，バズ・リーディングを行う．

フィルインノート
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も，授業中に問題を解かせ説明することもできる．

らは全体を通して取り組むものにする．また，熟語や

Dictation（5 分）

も良い．
③ Step 5

Put them in order

並べかえを英文で行い，英文の定着を強化する．

授業中ではあまり時間をとらなかった熟語と文法を
復習のページで補う．宿題にして授業で確認すること

音読する．

４・５時間目

① Step 3

本文音読練習
（8 分）

と早く探せる」と助言をすると，生徒は早く探すこと

日本語トランスレーションなども行う．

で行う．ここの日本語を見て内容を再確認する生徒

⑧ part 1

レッスンに出てきた単語の定義を読み，語句を選

な場合には「単語のつづりをある程度覚えてから探す
ができる．

ワークシート

きる．

資料③

ぶことで語彙の定着を強化する．

⑥では英文で内容確認を行ったが，ここでは日本語
もいる．また，早く終わった生徒には，その日本語

Deﬁnition

速音読競争，リピーティング，シャドーイング，英語−

く訂正させる．理解度が低い場合は再度本文を見て
取り組ませる．必要があれば説明を加え，フィルイン

④ Step 6

おわりに

レッスンの内容を再度確認する．また，要約の中

以上，Grove English Communication I とフィ

で重要な箇所に線を引かせ本文から探させることもで

ルインノートを使用した授業を紹介してきた．これは

きるし，この日本語を参考にして英語でサマリーを書

生徒が英文を繰り返し読むことで理解を深め，英文

かせることもできる．

の定着を図る授業である．精読をする場合には，フィ

⑦ワードサーチ
（単語探し）

ルインノートの 本文内容⑴⑵を予習にあて，本文の

ワードサーチで語彙の再確認をする．単語の意味

説明に時間を割くことができる．また，フィルインノー

と発音を確認後，単語探しを始める．生徒はゲーム

トの英文の下には，和訳や文構造等の説明を書き込

感覚で取り組み，制限時間を設けるとさらに盛り上が

むスペースがある．フィルインノートを使用して，さま

る．英語が苦手な生徒は，アルファベット 1 文字 1

ざまな授業展開をしていきたい．

文字確認しながら探すので時間がかかる．そのよう

資料⑤

フィルインノート

復習ページ
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