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中学校１年生の英会話の授業の工夫
Some Ideas for English Conversation Class
for the 7th Graders
安永 美恵
不二聖心女子学院中学校・高等学校
Abstract
We teachers have to keep it in mind that it is sometimes hard for us to get students to have
and keep up their interests in class. To overcome this, we are always trying our best to
make our class better. The followings are some of my ideas from English Conversation
Class, which I conducted in the 1st term, 2004. Chapter 1 is about the theme for the 1st
term, “YOU & I”, which turned out to be very helpful and effective in class. Chapter 2
focuses on how the materials were organized and on some ideas which I think are
necessary when making materials. In Chapter 3, some materials I used are introduced.
They were made based on the way shown in Chapter 1 and Chapter 2. In Chapter 4,
evaluation is dealt with. Lastly, in Chapter 5, the questionnaire conducted when we were
through with all the lessons is shown. It was very meaningful and I got a lot of things from
the result. What I have learned through the lessons with them will help me improve my
class in the future.

キーワード: team teaching，中学校 1 年生 1 学期，興味を引き出す教材づくり，つながりを持
った授業構成，評価方法

科目名
対象者とクラス人数
学習の目標

《実践報告》

英語
中学 1 年生

約 40 名

「話す」
「聞く」の技能を身につけ，それを実践できる
ような力を養成する。
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はじめに
本実践報告は，前任校である東京都内私立中学校において，2004 年度に 1 年生を対象に
行った英会話の授業に基づくものである。英語の授業は週６時間設けられており，そのう
ち 1 時間 (50 分授業) が英会話の授業に充てられていた。1 クラスには約 40 名の生徒がお
り，授業は ALT と JT との Team Teaching の形態をとり進められた。教材は教師が作成し
たプリントを毎時間配布し，それに沿って授業を行った。本稿では中学 1 年生 1 学期の授
業をとりあげる。

1. 一学期のテーマ
「話す」
「聞く」の技能を身につけ，それを実践できるようになって欲しいということを
目標にして授業を進めるにあたり，教科書で学習する文法事項の流れに固執しすぎず，ひ
とつひとつの授業につながりを持たせて学習させていきたいという点をいちばんに考慮し，
学期ごとにテーマを定めることにした。中学に入学して初めて英語に触れる生徒がほとん
どであり，英語を話す人々と初めて出会う場面から彼らは世界を広げていくのだというこ
とを踏まえて，1 学期のテーマを “YOU & I” と定めた。 (参考までに，2 学期のテーマは
「数」
，3 学期のテーマは「道案内」と定めて授業を進めたが，「道案内」は 1 年生には少
し高度なものであったと反省している。)

2. 授業の構成と教材づくり
プリントの内容は基本的に，1) model dialogue

2) key phrases

3) pair practice

4) game の流れに沿って作成した。それぞれの具体的な内容と流れを表 1 にまとめた。
表１

授業の流れ

(1) model dialogue

key phrases を盛り込んだ script を考え，それを ALT と JT がス
キット形式で行った後，model dialogue に関する質問をいくつか
生徒に生徒たちに与えることを通して，ある程度の内容を理解，
確認させる。その後プリントを配布し，全員で声を出しながら何
度か model dialogue の練習をする。
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(2) key phrases

key phrases に焦点をあて，ALT の後に続けて声を出しながら練
習をする。

(3) pair practice

隣りの席の生徒と対話の形をとって key phrases を使いながら
練習する。

(4) game

教室を歩き回り，出来るだけ多くのクラスメートと英語を使いな
がら会話できるようなものを行う。教師も交じって活動する。

プリント作成にあたっては，中学 1 年生の生徒たちが手にした瞬間に「楽しそうだ！」
と興味を持ってもらえそうな，視覚に訴えるものになるようにと注意しながら作成するよ
うにしたつもりである。その他，以下のような点に注意しながら教材を作成するように心
がけた。
① フォントの太さ・サイズ・種類
② 使う言葉
③ プリントに載せる絵
④ スキャナー・はさみ・のりを最大限に使う。
⑤ 生徒たちの身近な物や事柄に結びつけられるように考える。あるいは身近なとこ
ろから題材を探す。
⑥ model dialogue の内容
⑦ 楽しいゲームづくり
①のフォントに関してであるが，明朝体は硬いイメージがあるので，ゴシック体や丸文
字，ポップ体を多用し，漢字・ひらがな・カタカナの使い方も考えながら使い分けるよう
にした。
②に関しては，単純な例を挙げるならば「～してみなさい」
「～しなさい」ではなく「～
してみよう！」
「～できるかな？」というような，親近感や興味を引き出せそうな表現を使
うということである。また，ワンパターンな表現に頼りすぎないように努めた。例えば key
phrases を使って練習するために必要な vocabulary をリストにして載せる際にも，リスト
の上に掲げる言葉を “Useful Expressions” としてみたり，
「どうぐばこ」としてみたり，
「○○あれこれ」としてみたりといった具合である。
③の載せる絵に関しては，外国の教材の絵よりも日本の教材の絵の方を生徒たちが好む
傾向があり，日本の教材の中でも色々と比較検討した上で，生徒たちの理解や興味につな
がると感じられるものを選んで使用するようにした。
⑥の model dialogue は，携帯電話，人形，お金，かぶり物など，様々な小道具を使いな
がら演技をした。
「我々は常に俳優でいなければならない」という ALT の言葉はこの model

《実践報告》
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dialogue において非常に大切なものであった。
⑦のゲームづくりでは，
「英語を使わなくてはいけない」という義務感やプレッシャーで
はなく，
「楽しさの中で無意識に英語を使っていた」と生徒たちに思ってもらえることを望
みながらアイデアを考えた。

3. 一学期の授業
ここで，1 学期に使用したプリントを実際にいくつか紹介したい。2004 年度 1 学期の授
業は表 2 に示した予定表に沿って進められた。基本的に「読む」
「書く」の活動を重視しな
いが，活動にメリハリをつけるため，あるいはちょっとした復習で学習事項の確認を促す
ためなどの理由で読み書きの活動を多少加えたりした。Lesson 2 の「正体をあばけ～！！」
の活動では，ひとりひとりに違う名前・年齢・出身地を与え，それを使って活動させた。
表2

1 学期のスケジュール
タイトル

学習内容

Lesson 1

これでもうともだち！

自己紹介の仕方・基本的な挨拶

Lesson 2

Don’t be shy !

年齢・住んでいる場所の尋ね方・答え方

Lesson 3

きょうつうてんハッケン！?

趣味の尋ね方・答え方

Lesson 4

Don’t freeze !

テスト前の復習

（中間テスト）
Lesson 5

もっとできたはずなのにぃ・・・

テスト後の復習

Lesson 6

スキ…キライ…スキ…キライ…

“Do you like…?”で相手の好みを尋ねる

Lesson 7

なんの動物がスキなのさ？！

“What… do you like?”で好みを尋ねる

Lesson 8

Try your best !!

テスト前の復習

（期末テスト）
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図１
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Lesson1 のプリント
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図2
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Lesson2 のプリント
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図3
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Lesson4 のプリント
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Lesson8 のプリント
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4. 評価
配点 100 点分のうち，15 点～20 点分を英会話の点数に充て，Listening Test と
Speaking Test により評価を行った。Listening Test は ALT と JT が録音して作成し，50
分の定期試験中に組み込んだ。Speaking Test は，定期試験前の最後の英会話の授業１時
間を使い，教師と生徒が 1 対 1 で会話をする形で行った。Speaking Test に臨むにあたっ
ては，あらかじめ以下のような用紙を配布しておいた。また，生徒たちには Attitude も評
価の対象になり，配点に含まれている旨を事前に伝えておいた。
表 3 Speaking Test の注意事項（抜粋）

＜スピーキングテストのルール＞

① チャイムと同時にテストを始めるので，図書館への移動は休み時間内に済ませる。
② 図書館では静かにする。
③ テストを始めるとき，先生への挨拶は自分からする。 （テストの始め方は下の表を参照）
④ テストが終わったら，“Thank you !” と先生に言う。
⑤ 教室に帰るときは，いすを元通りにしまい，忘れ物がないことを確認してから退室する。
英語係は最後に椅子と忘れ物のチェックをして，きれいに整頓できているか確認する。

＜採点に関して＞

・範囲はプリントの Ｎｏ．１ から Ｎｏ．４ まで。
・正確さだけでなく，会話のルール（声の大きさ・アイコンタクト・握手などのジェスチャー）や自然さ
など，会話をするときの姿勢ももちろん見ますから，ただ暗記だけするような勉強の仕方ではな
く，友達や家族とたくさん話す練習をしてテストに臨みましょう。
・①名前 ②年齢 ③ 住んでいる場所 ④ 趣味 の尋ね方と答え方を中心によく練習しておくこ
と。

☆ テストの始まりは必ず次のように始めるので，目を通しておくこと。

《実践報告》
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Ｓｔｕｄｅｎｔ
Good

Teacher

（生徒）

morning ! （ Good afternoon! ）

* * * * *

How are you ?

My name is

（先生）

* * * * *

…….

Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

＜ワンポイント・アドバイス＞

受身の姿勢にならず，積極的に，会話を自らコントロールする姿勢をとってみましょう。スムーズ
に会話が進み，気分も楽に感じられるでしょう。 緊張しないでリラックス！リラックス！ ☺
D o n ’ t

b e

s h y

!

D o n ’ t

f r e e z e

!

5. アンケート
1 年の終わりに全クラス (６クラス) を対象に表４のような内容でアンケートを実施し
た。授業参観が 2 度行われたこともあり，保護者にも授業の感想を書いていただいた。こ
のアンケートは，故･田辺洋二先生にご助言いただきながら作成したものである。
「楽しい」
「楽しそう」という点については、生徒・保護者双方から共通して比較的高い
評価を得られた一方で、英語で話す力がついたかどうかという点については、生徒・保護
者ともに回答に大きくばらつきが出た。また，興味を引き出すために，あるいは活動の内
容理解を促すためにプリントの挿絵を選んだつもりであったが，
「絵が分かりにくいところ
があった」という回答がいくつかあり，挿絵を選ぶ際に客観的な目を持ち，もっと注意を
払うべきであったということに気付かされた。これからどんなことを授業で勉強したいか
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ということに関しては，「病気の時の表現」「病院に行った時に役立つ会話」という答えが
複数あり驚いた。他に，保護者の意見の中には JT に日本語を使わず全て英語で話して欲し
いという意見もあった。(授業では英語と日本語を半々で使用していた。)

表４

生徒･保護者に対する質問事項（抜粋）

低←

→高

１．英会話の授業は楽しかったですか？

１

２

３

４

５

２．プリントは見やすかったですか？

１

２

３

４

５

３．授業のポイントを押さえやすかったですか？

１

２

３

４

５

４．勉強したことはこれから役にたつと思いますか？

１

２

３

４

５

５．英語で話す力がついたと思いますか？

１

２

３

４

５

６．授業でどんなところが分かりやすかったですか？

どんなところが分かりにくかったですか？

７．これからどんなことを英会話の授業で勉強してみたいですか？
８．その他，みなさんの意見，要望，1 年間を通しての感想など書いてください。
９．＜保護者の方々へ＞

授業参観へお越しいただきありがとうございました。
ご感想，ご要望などを

どうぞお聞かせください。

おわりに
中学校 1 年生の生徒たちは授業に対して非常に取っ付きがよく，こちらもいつも新鮮で
楽しい気持ちで授業を行うことができる。しかしそれと同時に，中学生という時期は子供
から大人へと成長を遂げる段階でもあり，彼らの興味や様々な物事への関心は目まぐるし
いほどに日々変化をする。彼らがどの発達段階にあり，どんなことに興味を持ち，身近に
どのようなことが起きているのかなどを常に注意して見ていなければ，それを教材・授業
に反映し，授業に対する興味を持続することは難しいということに気付かされることも
多々あった。この授業づくりを通して得た多くのことを，更に今後の授業づくりにも生か
しながら授業に臨んでいきたいと思っている。

《実践報告》

45

