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要約
今年度は本校 SSH 研究指定校第４期の四年目である。研究開発課題は「国際社会に貢献する科学者・技術
者の育成をめざした探求型学習システムの構築と教材開発」となっており，その研究の柱の一つが「国際社会
に貢献する科学者・技術者の育成をめざした探求型学習の教材開発と実践」である。
SSH 第３期以来，本校生徒による日本国内外における研修や，英語での研究発表の機会を設けており，台中
高級第一中学校研究交流（台湾）
，釜山国際高校訪問（韓国）
，他校 SSH プログラムによる海外派遣等のプロ
グラムを実施してきたが，本年度は新型コロナウィルスの影響により，これらのプログラムは中止またはオン
ラインによる開催となっている。
本年度は前半に休校期間，オンラインと対面授業を並行して実施した期間が長かったため，研究主題を標記
の通りとした。しかるに，英語科では海外の文化を広く受け入れ，国際社会に向かって発信する能力の育成を
目指す教育活動を継続することは変わりがなく，各担当教員の研究・実践も必ずしも標記主題に限定すること
なく報告することとした。

1. はじめに
1.1 英語科の授業構成
本校英語科では，中高６ヵ年一貫教育の指導課程と
して，生徒の発達段階に応じ，６年間を基礎期［中１・
中２］
・実践期［中３，高１］
・発展期［高２・高３］
という３段階に分けて位置づけ，それぞれの特徴に応
じた指導を行っている。
各学年の授業は以下のとおりである：
中学 「英語」４時間（LL・TT 各１時間を含む）
高１ 「コミュニケーション英語 I」 ３時間
「英語表現 I」２時間 （TT1＋LL1）
高２ 「コミュニケーション英語 II」４時間
（TT １時間を含む）
高３ 「コミュニケーション英語 III」３時間（選択）
「英語表現 II」２時間（選択）
本校英語科ではどの学年，科目においても「英語は
英語で教える」ことやコミュニケーション活動を重視
した教育を共通理解として指導にあたっている。

1.2 英語科の取り組みの指標
本校の教育目標は 「
『自由闊達の校風のもと，挑戦
し，創造し，貢献する生き方をめざす』の理念にもと
づき，生徒自らが学ぶ態度の涵養に努め，将来を担う
社会のトップリーダーとして活躍できる能力と意欲を
身に付けさせる」ことである。また，SSH 研究開発課
題として
「国際社会に貢献する科学者・技術者の育成」
が標榜されている。そのため，英語科では発信力・プ
レゼンテーション能力の涵養を念頭においた教育活動
を行っている。
本論では，今年度の各学年の取り組み，および国際
交流，イングリッシュルームの実践について述べる。

2. 各学年における取り組み
2.1 中学１年生（74 期）
担当：山田忠弘
2.1.1 はじめに
中学１年の英語授業形態は，次の３つの時期に分け
ることができる。
１．G-mail 配信（４月～５月 GW）
２．Google Classroom 使用（５月 GW 後～７月）

How to develop students’ English skills by teaching online
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３．通常授業（９月）
まず１．G-mail 配信だが，新入生のため新規 Gmail
アカウントの配布や教科書類送付，通信環境調査など
に時間を要したため，全員一律の課題送付ができたの
は４月末であった。
メールで返信も可能ではあったが，
まずは読んでもらうのみの一方向配信でスタートした。
２．Google Classroom の使用が GW 後に全校で標
準とされたことを受けて，クラスごとに英語
Classroom を開設し，
教材の配信は以後そこで行った。
生徒も教員も初めてで手探りの中で，ファイルの共有
や Document, Forms といった機能などをその都度試
しながら進めた。同時に，回数こそ少ないが，Google
Meet やクラスの半分の人数での対面授業も並行して
行われ，教科書と副教材の自習と合わせ，できる限り
の学習を実施した。
３．通常授業（40 分）は，９月の一斉登校開始に合
わせて始まった。登校できなかった期間の事項につい
ては復習を行うことも考えたが，１学期期末試験など
の結果からある程度は習得済とみなし，例年の２学期
の内容（教科書は Lesson 5 から）で進めている。

最初に扱い，その後にハンドアウトを用いた文法事項
確認と補足，発展演習などを行った。加えて週１回の
小テスト（単語スペリング，短文英訳）や洋楽聞き取
り穴埋めクイズなど，同じ活動が長時間続かないよう
に配慮している。
TT 授業（週１時間）では，SIDE by SIDE 2 から必
要箇所を抜粋したハンドアウトを配布し，ALT による
音読練習，文法・語法解説，ペアワーク練習などを原
則 All English で行っている。
今学期は時間不足（50→40 分）のためパフォーマン
ステストを実施することができなかったが，３学期は
学期始めにスピーチ（冬休みにしたことなど）を行う
予定である。

2.1.2 授業について
１学期は，週２時間の通常授業で教科書 New
Crown，自宅学習用副教材として 5-STAGE 問題集，
TT 授業で SIDE by SIDE を使用する予定だったが，
登校がほぼ無かったため，以下のように用途を変更し
た。詳細については，別表の通りである。これに加え，
授業などで直接扱うことはないが，NHK ラジオの基
礎英語１の聴取も推奨している。
配信（Meet 含む）
：SIDE by SIDE 1 と Workbook 1
自習（小テスト）
：5-STAGE
対面授業（20 名／TT／２回）
：教科書 New Crown 1
Meet は最初は質問タイムとしていたが，前日に配
信した SIDE by SIDE を音読する機会となっていった。
最終的には，期末試験をほぼ例年通りの出題範囲で
行うことができ，７割程度の平均点とまずまずの出来
であった。
【資料】授業の一覧を本論（英語科）末尾に資料と
して付す。

Dominoes “Sherlock Holmes: The Dying Detective”
(Oxford University Press)

＜テキスト・教材＞
NEW CROWN ENGLISH SERIES 1（三省堂）
SIDE by SIDE Extra Book ①②（PEARSON）
SIDE by SIDE Extra Activity Workbook ①②
（PEARSON）
徹底反復シリーズ 5-STAGE 英文法完成 BOOK 1
（数研出版）

2.1.3 中学１年生（74 期）LL 教室を使った授業
担当：髙橋深美
中学１年生では Listen First (Oxford) をテキスト
にして週１回 LL 教室を使用した授業を行うこととし
ている。
４月，５月は休校であったため，テキストが生徒の
手元に届いたのが５月下旬であったため，通常より遅
い開始となった。
このテキストは 10 ユニットからなる
が，１学期は音声と課題を週１回配布し，６ユニット
分を学習した。
２学期は対面授業となったが，
１コマ 40 分であった
ため，基本的に２回で１ユニットを学習した。テキス
トだけではなかなか語彙も定着しないので，別にワー
クシートを作り，そのユニットで習熟させたい語彙や
表現を繰り返し書かせる練習を行った。
11 月中旬ですべてのユニットの学習を終えたので，
夏休みの宿題は，Oxford Dominoes シリーズの
その後は Peppa Pig を使用している。これはイギリス
“Sherlock Holmes: The Dying Detective”を読ませ， で作られたアニメーションであるが，１回分が５分程
２学期最初の授業で確認テストを行った。
度であり，内容も日常的で難しくはないが，やはりオ
２学期の通常授業（週２時間）では，教科書 New
ーセンティックなものなので聞き取りが難しい箇所も
Crown 1 Lesson 5-8 の２ページ（本文は１ページ）を
あり，教材として使用することが可能である。
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2.2 中学２年生（73 期） 担当：須田智之
2.2.1 はじめに
2020 年２月末にコロナウィルス対策として，日本政
府から全国の小中高等学校に対して３月からの休校措
置の要請が発表された。
筆者は 73 期の中学１年時の授
業を担当していたが，３学期の期末テストなどは実施
できず，その後も生徒たちにも会えないまま新学期を
迎えることとなった。
2.2.2 １学期の取り組み
休校措置が続く中，１学期は Google Classroom で
の課題配信という形で中学２年生の授業を開始し，そ
の後は ALT との英語での対話の YouTube 動画配信，
Zoom での双方向オンライン授業の実施など，まさに
手探りの状態でオンライン授業の形を模索し続けた。
その後，クラスを２分割しての分散登校が開始された
が，英語の授業ではペアワークの実施などが困難であ
ろうと判断し，分散登校期間中もオンライン授業を継
続することにした。
休校期間中の課題配信に際しては，学校に登校でき
ない生徒たちを元気づけられる様な題材を用いること
を心がけた。具体的には，ALT からのという英文手紙
を読ませる，TED Talk などの動画を視聴させるなど，
コロナ禍を乗り切るべく学ぶこと・生きることへのポ
ジティブなエネルギーを感じ取って欲しいという思い
を込めると共に，長く続く自宅での学習に飽きずに取
り組んでもらえる様に笑いのある題材や，時事的な内
容なども扱った。
2.2.3 ２学期の授業での取り組み
２学期からは全校生徒が登校しての対面授業が再開
されたが，通勤通学ラッシュを避けての時差登校とい
う観点から，10 時始業・40 分授業での実施となった。
英語の週配当時間４時間は以下の３つの要素から構成
されている（筆者は①と③を担当）
。①「教科書を中心
に英語の基本的な仕組みを学ぶ時間」２時間，②「LL
教室で聴解能力の訓練をする時間」１時間，③「ALT
とともに実際に英語を使ってみる時間」１時間という
組み立てである。
今年度は 40 分授業での実施であった
ため，例年と比べると短かった授業時間のために，カ
リキュラムの進度・深度ともに少なからず影響を受け
ざるを得なかったと言えるだろう。以下に各授業の概
要を述べる。
(1)教科書中心の授業（週２時間）
New Crown English Series 2（三省堂）を使用し，

英語による意味伝達を大切にした授業を心掛けている。
教科書の使用に際して強弱をつけると共に，関連する
発展的な内容や教科書以外の教材も取り入れている。
また，音声面の強化と Warming-up，更には文法事
項の導入も兼ねて，英語の歌を紹介している。１学期
には比較級の導入も兼ねて，アトランタ五輪のテーマ
ソングであった Gloria Estefan の Reach を，２学期
には Queen の I was born to love you，
Bicycle Race，
Somebody to Love などを取り上げた。
(2)ティームティーチングの授業（週１時間）
ALT と共に行う授業で，教科書ではカバーできない
日常的な語彙などを多く取り上げて語彙力の増強を図
りつつ，既習の文法事項を定着させるための言語活動
とコミュニケーションの手段として英語を用いる発表
活動のバランスを取りながら授業を進めている。ALT
のサディア先生は本校での指導にも慣れており，時に
は厳しく生徒指導にも当たって下さり非常に頼もしい。
2.2.4 今後の課題
新型コロナウィルス感染症の大流行の収束が未だ見
通せない状況であるが，その中であっても生徒たちの
成長の手助けとなるような教育実践を心掛けたい。ま
た，課題配信などオンライン授業などで得た経験を生
かしつつ，授業の内容や形式のバージョンアップを図
っていくことが，今後の課題である。
2.2.5 中学２年生（73 期）LL 教室を使った授業
担当：秋元佐恵
１学期：Basic Tactics for Listening の電子書籍を使
用し，オンライン(Zoom, Meet)で１ユニットずつ進め，
一部課題としてフォームで提出させた。７月は対面授
業を各クラス半分に分けて行った。
２学期以降：①英語クイズ２問 ②Tactics を１ユニ
ット ③語彙のワークシート ④応用問題の小テスト，
という順序で授業を組み立てている。解説と解答は要
点のみとし，なるべく多くのリスニングを授業内で行
うよう留意している。音声とスクリプトは授業後に
Google Classroom にアップして各自聞きなおしがで
きるようにしている。
＜テキスト＞
“Basic Tactics for Listening Third Edition” (2011)
Oxford University Press
『究極の英語リスニング Vol.1』(2008) アルク
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2.3 中学３年生（72 期）
2.3.1 はじめに（発展期の 1 年目)
当該学年は中１次より担当し，３年目となる。中学
外国語指導は３巡目，通算で９年となるが，小学校で
の外国語指導の変遷を受け，英語での種々の活動や発
表活動に対する抵抗感はますます全体として低くなっ
ていると実感する。一方，日本語でも人前で話すこと
を得意としない，好まない生徒にとっては，言語が変
わっても同じどころか，周囲に飛び交う外国語により
さらに言葉が出にくくなる傾向がある。
場の状況や口調，ジェスチャー，人間関係の背景な
ど，言葉以外の情報から，発話内容をある程度感覚的
に理解（推察）できることから，指示を聞き流したり，
聞こえた単語からかいつまんで自分なりに解釈したり，
とコミュニケーション成立にリスクを生む「よくない
癖」は，抵抗感低下に伴い高まっている感は高い。
「と
りあえず概要が理解」できれば，
「要点を何となく相手
に伝える」ことができれば事足りる，という学習では
なく，発展期として既習事項を様々な場面で正しく運
用できるよう，発話の場面をより現実味のあるものに
すること，生徒一人一人の発話頻度を高める環境づく
りに努めている。
中学３年次の到達目標は，以下の５点とした。
●「話すこと/Speaking」について
①学習した型や語を使って必要なことを伝え合うこと
ができる。
②テーマに従い，聞き手を意識したプレゼン準備がで
きる（英文作成＆提示資料の準備）
。
③準備したプレゼン内容を聞き手に理解してもらえる
発表ができる（声量・抑揚・間）
●「書くこと/Writing」について
①学習した型や語句を使って正しく書くことができる。
②伝えるべき内容に合う型や語句を正しく選択するこ
とができる。
③読んだり聞いたりした内容を要約することができる。
●「聞くこと/Listening」について
①必要な情報を聞いて要点を正しく理解することがで
きる。
②各種発言やスピーチ，ニュースを聞いて大まかな内
容を理解することができる。
●「読むこと/Reading」について
①文章の長短に関わらず，要点や概要をつかむことが
できる。
②言外の内容を推察することができる。
③理解した内容を基に自己の考えを整理することがで

きる。
●「辞書」について
＊紙の辞書
①意味を調べる以外にも様々に活用することができる。
②発音記号を見て未知語・新出語でも発音できる。
③文章に合う語の意味や語法を正しく速く見つけるこ
とができる。
2.3.2 授業の構成
英語の授業は週４時間あり，そのうち２時間を教科
書中心の授業
（＝英語の基本的な構造から
「表現の型」
やその考え方，内容を産出するに必要な語彙を学ぶ時
間）
，１時間を LL 教室での授業（＝聴解力を養う時間）
，
１時間を Team Teaching 授業（＝他の３時間で学んだ
ことを実際に運用しながら，英語でコミュニケーショ
ンする力を外国語指導助手とともに育成する時間）と
位置付け，指導を行っている。
いずれの授業でも，生徒にとって身近な場面や文の
型で繰り返したくさんの発話練習をすることでコミュ
ニケーションに必要不可欠な「語彙」と「型（語順）
」
を身につけ，自らの考えや思いが発信できたと実感で
きるように教材作成に留意している。
毎回の授業では，
「何を学ぶか」
「何ができるように
なるか」を冒頭で明らかにし，生徒自身でもその評価
ができる機会を設けている。
具体的な指導内容については，
」
本年度は新型感染症
拡大の影響への対策から，１学期と２学期について実
施した指導を分けて述べる。
2.3.3 教材
・２時間の授業
三省堂 New Crown English series Ⅲ
自主教材（配布プリント，配信学習資料）
・Team Teaching 授業（以下，TT）
正進社『Talk and Talk 3』
Pearson Education (Longman)：Side by Side
National
Geographic
Learning
(Cengage):
Grammar Explorer 3
自主教材（プリント）
その他，NHK 語学番組の『基礎英語３』聴取の継
続を推奨。
長期休業中は課題として reader 書籍を与えるが，
こ の 冬 の 課 題 に は “Mary Shelley: Frankenstein”
(Pearson Education, PENGUIN Readers) を課した。
課題に対する評価は，内容に関する小テストと授業で
の要約活動やディスカッションで行う。
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2.3.4 １学期の学習
【オンライン学習中の実践例・教材例】
パワーポイントのスライドショーの記録機能を利用
したり，Google meet で授業や，Google classroom に
課題を投稿などさまざまなツールを試したもののどれ
も生徒は受け身学習で，他教科・科目とも合わせて課
題に圧倒されている状況から，生徒個々人とどれだけ
外国語（英語）を通して繋がりを保てるか，主体的に
学びに向かってもらえるかを思案した。Google meet
授業を行ってもなかなか全員が発話できる時間には限
りがあり，各家庭の通信環境により，常時顔を映し出
させることも難しい。そうなると，結局「視聴」が主
となり，一つの視聴の限界はせいぜい 15 分と考える。
結果，
「個々の生徒の学習をサポートする，個々の生
徒との繋がりを保持する」ことを中心に据えることと
し，今年度試用を始めたオンライン教材作成ツール
“BookWidgets” を継続使用した。これは，学校が
使用するシステム G-Suite と統合が可能で，教材作成
における問題の種類も豊富であり，
課題の提示・回収，
採点，個別フィードバックなど，現実の授業で使用す
る方法に大きく近づけるものであった。また，実際に
使用を継続する中で，外国語に限らず，すべての教科
で活用できるツールだと実感した。
試用から本格使用へ向けて苦労したのは，一つの学
習材料を作成するのに４～５時間，全員の提出物のフ
ィードバック返却に 10 時間程度
（１つの学習課題につ
き，およそ 20 問。すべてについてコメントを付した）
かかることである。
教材作成は通常授業と比較すると，
３割増しの所要時間。
【作成した教材例】
①300 語程度の英文について，新出単語等のフラッシ
ュカード（画像・音声付き）で学習（音声は教師が録
音したもの）
。②英文の音声を聞く（音声は原音と教師
によるゆっくりスピードの録音版で２種）
。
③英文を読
み問題を解く。問題の種類は以下の通り。
・英問英答で英文入力あるいは録音させる
・音声による問いについて英文を入力，あるいは録音
させて解答させる。
・内容に合う画像を組み合わせる（使用する画像は著
作権フリーのものを探して掲載）
。
・整序問題
・要約英文の空所に語句入力
・英文中の語句を使用した英作文
・内容理解としてマッチングや多肢選択問題
・音読音声の録音

・英語で文章についてのコメント入力あるいは録音
複数に及ぶ問題形式を含めても一つの教材として，
作成でき，提出されるファイルも一つに統合されてい
るので，その時に重視したい内容に中心を置いた教材
作成が可能であった。一つ一つの問題にコメントを付
し，部分点を調整するなど個別の採点をして返却した
ことで，回ごとに生徒の取組に良い変化が見られた。
また，実際に取り組む生徒からの教材自体へのフィー
ドバックを活かすよう努めた。特には，音声録音タイ
プの問題は，録音するまでに何度も自分で練習したり
と，反復を繰り返したことで例文が内在化へと繋がっ
たようである。
実際の作成物を資料として後掲する。
2.3.5 ２学期の学習
【実践例・教材例】
９月当初は現実の対面コミュニケーション活動が開
始できた時期であり，扱った教科書の課にある「会話
を始めたり，話題を変えたり，終わらせる」を発展さ
せ，
「会話を続ける」ための tips から，相手の話につ
いて質問をする（5W1H)，相槌を打ち（Showing
interest and agreement)，さらに相手から話を聞き出
す，というコミュニケーションの継続や良好な人間関
係の構築には
「共感・傾聴」
の姿勢，つまり sympathetic
ear を持つことが大事であることを常に感じられる授
業を進めた。
休校中のオンライン授業
（英語に限らず）
で受け身な学習から，主体的にコミュニケーションを
働きかけられるように必要なことを学習した。具体的
な内容（項目）は以下の通り。
・Common responses
・Echo questions
・Echo words
・Showing interest and agreement
・Wh-follow up questions
これらは現在授業冒頭で“Conversation Time”と
称し，教師がまず発話する。発話の内容は，現実で数
日間に起こったこと，行ったこと，感じたことなど。
それに対し，会話をつづけるべく３～５回ほど質疑応
答でやり取りをし，会話をするというもの。平均して
３分以内で終了する。その際，授業で取り扱う言語材
料を織り込むことで，
授業の導入との繋がりに努めた。
現実のことであり，容易にイメージできることから，
どういった場面で当該言語材料を使用するのか，が説
明せずとも理解できたようである。
次に，自分自身で行う会話から，
「他者に，内容を伝
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える：Reported speech」へと進めた。時制・語順・
主語（代名詞等）など典型的に学習者が困難を感じや
すい要素があることから，段階を踏み，Reported
request & orders，Reported statements, Reported
questions と大きく３つに分けた。
Reported questions
については，Wh-questions と Yes/No questions にさ
らに分割。Reported request & orders をまず第１段階
に持ってきた理由は，９月当初の lesson 7 (New
Crown English Series 3) で学習した内容（ask O to
do, tell O to do)を踏まえたからである。
週に３時間の授業は，基本的に説明も All English
で，外国人講師との Team Teaching の授業へと自然に
繋がるように努めた。また，どの授業でも「やってみ
せて，させてみせ，フィードバックをみなで共有し学
び合う」を基本とし，学習への動機づけや人前での外
国語での発話が抵抗なく行えるよう努めている。扱う
言語材料，英文（例文）
，場面等は極力生徒の日常のシ
ーンから作成している。
Reported speech でまず苦労する「時制」について，
外国人講師が native の立場から説明に使用した
“Grammatical Tense”が生徒には特に大きく浸透し
たことが実感できたことで，次に“Conditionals”へ
と進めた。日本語だと「条件節」
「仮定法」と生徒は用
語を言い，
文の構造を公式のように覚えようとするが，
用語で英文や用法などを分類するのではなく，どのよ
うな表現についても「考え方」を，また当該英文の産
出者の意図をどう捉え
（られ）
るかを理解することで，
自らの産出についても意識して英文づくりができるこ
とをこの３年間継続して伝えている。Conditionals は
４段階(Zero ~ 3rd Conditionasl)に分類され，Zero
conditionals は主として中学１年次で学習する単純現
在形で General truth, general habits, facts と，First
Conditionals は中学２年次で学習する接続詞When 等
でも振り返りつつ理解が容易である。

All English で授業を進めるが，感染症拡大の影響か
ら 40 分授業の短縮授業で，
生徒の活動時間，
発話時間，
産出時間を確保するために今まで以上に説明や指示す
る際は同じ言葉を簡潔に一貫して使用するよう努め，
授業以外でのやり取り（質問や清掃や部活動）でも英
語を使用する，させることを強調している。

How much possible does the speaker think it will
happen? という問いが理解には役立った。
Always happens / Very likely to happen を鍵に，な
るべくたくさんの場面と発話活動に努めた。中学３年
次の段階では，2nd conditionals まで学習する予定で
ある。２学期は 1stconditionals までとした。
Zero Conditionals を扱った活動では，生徒たちが互
いの理解をより深めたり，友人の習慣や考え方を新た
に知る機会ともなり，First Conditionals では，こと
わざや各国の迷信などで文化理解へと繋げることがで
きた。

2.3.7 中学 3 年生（72 期）LL 教室を使った授業
担当・八宮孝夫
2.3.7.1 はじめに
中３の LL は，Basic Tactics for Listening（Oxford
University Press）の中２からの続きを通常行うので
あるが，中２の段階で全課を終了しており，中３は１
つ上のレベルのコースブックに移行するか，独自の教
材を模索するか，担当者の判断に任されることになっ
た。筆者としては，コースブックのリスニングにも一
定の価値は認めるものの，ある場面での状況での会話
を聞き，適切な文を選ぶ，ということが知的刺激を刺

2.3.6 評価
評価材料の主なものは以下の通りである。
①期末考査
②小テスト
③課題（自作プリント，配信課題）
④TT での発表活動
評価ポイントが多岐に渡り，生徒が各自自分のでき
ている点と，より力を入れるべき点について把握しづ
らいことから，各回の授業冒頭で評価ポイントを明ら
かにしている。また，すべての学習活動で個別指導を
含めることに努め，評価する方法の工夫を継続してい
る。時間的にも授業時間を多く割かずに個別の学習内
容について確認および評価，助言などの段取りを案出
し実行することは難しいものだが，以前より使用して
いる，個人カードの作成を継続活用し，各生徒の学習
状況を把握して学習行動を改善・発展させるにはよい
方法で実践できていると考える。取り扱う内容によっ
ては毎回の授業で同じことができるわけではないが，
一定の型を生徒と教師が共有し，継続したことで，生
徒自身もいつ，何を評価されるのか，また自身でも評
価するのかを事前に察することができるようになり，
毎回の授業や課題への取り組みはより主体的になって
いると考える。
【資料】 オンライン学習時の作成教材を本論（英語
科）末尾に付す。
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激するかという点ではなはだ疑わしく，中３になった
ら，もう少し意味のまとまりのある内容を聞きとるこ
とに移行したほうが良いのではないか，と常々感じて
いた。そこで，独自の教材を模索することにしたわけ
である。今年度は，その上にコロナ禍での実践という
面が加わった。以下に，１学期からの実践を述べる。
なお，個人研究で詳しく扱うため，ここでは概要を述
べるのにとどめる。
2.3.7.2 １学期の実践：オンライン授業
１学期は，対面授業は当初不可能で，オンライン授
業ということになった。しかし，筆者がもう１つ担当
している高３の授業をどうするかに時間を取られ，担
当する生徒もわからぬ中３の１時間の授業については
連休明けまで，手付かずの状態であった。
５月の連休後，Google Classroom を使用してオン
ライン授業をすることが決まり，そこから始動であっ
た。先ずは，こちらから英語の自己紹介（音声データ）
を配信し，それをベースにして生徒自身の自己紹介文
（可能な限り音声データ）を送ってもらい，生徒の趣
味や部活の所属などについて把握するよう努めた。
また，上で述べた通り，独自の教材の模索に決めた
のだが，中３のレベル的には NHK ラジオの『エンジ
ョイ・シンプル・イングリッシュ』が丁度適している
ように感じた（CEFR の A2～B1 レベルと表示あり，
英検準２級に相当）
。
また，
偉人伝，
ショートショート，
落語，日本の名作，イソップ寓話などジャンルも豊富
なのも魅力である。したがって，それを中心にしなが
ら，必要に応じて別の教材も加えると方針を決めた。
最初の２回をリスニングと授業の進め方のイントロ
ダクションにあて，その後は偉人伝２つ(ライト兄弟，
ベーブ・ルース）日本の民話１つ（桃太郎）を扱った。
イントロダクションで用いたのは，同じく NHK ラジ
オの番組『遠山顕の英会話楽習』の Listen for it とい
う英語のコマーシャルの聞き取りを使用した。英語が
ナチュラル・スピードである点，比較的短くてリスニ
ング・ポイントを４つに絞ってある点，その１つ１つ
に絞って計４回聞くことができる点，また解答・解説
でもゲストのフリートークがある点などから，リスニ
ングの意識づけに最適と判断した。以下が，１学期の
プログラムである：
5/12 中３自己紹介，Listen for it 1 配信
5/20 Google Meet (以下 GM)1 Listen for it 1
5/27 GM 2 Listen for it 2
6/10 GM 3 The Wright Brothers 1

6/17 GM 4 The Wright Brothers 2
6/24 GM 5 Babe Ruth 1
7/01 GM 6 Babe Ruth 2
＊７月以降，対面授業が始まったが，偶数・奇数生徒
に分かれての登校であったので，実施しにくく，引き
続きオンラインで継続。
7/08 GM 7 Momotaro 1
7/15 GM 8 Momotaro 2
具体的な授業展開については，
個人研究で詳説する。
2.3.7.3 ２学期の実践例・教材例など
LL 教室での対面授業を開始した。１学期と同様，
特定のコースブックなどは使用せず，
『エンジョイ・シ
ンプル・イングリッシュ』をベースにして，リスニン
グ教材を作成した。
これまでのテーマは以下のとおりである：チリの地
理，ビートルズ Help! の歌詞に聞き取り，ビートルズ
の誕生小史，芥川の『鼻』(The Nose) Part1-Part4，
Joe Biden’s Acceptance Speech, Galileo Galilei。
基本的に，
概要質問
（日本語）
，
Detailed 10 questions
の２段階の聞き取りをしている。最初は日本語で質問
するのは，苦手な生徒にもハードルを下げる目的。そ
の中でキーワードが出てきたら英語でフレーズを言わ
せ，皆で確認し，２段階目の Detailed questions に対
応できるようにする。最終的には解答を確認しながら
スクリーンに文字を出しつづりも確認する。また，最
後に Grammar & Expressions として，重要表現の和
文英訳など行う。使用した音源や解答のまとめは１学
期同様，Google Classroom にアップし，復習ができ
るようにしている。対面授業にはなったが，オンライ
ンで活用した Google Classroom は継続して活用する
よう，心がけた。
2.4 高校１年生（71 期）コミュニケーション英語 I
担当：阪田卓洋
2.4.1 はじめに（実践期）
中高６年間を見据えた本校の教育方針では，中学３
年生と高校１年生が実践期に当たる。中学３年で蓄え
てきた英語を使うことに重点を置いた授業展開が求め
られていると言える。しかしながら，新型コロナウイ
ルス蔓延に伴うオンライン学習では，実際に英語を使
う場面を作り出すことが難しく，その限界を感じるこ
とも多々あった。そこで，オンラインだからこそ，じ
っくりと取り組む課題を考えた。ここでは，それを中
心に報告したい。
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2.4.2 オンライン授業での取り組み
2.4.2.1 基本的な流れ
オンライン授業では教科書（UNICORN English
Communication 1 (文英堂)）
の Lesson 1，
2 を扱った。

2.4.2.3

Sherlock Holmes, The Adventures of the

Dancing Men

教科書の Leeson 2 に関連する読み物として，シャ
ーロックホームズの『踊る人形』を教材化した。もと
もとこの作品は筆者のお気に入り中のお気に入りであ
1. I Am a Photojournalist
り，いつかは教材化したいと思っていた。ただ，授業
2. Holmes and Watson
最初は 20 分程度の授業音声を作成し，
配信していた。 で利用するには原文に多くの注を付ける必要があるし，
その後，
スライドに音声を当てる形で授業動画を作り， 教材化する場所・場面を選定するのも大変であるため，
配信した。授業の流れは以下の通り。
なかなか教材化する時間が取れなかった。
(a) 新出単語の確認
ただ，不幸中の幸いではあるが，今回のコロナ自粛
(b) 内容理解 Q&A
によってこの作品を教材化する時間ができた。春休み
(c) 文法説明
からこの作品をもう一度丹念に読み直し，
ドラマ版
（グ
(d) 音読練習
ラナダ制作，Jeremy Brett 主演）も複数回視聴して，
(e) 付属ワークブックの問題を解いてもらい，答えを
教材化することにした。工夫した点を以下に述べる。
提出
この授業の流れにしたのは，教員にとっても生徒た
１）興味を持続させる場面を選ぶ
ちにとっても持続可能なやり方であったためである。
この作品を６つの場面に分けて教材化した。
スライドに音声を当てる形に切り替えたのは，家のプ
① 冒頭の推理の場面（有名なセリフ「中間の推理を
リンターで授業プリントを印刷できない生徒もいるた
ことごとく消し去って，ただ出発点と結論だけを
めである。スマホの画面を見ながら教科書が横にあれ
示すとすると，安っぽくはあるが，ともかく相手
ば勉強できるようにした。
をびっくりさせる効果は十分だ」が出てくる）
② 依頼人の来訪（暗号の登場）
2.4.2.2 音読の時間
③ 依頼人の再訪（第二，第三の暗号登場）
上で紹介したやり方が軌道に乗ってきたところで，
④ ホームズの現場入り＆聞き取り（有名なセリフ
同時双方向の授業を少しずつ始めた。狙いは音読練習
「
（
「え，どうやって見つけました？」に対して）
である。課題配信型で知識は伝授できても，実際の授
探していたからですよ」が出てくる）
業のように音読練習まで見届けることはできない。そ
⑤ 暗号の解読方法を語るホームズ
こを補うために「音読の時間」を設け，全員で教科書
⑥ 犯人逮捕（解読した暗号を利用して犯人に手紙を
の英文を音読することにした。オンライン越しに
出し，おびき寄せるホームズ。この暗号が解ける
repetition や shadowing, parallel reading など行った。
かどうかがポイント）
この活動では，何人かの生徒にマイクをオンにして
この６つの場面を選び出すのに何日もかかった。こ
もらい，筆者のイヤフォンで彼らの音読音声が聞こえ
こが短編小説の教材化の一番難しい部分であると思わ
るようにした。その結果，教室内の音読練習であれば
れる。選び出された場面だけ読めば内容がそれなりに
見逃してしまうレベルのミスを発見することが出来た。 理解できなくてはならないし，生徒が惹きつけられる
具体的には，empathize の発音である。イヤフォン越
場面でなくてはならないし，動画版とうまく対応して
しに聞いていると，生徒の発音は emphasize に聞こえ
いる場面でなくてはならない。そして何より，この話
てしまう。強勢が置かれない /p/ の破裂が弱いためか
の一番の強みである「次が読みたい」と思わせる力が
（もしくはそもそも字が読めていないか）
。
母音を挿入
なくてはならない。動画を見ては原文を読み直し，ま
せずにきちんと子音を発音することの難しさを感じ，
た動画を見て原文を読んで…何回も繰り返した結果，
自分自身の発音とも向き合うきっかけになった。
この小説を以上のように区切るのがベストであると感
最後には，課末の課題として，教科書サマリーの音
じた。
読音声を提出してもらった。生徒はスマホから音声を
まず①は物語の導入だけではなく，いきなり「ホー
録音して，Google Classroom にアップするだけで良
ムズっぽさ」が出てくる。ここでのホームズの推理は
く，手軽に音声データを提出できる。一人一人にコメ
単独で読んでも面白い。動画版でもほぼ原文通りに再
ントを付して返却した。
現されているため，両者を比較することもできる。
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②と③は，依頼人の相談内容を確認しながら，出て
くる暗号を整理する時間。ここで表を作って暗号の種
類とそれが出てきた場所や時間をまとめるようなタス
クを課すと良い。暗号好きな生徒はここですでに暗号
の解読を始めている。
④は，依頼人が死んでしまう場面で，物語としても
「転」にあたる部分。また，現場検証するホームズと
Inspector との会話でも，ホームズらしさが随所に光
るため，読んでいる人を飽きさせない。ここを読みな
がら，生徒たちは暗号の解読を続ける。
⑤でようやくホームズによる暗号の説明が始まる。
この物語を読んでいる生徒たちからすれば答え合わせ
の時間である。1000 語近くになってしまうが，ここを
端折ることはできないし，２回に分けるような野暮な
こともできない。
１回でなんとか読み進めるしかない。
⑥では，ホームズが暗号を用いて犯人をおびき寄せ
るシーン。最後の自慢げにホームズがワトソンに手紙
の中身を示し，
「解読したまえ」と言う。ここで読者は
ワトソンになりきり，どのような文を送ったかを解読
する。

この暗号を自力で解読できるか否かが，この物語の
最終確認問題であると言える。
（ちなみに “Come here
at once.” と書かれている）
この６カ所に対応するようにドラマ版を切ってみる
と，大体それぞれが５－10 分程度に収まる。ちょうど
良い塩梅である。
この選定作業が終われば，
あとは個々
の授業プリントを作成すれば良いので，ほぼ教材化の
峠は越えたと言える。
２）自分のペースで課題に向き合えるように
授業の進め方であるが，基本的には原文に注を加え
たプリントを配り，数問質問を載せて配布した。同時
に，対応する個所の動画も共有し，読み終えてから（あ
るいは読む前に）視聴することを勧めた。提出課題を
何にするか悩んだが，この教材を扱ったのが６月中旬
であり，生徒たちが一番オンライン疲れを起こしてい
た時期であったため，特に設定しなかった。また，ホ
ームズの題材としての力を信じ，読むことも強制しな
かった。読みたい人が読みたいときに読む，という極
めて自由なスタイルにした。面白い作品は自ずと手が
伸びるはずである。
どれほどの生徒が実際に読んでいたかは後ほど紹介

する。
３）映画内の名言を紹介
プリント内に「今日のホームズ英語」と「今日のワ
トソン英語」を掲載した。原文や動画に出てくるセリ
フで筆者が好きなセリフを紹介するコーナーだが，こ
こを楽しみにしている生徒が意外を多かったようで，
好評だった。以下に例を挙げる。


“Every problem becomes absurdly simple when
once it is explained to you.”
「どんな問題も君に説明したらバカバカしいほ
どに単純なものになるんだよ。
」



“What one man can invent another can
discover.”
「秘密はいつか解かれる。
」

４）オンラインサロンの開講
原文が難しいため，オンラインサロンを開き，生徒
たちの質問に答える時間を作った。自由参加のオフィ
スアワーであり，ここでは教員と生徒の交流だけでは
なく，生徒間の交流も活発であった。ある生徒は「こ
こにくると他にも英文をきちんと読んでいる人がいて
刺激をもらった」と答えていた。
５）暗号解読チャット
一番盛り上がる暗号解読の部分を，チャットで予想
する時間を作った。有志の生徒たちがチャットあれこ
れ議論しながら 20 分程度で暗号を解読してしまった
のには驚いた。
以上のように進め，最後に生徒アンケートを実施し
た。結果は以下の通りである。

49％の生徒が「全６回読んだ」
，19%の生徒が「４，
，22％の生徒が「２，３回」と答えている。読む
５回」
ことを強制せず，またかなり難しい英文だったのにも

－ 107 －

関わらず，多くの生徒が頑張って読んでくれたものと
思う。






この物語の英文に関して，15％の生徒が「とても難
しい」
，60％の生徒が「難しい」と答えており，75％の
生徒にとって難しいと感じる英文を扱ったことになる。
やはり原文は難しい。このあたりが課題である。



この物語に関して，
55％が
「とても面白かった」
，
33％
が「面白かった」と答えており，90％近い生徒が楽し
んでくれたようである。難しい英文ではあったが，動
画版の助けもあって，物語自体は楽しんでくれたよう
だ。これは題材の力である。
＜生徒の自由感想＞
 文章は難しかったですが，わからない単語のほ
とんどが右側に意味が書いてあったのであまり
辞書を引かずに読めたのはよかったです。物語
の世界に入っていける感があってよかったです。
ホームズとかハリーポッターとか知ってるもの
は取り組みやすいので，もっと取り上げてほし
い感じもあります。暗号の解読が一番楽しかっ
たです。
 原文で完全に理解できなくてもドラマ版で補え
るので，毎回毎回しっかり理解してから次に進
むことができよかったと思います。あと，個人
的にワトソンのセリフを途中からプリント内で

紹介してもらえたのはうれしかったです。
普通の人が言うと嫌味なのにホームズが言うと
かっこよく聞こえてしまうのがすごい。毎回の
英文を読んでいくのはめっちゃめんどくさかっ
たけど，いつもは耳なれない表現も多くあって
読んでて面白かった。
面白かった。もし，このドラマを止めずに見て
いたらあまり面白くなかった気がしたので，暗
号を解く時間がこの作品をより面白くしている
のかもしれないと思った。
超面白かったです。もうこういう作品を取り上
げてくれるの本当に嬉しいです。ただの授業だ
けじゃなくてこういう面白いのもやるバランス
の取れた授業がいいと思います。ちなみに僕は
ワトソン派です。自分が解いたかのように暗号
の解説をするワトソン，たまりません。
また，コナンの話になってしまいますが，今回
僕が挙げたセリフもコナンに出てきて，こんな
場面で言ってる言葉の引用しているんだ！と驚
いたりと，楽しく読み，見ることが出来ました。
学校に行けなくてみんなとも会えず悲しいです
が，こういう機会だからこそ少しずつビデオを
見ることで，文章が指しているシーンが分かっ
て，とてもよかったです。
文体に魅力を感じる。一気にたくさん読むと疲
れるが。 これまでホームズをまともに読んだこ
とがなかった。この機会に図書館で借りて日本
語で読んでみると，
「ボヘミアの醜聞」とか「赤
毛連盟」とか，面白い短編に出会うことができ
た。これらも英語で読んでみたい。本屋に行っ
たついでに探したら原文があったので，買おう
かと検討中。

他にも多くの感想をもらったが，大変好意的なコ
メントが多く，ホームズの題材としての力の凄さを
実感した。また，こちらが題材をうまく教材化でき
れば，生徒たちは自主的に英文を読み進めてくれる
ことも分かったことは収穫だった。
その一方で，この 6 時間分の教材を作り出すのに
１か月近くかかっており，原文を一から教材化する
のは多くの時間と労力を必要とすることが改めて分
かった。同じレベルの教材を立て続けに作り出すの
は難しいが，自分が好きな小説や映像教材を見つけ
て，教材化することを続けたい。
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2.4.2.4 創作ストーリーコンテスト
オンライン学習の利点は大型データのやり取りであ
ると言える。音読音声の提出もそうだが，教室内では
不可能であったデジタルデータの収集が極めて容易で
ある。それを生かして，創作ストーリーコンテストを
開催した。
【お題】
次の書き出しに続けて，100 語程度の英文でストー
リーを自由に作ってください。ただし，最後の文の，I
felt relieved and went to bed. で話がまとまるように
作ること。
********************************************
I was studying in my room. I looked at my watch
and it was exactly midnight.
Suddenly, there was a knock at my window.
(ここのストーリーを 100 語程度で）
I felt relieved and went to bed.
********************************************
進め方は以下の通り。
① 生徒たちは Google Forms で作品を提出。
② 筆者による第一次選考（一読して意味不明なもの，
明らかに語数不足なもののみ脱落）
③ グループごとの第二次選考（そのグループ内で２
作品に絞る）＊zoom 開催
④ クラスごとの第三次選考（３作品に絞る）＊zoom
開催
⑤ 学年の最終選考（クラスごとの優秀３作品（計 12
作品）を学年全員で読み，学年としての優秀３作
品を選出する）
この活動の良さは，リーディングとライティングが
一体になっている点である。生徒たちは他の生徒が書
いた作品は意欲的に読もうとする。本来であれば自分
以外の 160 本の作品を読んでもらいたいが，それはモ
チベーションを維持するのが難しい。よって，まずは
各クラス 41 名を８人程度のグループごとに分け，
それ
ぞれのグループに８作品程度割り振り，良い作品を２
つ決めてもらう。Google Forms で集めた作品はスプ
レッドシートで管理できるため，ランダムに８作品ず
つ分けることは容易であるし，一つ一つの作品に作品
番号を付けておけば，それぞれのグループにどの作品
を読めばよいか番号で指示できる。一つのスプレッド
シートを 164 人全員で共有し，それぞれのグループに

「〇番～〇番の作品を読みなさい」
と指示するだけで，
全員の作品をそれぞれが一斉に読むという活動ができ
てしまう。これをアナログに紙を配布して行おうとす
ると途方もない時間がかかる。
それぞれのグループが２作品選ぶと，各クラスで 10
作品が選ばれたことになる（各クラスに８人グループ
が５個あるため）
。次の時間は，クラス全員がこの 10
作品を読み，投票でトップ３作品を決める。これも先
ほどと同じ要領でスプレッドシートを共有すれば，す
ぐにできてしまう。
また，
ズームの投票機能を使えば，
トップ３作品を一瞬で決めることができてしまう。こ
のあたりはオンラインの圧勝である。
さて，各クラスの３作品が決まれば，学年で 12 作品
が選ばれたことになる（４クラスあるため）
。あとは，
学年全員がこの 12 作品を読み，
そこから良い作品を３
つ選ぶことになる。なお，ギャグ要素が強い作品が選
ばれてしまいがちであるため，この投票では作品番号
だけではなく，
その作品の良さも添えてGoogle Forms
で投票してもらった。
＜生徒の作品例＞
“I was studying in my room. I looked at my watch
and it was exactly midnight.
Suddenly, there was a knock at my window.
“There is Three Cs!”
It was Koike Yuriko.
“The restaurant must not be open in this time,” she
said.
“This is not restaurant. This is my room,” I said.
“You are a good looking guy. Is this a host club? The
host club must not be open in this time too,” she
said.
“I’m a good looking guy. But, this is not host club.
This is my room in my house,” I said.
“OK. But, your room is very small. So, this is closed
spaces,” she said.
“There is only one person in this room,” I said.
“You are lying. There are many girls here,” she said.
“They are anime characters posters. They are 2-D so
they are not real girls,” I said.
I became sad because I explained it myself.
“OK. Good night,” she said.
Koike Yuriko left.
I felt relieved and went to bed.
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最優秀賞を取った作品。いわゆるギャグ要素が強い
作品だが，発想が大変面白く，英語も一つ一つの表現
が面白い。この生徒は英語が苦手で，テストで上位に
食い込むことはなかったために，このコンテストで入
賞できたことは教科担当として大変嬉しい。
I was studying in my room. I looked at my watch
and it was exactly midnight.
Suddenly, there was a knock at my window.
I opened the curtains and found the girl who lived
next to my house, standing on the roof. She had
moved to the next house where an old couple lived a
year ago. She was a beautiful girl with black long
hair. She beckoned me with holding a scarf under
her arm. I was puzzled, but opened and went out
the window, and sat beside her.
I asked her “What’s happened?” She smiled and
answered “Just because the moon is beautiful.” We
talked about trivial things for a while and I came
back to my room. She waved goodbye to me with a
smile until I closed the curtains. After that, I
wanted to see her again and opened it. I found her,
“Kaguya”, already left there. Perhaps she came
back to her house. There was only the beautiful full
moon in the southern sky.
I felt relieved and went to bed.
かぐや姫を題材にした正統派の作品。最後の一文
There was only the beautiful full moon in the
southern sky. が特に綺麗である。生徒のコメントに
も「文章量は他のと比べて少ない中で無駄な表現が無
く，引き込まれるような作品であった。また，最後の
一文の表現がとても美しく感じた。
」とある。
以上のように，オンラインだからこそ，全員の作品を
少しずつ読み合う活動が容易に成立する。対面授業で
あっても，課題の提出方法を工夫すれば，無理なく読
み合う活動ができるのではないか。
2.4.3 今後の授業
対面授業であっても，オンラインの良さを継承しつ
つ，全員が楽しめる環境を整えたい。

2.5 高校１年生（71 期）英語表現Ⅰ
担当：秋元 佐恵・山田 忠弘
2.5.1 はじめに
英語表現Ⅰ（２単位）は，LL 授業と TT 授業（各週
１時間）から成り，前者が Listening，後者が Speaking
を鍛える内容である。LL は LL 教室でのリスニング授
業，TT は ALT との Team Teaching で行われる。今
年度は LL を秋元，TT を山田が担当し，評価は 50 点
ずつで学期末に合算している。
2.5.2 LL 教室での授業
１学期：休校中は今週のニュースを NHK World の
Latest news サイトから１つ選んで，内容理解や語句
補充のテスト問題を作成，Google Form で解答させた。
６月の初登校時に Expanding Tactics for Listening を
配布，Zoom での自己紹介のあと，電子書籍を用いて
授業した。６月後半からはクラスの半数ずつ LL で対
面授業を行った。
２学期以降：①英語クイズ２問 ②Tactics を１ユニ
ット ③語彙のワークシート ④応用問題の小テスト，
という順序で授業を組み立てている。解説と解答は要
点のみとし，なるべく多くのリスニングを授業内で行
うよう留意している。音声とスクリプトは授業後に
Google Classroom にアップして各自聞きなおしがで
きるようにしている。
テキスト以外では，
米国首相バイデン氏の勝利演説，
BBC Earth の映画 Tiny Giants (2015) のリスニング
を行った。
＜使用テキスト＞
Expanding Tactics for Listening Third Edition（2011）
Oxford University Press
English Journal アルク
2.5.3 TT 授業
例年の１学期は「自分の意見を英語で言う」ことを
目標に，いくつかのトピック（Bicycle Licensing の是
非など）について小グループごとに意見を発表させて
いたが，登校が無かったため，Google Classroom で
全員に 30 語程度で意見を書かせる課題に変更した。
２学期は，例年はスピーチ（夏休みの思い出）から
始めているが，
今年はここが初登校ということもあり，
自己紹介スピーチに代え，次いで Parliamentary
Debate の準備に入った。
Parliamentary Debate とは，
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与 え ら れ た 論 題 （ motion ） に 対 し て ， 肯 定 側
（Government）と否定側（Opposition）が３対３で
行う即興型ディベートである。
（駒場論集第 56 集・須
田智之教諭の個人研究などを参照）
まず２対２で「主張」と「反論」を交互に行う練習
をした後で，３対３＋ジャッジ１名の７名１グループ
の活動へと移った。論題（motion）の例を挙げる。
・Tsukukoma should be a co-educational school.
・We should legalize euthanasia in Japan.
・Stores should continue to charge plastic bags.
・We should legalize casinos.
・E-books are better than paper books.
それぞれの役割やタイムスケジュールは全て決まっ
ており，ワークシートも役割ごとに用意されている。
各生徒がディベータ―とジャッジを１回ずつ経験する
ことで，生徒だけで運営（シート記入→ディべート→
勝敗決め）ができ，教員は論題決めと班分け（毎回変
えた方が生徒は新鮮な気分でできる）をすればよく，
ALT は，クラス全体に論題に関する話をしたり，ディ
ベータ―やジャッジとしてディベートにも参加した。
授業時間が短いため（50→40 分）
，シートの一部を
省略して簡略化したディベートとなったが，例年の目
標である，
「思考は日本語，発話は英語」での意見表明
はある程度できたと思われる。
＜参考文献＞
Solutions (2009)（CENGAGE Learning）
「授業でできる即興型英語ディベート」中川智皓

必要に応じて説明するにとどめており，語彙，文法の
補強として，付属のワークブックを持たせ，各自で取
り組むこととしている。
2.6.2.1 授業での取り組み
筆者が担当している３単位分の授業は２単位分を教
科書等に充て，１単位分をリスニングに充てている。
１学期
当初より休校となり，４月は e-mail に添付する形で
教材の配信を行ない，５月は授業風の音声を作成し，
Google Classroom に投稿したうえで，課題の提出を
求めた。
教科書については１学期は次の２課を選択して学習
した。
L.1 Accessibility for Everyone
L.4 Through the eyes of imagination
L.1 は浅川千恵子さんによる，目の不自由な人が情
報端末にアクセスすることの重要性と，新たなアプリ
ケーションの開発に関する内容だが，浅川さんの
TED Speech 動画にほぼ教科書の内容は言い尽くされ
ているので，この URL を貼り，一部文字原稿を与え
て学習することとした。
L.4 は錯視を取り上げていた。身近な例として京浜
急行羽田空港第３ターミナル駅に，床面に描かれた絵
が見る角度によって床に立てたように見える表示があ
り，実際に撮影して教材とした。その他，様々な錯視
の例を画像と英語で学習した。

１学期後半は，オンライン授業とクラスを分割した
対面授業の平行となったが，主として A.A. Milne の
Winnie-the-Pooh の第６章と第８章を教材として使用
2.6.1 はじめに
Winnie-the-Pooh は 95 年前に出版されたものだ
本校のコミュニケーション英語Ⅱは４単位であるが， した。
が，文章は必ずしも難解ではないが，格調の保たれた
３単位を教科書類を中心とした学習に当て，髙橋が担
英文であり，随所に言葉遊びが散りばめられている。
当し，１単位をティーム・ティーチングとして秋元が
教科書からほのぼのとしたものが消えている現在，内
担当している。
容的にも適した教材であった。
最終回に生徒に感想を書かせたので，代表的なもの
2.6.2 ３単位分の授業
担当： 髙橋深美
を掲載する。時間が押してしまったので日本語可とし
本校で使用している教科書は UNICORN English
たら，ほぼ全員が日本語で書いてしまい，英語で書か
Communication 2（文英堂）である。この教科書は 12
せればよかったと反省している。
課からなり，
それぞれの課が，
４～５つのセクション，
文法解説，Exercises, Supplementary Reading から成
り，他に For Reading が数ページある。授業では教科
書のレッスンをいくつか選んで扱うほか，別のリーデ
ィング教材の読解，作文等を取り入れている。文法は
2.6 高校２年生（70 期）コミュニケーション英語Ⅱ
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たことで自信につながった生徒が多かったようである。
これについては夏休み明けにテストを行った。
２学期は 40 分に短縮する形で全面的に対面授業と
なった。教科書は次の２課を学習した。

京浜急行羽田空港第３ターミナル駅にて
「やさしいおはなし」
「おだやかな感じだった」
「ほっ
こりした気分になりました」
「癒された」
「プーさんか
わいい」
（同様の感想多数）
「ほのぼのとした世界の中にちょっとしたいざこざが
あってとても読みやすかった」
「子供向きの話としてな
めてはいけないと思った」
「翻訳を読むだけだはだめだ
と思った」
「ことば遊びが難しかった」
「英語でのみ伝
わることばの綾みたいなのがよかった」
総じて生徒はこの教材を楽しみ，授業者の意図もあ
る程度は伝わったものと考えている。
リスニングについて
授業ではアメリカを旅行している男女が，ある犯罪
事件に巻き込まれ，ストーリーが展開していく教材を
使用している。やや古い教材で，公衆電話や FAX の
時代のものであるが，会話そのものは臨場感があり，
レストラン，観光，医院，ホテル等の会話も網羅され
ているほか，ストーリーも次が聞きたくなるところで
終わるように工夫されており，生徒も興味を持って学
習しているようである。
２学期
夏休みには Oxford Bookworm 5 の Ghost Stories
の通読を課題にした。これは６話の短編が収められて
いるものだが，総語数は 22,000 語以上有り，読み終え

L.2 The Problem We All Live With
L.8 What is Uniquely Human?
L.2 は ニ ュ ー オ ー リ ン ズ で 初 め て Integrated
School となった小学校に通う Ruby Bridges の話で
あり，この登校風景は Norman Rockwell の絵で大変
有名である。授業では Norman Rockwell のその他の
絵と共に，The Story of Ruby Bridges (絵本) の一部
を提示した。
秋には大坂なおみ選手が全米オープン女子シングル
スで優勝した。大坂選手は人種的不正義の犠牲となっ
た７人の黒人の名前が入ったマスクを着用し，そのこ
とがニュースで取り上げられていたので，NHK ニュ
ースの英語版を教材にして学習した。この課が提起し
ている問題が，決して過去のものではないことを生徒
には認識してほしいと考えていた。
L.8 はチンパンジーがどれほど人と近い行動をとる
か，またチンパンジーの方が優れた能力を発揮するの
はどういう点であるかを述べた課である。内容的には
よいのだが，著者が不正支出問題で 2020 年 11 月に大
学を懲戒解雇されているので，他の課を選ぶべきであ
ったとも考えている。
2.6.2.2 今後の予定・課題
３学期は，教科書を１レッスンと The Diary of
Anne Frank の一部を抜粋して学習する予定である。
アンネの日記はよく知られた作品であるが，
約 25 年前
にそれ以前の版では省略されていた個所を補填した完
全版が出版されており，その英語版を読解教材として
用いることとする。
なお，２学期の授業が１コマ 40 分であったため，な
かなか発表活動につなげていけなかったが，３学期は
何らかの形でそれができるように工夫したい。
また，４技能の伸長が英語科の科目の目指すところ
であるから，この科目の１単位分（ティームティーチ
ング）を担当している教員と連携を取りながら，バラ
ンスのとれた技能の伸長を心がけていきたいと考えて
いる。
＜参考資料＞
Winnie the Pooh by A. A. Milne
2020 年 10 月 英語教育別冊 オンライン授業・動画
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配信ガイド（大修館書店）
NHK ニュース 2020 年９月 11 日および 13 日
2.6.3 １単位分 (TT) の授業
担当：秋元佐恵
COM 英語４時間のうち１時間を TT の授業にあて，
AET の Matthew Wiegand 先生とともにスピーキン
グ中心の授業を行っている。休校中も，生徒が英語に
触れる機会を減らさないよう，オンライン授業を活用
した。
2.6.3.1 １学期の授業：Online Projects
① Corona Viral Video
緊急事態宣言下で不安を感じている生徒に向けて，
Wiegand 先生にビデオを作ってもらった。コロナに関
する語彙を学びつつ，生徒を元気づけるような内容。
生徒は感想を Form で返信して先生をコミュニケーシ
ョンをとった。
② Teleworking Manners (Meet)
初めての Meet での同期授業で，一人ずつ自己紹介
をしながら，こちらではカメラやライティングのアド
バイス。今後必要となるテレビ会議でのマナーや，発
言時に便利なフレーズを学んだ。
③ How to Project (Zoom)
ステイホーム中に自分が得意になったことを英語で
紹介するプロジェクト。動画でもその場でも良い。ま
ずは Wiegand 先生より，チキンサンドイッチの作り
方を見せてもらう。
文法ターゲットは “Give instructions in English.”
動詞を的確に使って指示を明確にすることが目標。
１人３分以内，30 分の授業で７～８名が発表。
料理，運動，読書，健康，家族との過ごし方，ガー
デニング，プログラミング，ゲーム，俳句など，毎回
様々な分野の楽しい発表が続き，われわれにとっても
有意義な時間であった。
④ Inquiries (Zoom)
Wiegand 先生発案のゲームで，文法ターゲットは
「その場で正しく質問する」
。
先生がある設定を考える。
たとえば，
「龍を退治するのに必要な武器を買う店で買
い物」というシチュエーション。生徒は１つずつ質問
し，自分たちの置かれた状況を把握していく。5W1H
でも Yes/No Question でもよい。こちらは生徒の質問
を zoom のホワイトボードに板書していく。その場で
正しく効果的な質問をするのは意外と難しい。生徒に
も評判の良いタスクであった。

⑤ Internet Security
ネット上で起こりうる危険を，新出語彙と共に学ん
だ。scam, catfishing, identity theft など，教科書では
出会わない言葉であるが，この種の語彙や事象を生徒
に伝えることも必要と思われる。
2.6.3.2 ２学期の授業：A Funny Skit Project.
コロナの状況がはっきりしない中，対面授業が始ま
り，２学期全体で生徒が楽しめる大きなプロジェクト
をしようと考えた。ジョークを入れながらメッセージ
性のある作品をつくる “Funny Skit Project”。インプ
ットからアウトプットまでの過程を紹介する。
① Madlibs
品詞の意識を高める目的のワークシート。空所に指
定された品詞を入れ，なるべく面白いストーリーを作
る。Wiegand 先生によると，アメリカの学校ではよく
やるものらしい。各クラスで３つほど面白いストーリ
ーを選んで表彰。
② Watching Comedies
海外のコメディを見せた。Monty Python２本，
Wiegand 先生お勧めの Keale & Peace の授業コメデ
ィ，ラップのパロディ MV など。それぞれについて感
想を書かせた。
③ Light Bulb Jokes
簡単に作れるジョークのフォーマットとして紹介し
た。
Q: How many politicians does it take to change a
light bulb?
A: None. They only promise to do it.
この筑駒バージョンをお題とし，全員に書かせて，
面白い作品に投票。最後に優秀賞を発表した。
【人気作品例】
Q: How many Tsukukoma students does it take
to change a light bulb?
―None. They don’t notice it.
―None. Tsukukoma cannot afford to buy a new one.
―One clever student can invent a better light bulb
and change the history of light bulbs.
④ Wiegand sensei’s model video
Wiegand 先生がアメリカの大学で日本語を学んで
いたときに作成した動画を，見本として見せた。ター
ゲットとなる文法項目があり，その大学の宣伝にもな
っている内容。同様の趣旨で動画を作るよう，生徒に
伝えた。
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⑤ 動画作成
４名チームに分かれ，各班にホワイトボードを配布
して話し合い開始。指示は以下の通り。
・作品制作の目的を３つから選ぶ。
1. A skit to encourage people to stay safe during
COVID-19
2. A skit to advertise Tsukukoma
3. A skit to advocate for the Tokyo Olympics 2021
・時間は３～５分。動画でも舞台発表でも良い。
・指定された文法項目を８つすべて入れる。
（仮定法，命令文，比較級，頻度の副詞など）
・４名全員がセリフを言う。
・途中段階のスクリプトもその都度点数化。
・評価基準をあらかじめ配布（Grammar / Time /
Clarity & Pronunciation / Everyone speaks）
。
⑥ 発表会
２学期最後の２回で発表。全 40 班，質の高い作品も
多く，生徒のユーモアや動画作成の能力に驚くととも
に，アウトプットさせる前のインプットやブレインス
トーミングの果たす役割が大きいことを再認識した。
2.6.3.3 ３学期の授業
２学期はチーム作業だったので，３学期は個人発表
とした。生徒が研究発表で多用するグラフや図の表現
方法を指導し，一人ずつその成果を発表させている。
2.7 高校３年生（69 期）コミュニケーション英語Ⅲ
担当：八宮孝夫
2.7.1 はじめに：年間の目標など
高校３年生は最後の学年であるから，これまでのよ
うに，oral introduction などで，テキスト本文を事前
に導入したりという段階から，independent reader
として独り立ちできるようにしていく必要がある。大
学入試も控えているので，生徒は文法，構文，語彙な
どの復習・強化に向かいがちである。それも，もちろ
ん必要であるが，これらは１文以内の仕組みである。
もっと文を超えたレベル，談話のレベルで，それぞれ
の文の働きや語彙の意味をとらえていくべきである。
したがって以下の２つを目標としたい：
1 自立した読み手となることを意識した指導。
2 文を超えたレベル，談話構造に着目した指導。
2.7.2 1 学期の実践：コロナ禍のオンライン授業
１学期はコロナ禍の中で，
オンライン授業となった。
当初はその形も決まらず，週の初めに３時間分の教材

を配信し，週末に提出したものを添削，新たな週の教
材配信，という流れであった（あくまでもメールを通
じたやり取り）
。
ある長さでまとまっており，読解ポイントもあると
いう点で主に大学入試の英文を扱った。ただ，設問に
正解するか否かよりも，文章全体の構造が把握できて
いるか，に重点を置いた（目標の２）
。
例えば，文中に適切な文を入れさせる問題は，前後
の文脈とある文との関係を意識させるに適した問題で
ある。例えば，恐竜は爬虫類か鳥類かを議論した英文
は以下のように始まる。
・Dinosaurs weren’t quite like cold-blooded reptiles
but __________________. Instead, they fell right in
the middle.
通常は not で否定された後に but と来れば，その
代案が示されることが予想される。つまり，not A but
B のパタンである。ところが，この場合は，続く文が
Instead, they fell right in the middle. つまり，２つ
目の候補も適せず，むしろ２つの候補の中間体だとい
うのである。このように文脈を考慮すると，but 以下
は they weren’t… either. という形の文が来るのでは
ないかと正しく予測することができる。
週末の添削は，スマホを用いて行っていたため，入
力を日本語にしたり英語にしたりするのが煩雑なため，
すべて英語で行った。例えば以下のようである：
I’ve gone over your answers.
Overall, you did a great job. However, there’re some
parts to be improved. For further details, check
my example answers.
Here, some comments:
1. Q3 your answer is good but “ranging all over”
should be “raging all over” (猛威を振るう)
2. Q4 his studies continued not only “during these
two years” but also “before” and “after” the Black
Death,
3. Act4 Your retelling is generally good, as a longer
version, especially you’re aware of the connective
expressions that make the summary read smoothly
(such as “why did Newton work so hard?”)
以上のような形で，不十分と思われるところは適宜
日本語も補いながらフィードバックしたところ，返信
も英語で返ってくる場合も出てきた。コロナ禍でも，
メールを通じて英語でコミュニケーションすることも
可能であると実感した瞬間であった。
５月 12 日から Google Meet によるオンラインによ
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る対面授業が開始。それまでできなかった，音読など
を取り入れたが，一斉のコーラス・リーディングは不
可で，代表生徒にリピートの役を担ってもらい，音読
するしかなかった。オンライン授業の弱点を見た思い
であった。
６月８日より，登校による対面授業開始。他学年は
偶数奇数番号により半数の登校での授業実施であった
が，高３は広い教室で距離を置いての全員登校授業が
認められ，ラッキーであった。ただ，オープン・スペ
ースという講堂のようなところなので，板書では後ろ
の生徒に見えないため，毎時間パワーポイントを作成
してスクリーンに必要な板書は映し出すことで対応し
た。これは板書に足られる時間が短縮でき，事前に準
備可能で，終了後は Google Classroom にアップする
こともでき，便利な面もあった。
４，５月中は大学入試中心であったので，６月は意
識してそれ以外のもの，かつての東大の教養課程の英
語テキストであった The Universe of English から
Egg vs Bacteria, The Universe of English II から
O’Malley and Schwartz の２つ，また 60 年代，アメ
リカ人で駐日大使であった Edwin O. Reischauer の
自伝の一部を扱った。
対面授業では音読のさらなる重視，解説の視覚化，
まとめプリントの工夫など，通常の授業よりアフター
ケアを重視した。英語の苦手な生徒でも，個々の対応
を重視したことでまじめに取り組んだものは例年より
大きな伸びを見せた。一方で，対面授業はほぼ全員が
出席していたものの，Meet 授業は３分の１程の欠席
者もおり，授業が全体として充分行き渡っていたか不
安もある。教材に対する生徒の感想の一例をあげる：
The most impressive thing about this year’s
English class is the story “Bacteria vs Egg.” I
remember being interested in the egg’s function to
prevent bacteria’s attack. This content was further
understood [explained?] by Ms. Utatsu’s home
economics class, and was used wisely at the school
festival. But strangely, I couldn’t beat bacteria last
week, although I should have had that knowledge
about bacteria. (3-1, S)
バクテリアの話は，家庭科の授業でも扱われ，また
文化祭の食品班では，食材の管理などを徹底するため
に，非常に関心を持ってもらえたことがわかる。

2.7.3 ２学期の教材
９月からは対面授業（通常 50 分のところ 40 分）に
なった。
大学入試問題，The Expanding Universe of English
II (The Universe of English II の上級編) 所収の
“Why Do We Laugh?”, The Japan Times, The
Economist など，実践的な英文を教材化した。また，
筆者が３，４月の在宅期間に読んだ Revolution in
Science は科学史の中で “revolution” と判断できる
ような発見，研究は何かを論じたもので，とくに
Galileo Galilei の章は印象深いものであったので，理
科系生徒の多いことも踏まえて，
一部扱うことにした。
基本的には注意すべき単語の発音を行ったうえで
15 分～20 分程度，黙読・解答させ，後半解説。必要な
ところを重点的に解説し，さらに細かいところは
Google Classroom に解答・解説をアップすることで
10 分短縮した分をカバーした。
時々リスニングも行ったが，これも音源を含めて，
Google Classroom にアップした。最後の５時間程度
は，高校英語の総まとめとして M.L. King Jr. の “I
Have a Dream”speech を聞き，解釈し，一部暗唱発
表 を 行 っ た （ １ 年 時 の The Declaration of
Independence, ２ 年 時 の Lincoln’s Gettysburg
Address の暗唱を踏まえて）
。これら３つがいかに密
接に関連しているか，実例を挙げよう。
M.L. King Jr.“I Have a Dream”の冒頭は以下の
ように始まる：
(1) I am happy to join with you today / in what will
go down in history /as the greatest demonstration
for freedom in the history of our nation (Applause)//.
(2)Five score years ago, // a great American, in
whose symbolic shadow we stand today, / signed the
Emancipation Proclamation. （中略）
(5)When the architects of our republic / wrote the
magnificent words of the Constitution and the
Declaration of Independence, / they were signing a
promissory note, / to which every American was to
fall heir. / This note was a promise that all men, /
yes, / black men as well as white men, would be
guaranteed the unalienable rights of Life, Liberty /
and the pursuit of Happiness.
点線部は高２で扱った Gettysburg Address 関連の
部分である。Lincoln の演説は，Four score and seven
years ago, で始まっており，“Five years ago” の書き
出しは，それを踏まえたものであることは明らかであ
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る 。 “A great American … the Emancipation
Proclamation” も Lincoln のことであり，高２の段階
で南北戦争も含め，学習済みである。
下線部は高１の The Declaration of Independence
関連の部分で，“the architects of our republic” が
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin など指すこ
と は 高 １ で 学 習 し ， “all men … the pursuit of
Happiness” はまさに独立宣言の肝の部分である。こ
のような形で，以前学習したことを復習しつつ，それ
が “I Have a Dream” speech と結びついていると認
識することは，この演説の深い理解に欠かせないこと
だと思われる。
（詳細は『駒場論集 50 集』(2010)，
『駒
場論集 57 集』(2017)）
期末考査で，印象に残った教材を書いてもらったが
以下の通り I Have a Dream に関する感想を見ると，
こちらの意図を汲んでくれたことがわかる。

このキング牧師の暗唱活動は数回行ってきたが，も
っとも有名な “I say to you, my friends, …” 以下を行
う生徒が多いものの，
それに集中せず，
冒頭だったり，
最後の “Let freedom ring …” であったり，中間の結
構難しい部分にチャレンジする生徒も必ずいる点は興
味深い。やはり，それだけ，どの部分にも暗唱するだ
けの力があることの証左だろう。
昨年も書いたように，暗唱の効果を何らかの形で数
値化して示すことはできないが，上でも一部あげたよ
うに，I have a Dream は相当に構文も複雑で，意味も
構文もしっかり理解していなければ暗唱できるもので
はない。そして，言いながら，頭の中で構文をあれこ
れと操作することは，ある時期の外国語学習では必要
なことと筆者は考える。生徒の次のような感想があっ
たのは，筆者としては非常に心強い：

I felt that all the English classes was to prepare
for the “I have a dream” speech. If I hadn’t learned
about the Declaration of Independence or the
emancipation Proclamation, I couldn’t have known
the true meaning of his speech. I was also
impressed by how he used the word “check” to make
his speech more humorous and attractive. Also the
lecture of poetic rhyme and alliteration helped us to
know the speech. (3-3, O)

What was most impressive about and what point
I like of this class is reading aloud. The scripts Mr
Hachimiya prepared for us to read aloud were
fulfilled with the word and sound techniques and
rhymes which are particular in English. The act
reading aloud had been only for remembering for
me but through your classes, from the “pickled
pepper” to “I have a dream”, the act became a lot of
fun for me. This is, I think, what I couldn’t have
done without this class.
(3-1, U)

2.7.4 ２学期のパフォーマンス・テスト
１学期に実施できなかったため，今回は早くから実
施することを生徒に予告した。指示は以下の通り：
I Have a Dream の中から気に入った部分１分程度
を暗唱し，クラスの前で発表する。
実施は期末考査後の特別授業中の２時間である。１
時間でクラスの前半半分，２時間目に後半半分の生徒
発表である。発表時間が１分半程度なのは２時間で全
員が終了するという想定からである。
高３にとっては期末考査後は大学入試の準備もあり，
特別授業中の暗唱テストなどは有難くないものであろ
うが，大きな不平も出なかったのは，１，２年時の暗
唱活動の意義が，それなりにわかっているからだと思
う。
キング牧師は独特のリズム，ポーズの置き方でこの
演説をしているので，実際の演説を何度も聞いて，真
似するよう指示した。また演説であるから，聞き手に
届かないようなものでは困る，堂々と行うこともポイ
ントである。暗唱はこの２点で評価した。

2.7.5 おわりに
３年間担当した 69 期の英語授業の総まとめの１年
が終わった。一時はコロナによって通常の授業ができ
なかったが，２学期は，ほぼ例年通りの形式で授業を
進めることができた。
筆者は，英語の学習は単に単語と構文の知識を使っ
て日本語に訳して終わり，というものではないことを
ぜひ知ってほしかった。日本語と同じように，英語に
も，文章によってそれぞれのリズムがあり，言外の意
味，ユーモアや皮肉，言葉遊びがあり，そういう言葉
の持つ呼吸までも理解することが必要なのだ。その経
験を通じて，英語学習は単に大学受験のためでなく，
非常に楽しく人生を豊かにしてくれるものだ，という
ことである。
そのために，なるべくリズムやジャンルの異なる英
文を提供してきたつもりであるし，早口言葉や，詩の
一節，劇のセリフ，有名な演説の一部は練習し暗唱さ
せてきた。そして，１年の「米国独立宣言」の暗唱を
ホップ，２年の「ゲティスバーグ演説」の暗唱をステ
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ップ，３年のキング牧師の I Have a Dream 演説の暗
唱をジャンプとして，３年間を構成してきた。最後の
期末考査の中で書かせた
「英語授業で印象に残ること」
というタイトルで書いてもらった感想に以下のものが
ある：
I was most impressed by King’s “I have a dream”
speech.
It is because the speech seems to
represent the English classes over the three years.
We cannot fully understand it without knowledge of
the Declaration of Independence, the Emancipation
Proclamation or rhetoric of alliteration and so on.
That I have been able to learn about not only mere
English grammar and skills for reading English but
also invaluable knowledge about what is and was
going on in this world, is the very reason why I love
Mr Hachimiya’s class, I will never forget
innumerable phrases I remember by my “chin” –
Peter Piper, Jack built, Romeo and Juliet, and the
three I mentioned above and so forth. With
invaluable knowledge, I have learned in the classes,
I can live my life happier, (3-2, S)
まさに我が意を得たりで，全ての生徒たちが同様の
感想を持ったわけではないだろうが，少なからぬ生徒
が，このように思ってくれたことを期待する。
＜参考文献＞
1. Bodanis, David (1986), “The Nightly Battle:
Bacteria vs. Egg” (The Universe of English (1993)
東大教養学部英語教室編（東大出版会）所収)
2 ． Cohen, I. Bernard (1985), Chapter 5 The
Scientific Revolution: The First Recognition of
Revolution in Science, Revolution in Science
(Harvard University Press)
3. Drake, Stillman (2001), Galileo – A Very Short
Introduction (Oxford University Press)
4. 八宮孝夫 (2010) 「私家版中高６年間の英語のカリ
キュラム」
（
『筑波大学附属駒場論集第 49 集』所収）
5. 八宮孝夫 (2017) 「私家版中高６年間の英語のカリ
キュラム」(改訂版)『筑波大学附属駒場論集第 57
集』
6. McGrath, Patrick (1992), “O’Malley and Schwartz”
(The Universe of English II (1998) 東大教養学部
英語教室編（東大出版会）所収)
7．Pastan, Amy (2004), Martin Luther King Jr. – A

Photographic Biography (DK Publishing)

8. Ramachandran, V.S. and Sandra Blakeslee
(1998), “Why Do We Laugh?” (The Expanding
Universe of English II (2000) 東大教養学部英語
教室編（東大出版会）所収)
9. Reischauer, Edwin O (1986), My Life between
Japan and America (HarperCollins)
10. 若林俊輔 (1995) 「スピーチ I Have a Dream の
魅力」
（
『現代英語教育』10 月号 (1995)所収）
11. 山久瀬洋二編 (2013), 『I Have a Dream 生声で
聴け！世界を変えたキング牧師のスピーチ』（IBC
パブリッシング）
DVD，CD など
1. Martin Luther King “I Have a Dream” (2005)
(MPI Media Group)
2.8 高校３年生（69 期）英語表現Ⅱ 担当：秋元佐恵
2.8.1 はじめに
英語表現Ⅱ（２単位）は，文法・和文英訳１時間，
エッセイ・ライティング１時間としている。通常はこ
の２つを２名で担当しているが，今年度は履修者が 45
名で２クラスのみだったため，
単独での授業となった。
2.8.2 １学期（オンライン指導）
休校中は週に１度 Google Classroom 上で課題を出
し，個々に添削・採点をして返信，提出締切後に解答・
解説を掲載，という順序で指導した。課題作成ではラ
イティング・タイプの多様性と，生徒が書きたくなる
内容を意識した。語数は 80 語～150 語。
①論証文
（例：日本の高校教育は理系に特化すべきか，
理由と共に意見を述べる）
②物語文（例：最初の部分のみ与えて物語作成）
③説明文（例：日本文化を代表する人物を理由と共に
述べる・日本のことわざを説明する）
④語り文（例：これまでで最も困難な体験を述べる）
⑤手紙文（例：AET からのメールに返信する）
⑥和文英訳（例：池内紀や福岡伸一のエッセイ英訳）
⑦要約（例：対話を聞いて要旨を英語でまとめる）
指導例として，たとえば④の語り文では，初めの１
文の重要性・体験の具体性・文型と語彙の多様性の３
つを軸に指導をおこなった。
【生徒作品例】
“Describe the most exciting or challenging
experience in your life in approximately 80 words.”
●従弟が生まれて
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When I was 12 years old, my cousin was born.
Hearing the news, I was excited, and eager to see
him. A few weeks later, I visited my uncle and aunt
to see him. I was very surprised to see how small his
feet were. They were far smaller than even my fist,
and his little toes were just like a grain of rice. I was
very excited to think that I had such a cute relative
and would see him grow up.
●コロナ禍の現在
I’ve never experienced such a tough situation facing
me today, the spread of COVID-19. I’m concerned
whether the school festival can take place. As my
last game of basketball was already canceled, I
strongly hope the last big event in high school is
held in any form. At the same time, as one of the
leaders of the event, I am responsible for making
best of this unprecedented situation and leading to
success. So, it is being most challenging experience
now.

The Story of a Fierce Bad Rabbit の絵の部分を抜
粋して配布，絵本を見ながらリスニングする。耳と尻
尾がなくなった悪いウサギが，その後どうなったの
か？まずはリスニング部分を自分の言葉で retelling
（70 語)，その後，話を創作（50-100 語)。説明と創作
という２つのタイプが同時にできるタスク。
③筑駒辞典（説明文の活動例）
「この学校の特徴を表す場所・行事・人を１つ選ん
で辞書のように説明」
。
ユーモアと学校への思いがあふ
れる文章が多かった。最後の思い出になるようにと，
冊子にして配布。
このあと，３学期の特別授業ではオンラインで添削
を実施する予定である。高３の英語表現（ライティン
グ）を担当するのは３回目であるが，毎回書かせて添
削→良い作品の共有＋足りない部分の補強，というサ
イクルが最も効果が高いと感じる。生徒が書きたくな
るような，かつ，それを書くことで新しい語彙・文法・
スタイルを習得できるような課題を，今後も探してい
きたい。

2.8.3 ２学期（対面授業）
週２回の短縮授業（40 分）となったので，１時間を
＜参考文献＞
文法・語彙，１時間をライティングの時間とした。ラ
植田一三（2020）
『英語ライティング至高のテクニック
イティング課題を毎週添削するなかで「ここが足りな
36』ベレ出版
い」と思ったことを，文法・語彙の時間に増強し，優
大井恭子
（2010）
『パラグラフ・ライティング指導入門』
秀作品例を共有しながらより良い書き方を学んでゆく，
大修館書店
という流れで授業をおこなった。
ポール・ロシター＋東京大学教養学部英語部会
（2004）
文法で扱ったのは比較，仮定法，準動詞，名詞の可
“First Moves”東京大学出版会
算と不加算，動詞。書き方で扱ったのは，いくつかの
ア カ デ ミ ッ ク ・ ラ イ テ ィ ン グ の 手 法 （ hedging,
3. テーマ学習および課題研究における取り
paraphrasing, signposting, formality, this/that +
noun phrase）
。大学入試レベルではここまで求められ
ないが，と前置きしたうえで，生徒の中で上手に使っ
ている人がいたため，共有した。
２学期も①～⑦の各種ライティング・タイプを意識
しながら，対面でしかできないタスクを行った。その
うちの３つを紹介する。
①ペーパー・ディベート（論証文の活動例）
「学校はいかなる状況でも８時 30 分に開始すべき
である」という論題で，制限時間を設定して書く。各
自が Con と Pro と Judge の順序で，10 分ずつ。ベル
が鳴ったら席の後ろの人に用紙を回し，前の人が書い
たものを読んで論ずる。最後にジャッジしてコメント
を書く。全く話さないスタイルのディベートである。
②ピーターラビットのおはなし（物語文の活動例）

組み
3.1 概要
本校では生徒の主体的な学びを育む一環として，中
学３年生の総合的な学習の時間にテーマ学習を設定し
ている。また高校２年生において，学校設定科目課題
研究，または理科課題研究（各１単位）のうち一方を
選択して全員が履修することとしている。
3.2 中学３年生（72 期）テーマ学習
担当：多尾奈央子
『使おう，英語』と称した講座を開講。中学の総合
的な学習の時間で行われる学習の一部である。執筆者
が開講した講座での内容を以下に述べる。
＊本年は新型感染症拡大の影響から限られた時間で
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可能な内容を設定したことを添える。
①Science Dialogue
これは，日本学術振興会の事業を活用したものであ
る。日本の大学や研究所にて研究中の海外若手研究者
が，自分の出身国や経歴，現在行っている研究等につ
いて英語でプレゼンを行う。間接的にではあるが留学
気分を味わえる時間となる。
英語に自信がない生徒も，
講義の内容を事前に予習できるよう，補足資料を配布
するが，講義の内容を学習するというより，英語を道
具として使用して交流することを中心に据えている。
実際の講義では，講師の方とざっくばらんに題材問
わず，様々なことについて直接交流できる機会を設定
する。
唯一設定できた回も感染症拡大の影響から中止とな
った。
②英語で動画作成
さまざまなことがオンラインで発信される機会が増
えた状況から新しく設定したテーマである。
従前，本校には海外から同年代の生徒が交流に訪れ
ることもあったが，今年度は海外へ行かずとも海外の
学生と交流する場面も増えた。ただ，現在，交流時に，
どのような学校生活・日常生活を送っているかを英語
で紹介するとなると，学校が作成した学校案内パンフ
レットなどの既成のものしか頼れるものがない。生徒
自身の生の声が，学校の雰囲気を伝えるには一番であ
ると考えるとともに，ICT ツールを使用する機会も増
えている今，現実に近い形で伝えるには動画が効果的
である。日々の学校生活のワンシーンでも，本校に特
徴的な活動でも，英語音声・英語字幕付きの動画を作
成して世界に発信する機会を創出することとした。実
際の公開如何は，
製作された動画の質次第ではあるが，
どのような動画にするかは受講生と相談しつつ，生徒
自身の目で見た学校紹介動画を作成することとした。
3.3 高校２年生（70 期）課題研究
担当：須田智之
高２課題研究では，日本学術振興会の『サイエンス・
ダイアログ』プログラムを活用し，海外の若手研究者
から自国の文化や専門分野について英語による講義を
聴講している。発表内容を聴講することを主たる目的
に終始せず，発表の仕方に注視し，学術的・専門的な
内容を聞き手に応じて分かりやすく伝えるプレゼンテ
ーション力を修めることをねらいとしている。
コロナ禍のため，実際に本格的な講座のスタート，
特に『サイエンス・ダイアログ』講師による講義は２

学期からの実施となった（そのうちの２回は実際に学
校に来校して頂き対面講義の形で，残りの１回は
。
Zoom を用いてのリモート講義の形での実施した）

Science Dialogue の講師と記念撮影
サイエンス・ダイアログでのプレゼン例受講と並行
して，生徒一人一人が，内容は理系に限定せずに各々
の興味のあるテーマ設定し，研究成果を英語プレゼン
テーションの形で発表する機会を３学期に設けている。
１月中旬の発表本番では，主たる聴取者は下級生の
中３生・高１生であるので，異学年での学び合いの場
となる。また，その際に可能であれば，本校イングリ
ッシュ・ルームの講師などにも参加して頂き，大勢の
聴衆に向けて，より緊張感をもって英語での研究発表
をする機会としたいと思う。
Science Dialogue & D.I.Y.年間計画
Date

Speaker

Topic

①May 28

―

全体オリエンテーション

②Sept. 5

―

My Favorite TED Talk

③Oct. 17

Dr. Hernandez A Journey to the world
(Philippines)
of ticks

④Nov. 14

Dr. Baltieri
(Italy)

Computer Science

⑤Dec. 7

Dr. Sun
(China)

Effect of dioxin exposure
on human health

⑥Jan. 9

リハーサル①

English Room 講師陣に
よるプレゼン指導(Zoom)

⑦Jan. 16

リハーサル②

English Room 講師陣に
よるプレゼン指導(Zoom)

⑧Jan. 23

受講生徒自身の 課題研究 Open（下級生・
プレゼン
ER 講師を聴衆に迎えて）
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(social science)
また，高校１年生は例年通り，学校紹介を行うこ
担当：八宮孝夫
とになった。
期末考査後に，Mr. and Ms. Vierheller によるプレ
4.1 概要
ゼン講習を行った。プレゼン講習で
Mr Vierheller が
本校はスーパーサイエンスハイスクール（SSH）と
「聴衆は発表内容について全く知らない
して，
海外の高校などとの研究交流実績を上げてきた。 強調したのは，
，という
また 23 年度より筑波大学はその附属学校に対して， のだから，そのことを考慮してプレゼンせよ」
ことであった。確かに，生徒は自分のプレゼンテーシ
「先導的教育拠点」
「教師教育拠点」
「国際教育拠点」
ョンを行うことに夢中で，相手にわかってもらうとい
の３拠点構想を実現するよう求めており，この数年で
本校生徒が国際的に活躍する機会は確実に増えている。 う視点に欠けていた。事前にその点に気づいたのは大
きな意味があった。また，注意すべき要素として
ただ，今年度はコロナ禍の影響もあり，多くの交流
「Numbers / Question words / Adjectives / Negative
が従来の形では行えず，オンラインややむなくキャン
words」をあげられた。
セルという形をとった。
12 月 11 日，台中一中とのオンライン研究交流を実
以下に，2020 年度の国際交流活動を挙げ，説明する。
施した。プログラムは以下の通り：
＜*は SSH 関係＞
1 The date: December 11 (Fri)
(1) *台湾台中市立高級第一中学とのオンライン研
2 The schedule (Japan Time)
究交流
9:00- 9:30 Opening Ceremony
(2) 釜山国際高校主催の Global Forum 2020 への
Signing Ceremony for the renewal of our sister
オンライン参加
school relationship (4 min)
この２つについて，詳述する。
Greetings (5 min x 2), Cultural Exchange
program (8 min x 2)
4.2 具体例：台中一中とのオンライン研究交流
9:30-10:00 School introduction (15min x 2 :
コロナ禍で，
１学期は当初生徒投稿もなかったため，
TKKM→TCFSH))
通常６月には台中派遣生徒募集を行うのであるが，今
10:00-10:05 Short Break
年度は６月末にオンライン交流を行う旨をアナウンス
10:05-11:05 first half of research study
し，実際の募集は２学期に本格的な対面授業が再開し
presentations
てから行った。これは，研究交流に必要な高２の課題
(15 min x 4 : TK → TC → TK → TC)
研究自体が１学期の末から開始したことにもよる。
11:05-11:10 Short Break
例年は台湾の現地に赴き，授業参加や博物館見学，
11:10-12:10 Second half of research study
台中生徒との交流の体験などもあるが，今回はオンラ
presentations
インということで，応募者自体が少ないことが予想さ
(15 min x 4 : TK → TC → TK → TC)
れた。実際問題として，オンラインの研究交流でまる
12:10-12:20 Q & A time
１日費やすのは無理があるので，先方の運営担当とも
12:20-12:40
Ending remarks (10 min x 2)
事前に打ち合わせをし，午前中３時間程度で，発表は
４本ということに決めた。高２は 12 名４チーム，高１
は３名であった。
参加者が決まると，個々の研究チームごとに課題研
究の担当教員が顧問となり研究を進めた。11 月中旬に
Ａ４判２ページの英文アブストラクトを提出させ，
「ア
ブストラクト集」にまとめた。タイトルは以下の通り：
1 Body color change of aphids (biology)
2 An Area Formula of Convex Regions on
Hyperbolic Plane (mathematics)
3 Light Attracts Daphnia (biology)
発表の様子
4 Educational inequalities that COVID-19 tells us

4．国際交流に関する取り組み
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音声の問題などオンライン交流特有の問題はあった
が，
概ね，
予定通りのペースで運営することができた。
参加生徒の感想（得たものは何か）は以下の通り：
・自分の研究だったり思っていることだったりをこ
れからも発信していければなと思った。
・台中生の学術的な探求姿勢から刺激を受けた。
・まず，研究テーマについての理解が深められたこ
と，そして，英語を話す時の体の使い方を知ること
が出来たこと。
・英語での説明やスライドで，わかりやすく印象的
に内容を伝える方法
なお，その内容については，別途『台中一中派遣プ
ログラム 2020 実施報告書』にまとめる予定なので，そ
れを参照されたい。
4.3 釜山国際高校主催の Global Forum

プサン国際高校が例年交流している世界の６か
国の高等学校が Post-pandemic Societies をテーマ
に，オンライン上でプレゼンテーションを行った。
参加校は以下の通り：
1. Lawrence S.Ting School (Vietnam)
2. Rongotai College (Newzealand)
3. St.Paul high school (Taiwan)
4. Senior High School at Komaba, the University
of Tsukuba (Japan)
5. Nara Women's University Secondary School
(Japan)
6. SMA Negeri 5 Surabaya (Indonesia)
7. Kobe International Junior and Senior High
School (Japan)
8. Hvitfeldtska gymnasiet (Sweden)
本 校 か ら は １ チ ー ム 参 加 し ， Education
inequality after corona pandemic というテーマで
ビデオ・クリップを HP にアップロードした。
Global Forum 週間には，それぞれの参加チーム
や釜山国際高校生が，それぞれのビデオ・クリップ
を視聴して，感想や意見などの書き込みをし合った。
面白い試みであったが，直接，海外の生徒と意見
交換する機会がなかったのは残念であった。しかし，
プレゼンテーションの仕方も国によって特色があ
り，今後の参考になることは多かった。

たとはいえ，やはり現地に赴いて，生で他国の生徒と
触れ合う経験に匹敵するものはない。
１日も早く，コロナ禍が収束し，本来の形で国際交
流ができることを願っている。

5．イングリッシュ・ルーム
担当：須田智之
イングリッシュ・ルームは，通常は月に２～３回の
平日放課後１時間半程度実施される，希望者が自由に
参加できる実践的英語コミュニケーションの機会であ
る。講師は主に東京大学の大学院留学生を中心に依頼
し，当日参加の生徒の興味関心に合わせて英語での会
話練習の相手をして頂いている。特に最近は，語学部
のディベートチームへのトレーニングに多大なる貢献
をして頂いており，大会等での上位入賞の原動力とな
っている（１学期の休校期間中にはオンラインでの指
導もして頂いた）
。また，例年は中３テーマ学習・高２
課題研究の「サイエンス・ダイアログ」での生徒の発
表指導や，台中一中や釜山国際高校との交流での発表
原稿・プレゼン指導にもご尽力頂いているが，今年度
はコロナ禍で実施が難しかった。

4.4 おわりに：今後の予定
国際交流というのは，まず海外との行き来ができる
ことが大前提である。オンラインで新たな方法を探っ
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English Room もオンラインにて実施

【資料１】中学１年生 １学期授業記録
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【資料２】中学３年生オンライン学習時の作成教材例
・
『学習編』
（抜粋）
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『課題編』
（抜粋）
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