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１．資料６－１ 年間指導計画案 

①英語 I 年間指導計画案（使用テキスト Voyager English Course I）  

課 タイトル 内容 文法項目
言語の働き

と場面 
自己表現活動（テーマ） 

1 Messages 

for the 21st 

Century 

“VOTE”プロジェクトを紹介し，コミ

ュニケーションの重要性を提起。 

SV / SVC / 

SVO 

あいさつ・紹介

する／学校 

・意見を述べる（実際の“VOTE”プ

ロジェクトと全く同じ形式を用

いる） 

2 Back to 

Space 

77 歳で２度目の宇宙飛行を実現し

たジョン・グレンの生き方を紹介す

る。 

SVOO/SVOC 

/ 進行形 / 現

在完了形 

感謝する／家庭 ・感想を述べる（ジョングレンの生

き方の感想、または自分の目指す

生き方について） 

サイド・リーダー【普通科】『ファン』（エミル出版）・【国際科】『木を植えた男』（桐原書店）、

『星野道雄』（数研出版） 
 

3 Do You Slurp 

Ramen? 

ラーメンをすする音のエピソードを

通じて，異文化理解について考える。

助動詞  / 受

動態・助動詞 

/ 関係代名詞

驚く・喜ぶ／レ

ストラン 

・経験を述べる（これまでに自分が

経験した cultural shock） 

・アドバイスする（日本での生活の

留意点を留学生に説明する） 

サイド・リーダー【普通科】『ブルー・ダイアモンド』・【国際科】『Cultural Difference』（桐

原書店） 
 

4 Treasure 

House of 

Natural Life 

自然の宝庫と呼ばれるミッドウェー

諸島の動物が，流れ着くゴミにより

命を落としている現実。 

to-不定詞 /名

詞 / 分 詞 

疑問詞＋to 

同情・非難する

／道案内 

・説明する（テキストに掲載されて

いる写真について、自分の考えを

付け足しながら説明する） 

サイド・リーダー【普通科】『アンニョン・コリア』（三友社）  

5 Sadako’s 

Story 

原爆の犠牲となった禎子さんの話は

世界中の人々に感銘を与えている。

比較  / 現在

完了進行形 / 

過去完了 

謝罪する 

サイド・リーダー【普通科】『木を植えた男』（桐原書店）・【普通科・国際科】『サダコと千羽

鶴』（啓林館） 

・感想を述べる（全体を読んでの感

想、または特に印象に残った一節

についての感想） 

R

1 

Best 

Paperboy 

新聞配達をする少年の仕事ぶりに対

する近所の人たちの温かい贈り物。

(既習事項で)  ・メールを書く（町の住民または新

聞配達の少年になったつもりで）

サイド・リーダー【国際科】『シャーロックホームズの冒険』（中央図書）  

6 Patch 

Adams 

笑いによる病気治療を実践するパッ

チ・アダムスの生き方・考え方を紹

介。 

SVO ＋ to- 不

定詞 /O(節 ) / 

It is … for S 

to ～ 

説明する／健康 ・人物紹介をする（広く人々に感銘

を与えたと思う人物を紹介する）

サイド・リーダー【普通科・国際科】『ブラック・ジャック』（三友社）  

7 Reconciliation 

And Unity 

アボリジニ出身のランナー，キャシ

ー・フリーマンの活躍と生き方。 

/ 関係代名詞 

what / 倒置 

申し出る／旅行 ・グループ・プレゼンテーション（世

界の先住民についてリサーチし

発表する） 
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サイド・リーダー【普通科】『チャールズ・シュルツ』（数研出版）・【国際科】『リトル・トリ

ー』（三友社） 

・感想を述べる（現代の社会と先住

民族との価値観の違いに焦点を

当てて） 

8 Revive the 

Mammoth 

クローン技術によってマンモスを復

活させようと試みる科学者たち。 

It is＋形容詞

[名詞]＋that 

… / 形式目的

語 / 仮定法 

賛成する・反対

する／電話 

・ディスカッションの基礎訓練（マ

ンモスを再生することやクロー

ン技術の是非について） 

9 My Heart 

Will Go On 

セリーヌ・ディオンの生い立ち，歌

に対する考え。 

関 係 副 詞  / 

分 詞 構 文  / 

形 容 詞 ＋

that-節 

依頼する／買い

物 

・ 人物紹介をする（自分の特に

好きな人物、あるいは偉大だ

と思う人物を紹介する） 

サイド・リーダー『未定』（自分が興味を持っている人物を描写したストーリーを自由に選択

して読む） 
 

1

0 

To Give or 

Not to Give 

臓器を提供するか否か，様々な意見

を紹介して話し合いの材料とする。

SVOC( 分

詞・原形不定

詞) /強調構文

命令・禁止／イ

ンタビュー 

・ディスカッションの基礎訓練（臓

器移植に関する各自の考えに対

してコメントする） 

サイド・リーダー『未定』（生命倫理を題材とするもの）  

R

2 

A Boy’s 

Smile 

虐待で死んだ子の兄へのジョーダン

からの贈物。 

(既習事項で)  ・ メールを送信する（親や友人

への感謝の気持ちをメールす

る。 

・ そのメールに対して返信する

サイド・リーダー『マイケル・ジョーダン』（啓林館） 

パフォーマンス・コンテスト（ショート・コント、イングリッシュ・ラクゴなど） 

・英語パフォーマンスで楽しむ 

上半期の指導目標：自分の意見、考えを効果的に伝えることが出来る。 

下半期の指導目標：クラスメートの意見や考えに対してすばやくコメントを積み重ねることが出来る。 

 

②英語Ⅱ 年間指導計画案（使用テキスト UNICORN English COURSE Ⅱ） 

課  タイトル   題    材 文 法 
言語の働きと場

面 

言語活動・ 

自己表現活動 

１ 
A VOLUNTEER IN 

MALI 

アフリカのマリで人々の自立を

助けている村上一枝さんへのイ

ンタビュー。 

☞真の国際協力、援助とは何

かを考えさせる。 

SVC 

SVOC  

(C=分詞) 

相手に勧める表

現を身につける。

将来への夢を語

る。 

Q-A ,T-F による内容確認、リーデ

ィングなど。将来の夢、ボランティ

ア活動 について自分の考えをペア

で発表。 

２ 
THE STORY OF 

COFFEE 

800 年頃エチオピアで発見され

たコーヒーが、世界の飲み物にな

るまでの歴史。 

 ☞身近な飲み物に秘められた

エピソードや歴史を知る。

Which, who

の非制限用

法 

動名詞の意

味上の主語

具体例を示す。 

食べ物の選択と

値段。 

（ファーストフ

ードの店での会

リーディング、センテンス・サーチ

など。世界各国の食べ物の起源（歴

史）について、クループでリサーチ

してプレゼンテーション。 
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話） 

３ 
FREE  THE 

CHILDREN 

児童労働の悲惨さを知って、立ち

上がったカナダのクレイグ少年

の活躍を読む。 

 ☞自分たちより幼い子どもた

ちの悲惨な生活を知る。 

 ☞ほぼ同世代の若者が、世界中

を動かす活動をしている驚

きを、自分の将来を考える

きっかけにする。 

進行形の受

動態 

There is ＋

分詞 

必要を話す。 

家事について話

す。 

（放課後、路上

で） 

リーディング、タスク・プリント、

インフォメーション・ギャップシー

トなど。ストリートチルドレンにつ

いてどう思うか、グループで発表。

４ 
SLEEPING WITH 

LIONS 

カラハリ砂漠での、ある夫婦とラ

イオンとの交流と別れを描いた

実話。 

 ☞英語を通して、野生動物との

触れ合いや悲しい別れを味

わうという体験をする。 

独立分詞構

文 

不定詞の否

定・完了形

よくない知らせ

を伝える。 

天候について話

す。 

（サマーテニス

チームでの会話）

Q-A,T-F による内容確認、リーディ

ング、タスク・プリントなど。 

ストーリーのその後をグループで

作り発表。 

５ LIFE IS SO GOOD 

98 歳になって字を覚えたジョー

ジ・ドーソンさんの人生。 

 ☞読み書きを知っていること、

学ぶことの大切さを実感す

る。 

 ☞背景にある差別問題につい

ても考えるきっかけとす

る。 

仮定法過去

完了形 

譲歩を表す。 

ニュースについ

て話す。 

（ディスカッシ

ョンの時間） 

リーディング、タスク・プリント、

シャドウイングなど。inspiring 

person について、グループ内で発

表。識字率に関するリサーチとプレ

ゼンテーション。 

６ 
MY NEW  

ZEALAND 

ニュージーランドでホームステ

イした女子高校生の体験記。 

 ☞同世代の生徒の国際交流体

験から、自らの夢や希望を

関連づけて考える。 

Where の 非

制限用法 

分詞構文 

（過去分詞）

期待について述

べる。 

入国審査 

（空港での会話）

Q-A,T-F による内容確認、リーディ

ングなど。 

夏休み宿題 

７ 
THE LESSONS OF 

EASTER ISLAND 

イースター島の石像は、限られた

資源を浪費する人類への警鐘で

ある。 

 ☞「謎の建造物」という話題か

ら、地球の資源や環境の問

題へ発展させる。 

Which の 非

制限用法 

助 動 詞 ＋

have＋過去

分詞 

過去を振り返っ

て述べる。 

先約がある。 

（家庭での会話）

Q-A,リーディング、タスク・プリン

ト、シャドウイングなど。 

地球の資源や環境問題に関するテ

ーマで簡単な英文作成と発表 

８ NELSON MANDELA 

27 年ぶりに釈放された日の記

録、ネルソン・マンデラの自伝を

読む。 

 ☞解放の日の喜びの背景に、ど

動名詞・分詞

構文の完了

形と否定形

疑問に思う気持

ちを表す。 

ディベート関連 

（教室での会話）

Q-A, リーディング、シャドウイン

グなど。書かれた内容について感動

した部分を表現する。Rosa Parks

を題材にして、人種問題について英
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んな歴史と苦しみがあった

かを考える。 

語でグループ内で発表。 

９ 

FASHION  

--A Reflection of 

 the Times 

ファッションは、時代を映す鏡で

ある、戦後流れを世相とともに見

ていく。 

 ☞ファッションとは、単に楽し

い話題と思ったり、逆に軽

薄だと思ったりされがちだ

が、深く考えるべき話題で

ある。 

When の非制

限用法 

未来完了形

まとめを述べる。

服装について述

べる。 

（卒業式の相談）

Q-A, リーディング、シャドウイン

グなど。現在のファッション、自分

の好きなファッションについてペ

アで発表する。 

 

1

0 

ENGLISH AS A WORLD 

LANGUAGE 

言語のグローバリゼイションの

プラス面とマイナス面を探る。

 ☞自分たちが学んでいる英語

について、さまざまな視点

から考える。 

未来進行形

It is said 

＋ that 節

相手を励ます。 

待ち合わせなど。

（電話中の会話）

Q-A, リーディング、シャドウイン

グなど。なぜ自分が英語を学ぶの

か、英語を学ぶことの利点を英語で

まとめてみる。 

1

1 

THE YOUNGER DAYS 

OF PATCH ADAMS 

パッチ・アダムズは医療の現状を

憂え、無料の病院ゲズンハイトを

作った。 

 ☞医療を初め、日本社会におけ

るさまざまな問題について

考える。 

It is ＋形

容詞など＋

whether 節 

喜びを表す 

体調について話

す（過程での会

話） 

Q-A, リーディング、シャドウイン

グなど。パッチ・アダムズの青春時

代を念頭に置き、現在の医療に関す

る問題点をリサーチしてプレゼン

テーション。 1 年間学んできたこ

とで、プレゼンテーションがどう変

化したか比較してみる。 
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２．資料６－２ ２学年言語活動 / 自己表現活動のための授業プリント 

Lesson 3           FREE THE CHILDREN                     TASK SHEET  NO.1 
1 Activity-Sentence search  
  Find and underline the sentences that match the sentences below. 

(1) What Craig felt and thought when he found the article of a child laborer. 

(2) Things which he thought when he walked through his middle-class neighborfood. 

(3) Find the speech of "Free the Children" at one high school. 

(4) Find the questions after the speech. 

(5) How did they build up the answers ? 

(6) What he learned through the activity (part 3). 

(7) Find the advice of Dr.Panuddha Boonpala. 

(8) What Craig did at South Asisa. 

(9) Craig's one of big memories that he won't foreget (part 4). 

(10) What we have to do (part 5). 

2 Answer the questions below and listen to your friends' ideas. 
   These questions are not about the content of the text. Your imagination and thoughts are very 

important.  

(1)  If you find an article like this lesson, what do you think or feel ? 

(2)  The end of part 1 say, "And my own world seemed a little darker."  

   Why do you think he felt like that ? 

(3)  Write and talk what you find through the graph of page 34. 

(4)  If you listen to the speech, what questions will you kave ?  

(5) Write and talk what you think about the child laborers. 
 

Lesson ５        ＬＩＦＥ ＩＳ ＳＯ ＧＯＯＤ     TASK SHEET  NO.1 
1 Write two words and explain the meaning of them briefly. 

○(                       )                                                       

 

 

○(                       )                                                       

 

 

2  Make sentences that represent the contents of the text.  

(1) George Dawson is a man who 

(2) At first he didn't go back to school, because 

(3) Mr. Henry said that 

(4) Georgr thinks that                                                                                                    

3  Write and talk with your partner.   

(1) What do you think of Mr. Dawson ? 

(2) Look at the figure of literacy rate and write what you can say and what you feel or think. 
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(3) What is the best or good way to learn new language ?  

 

Lesson 8      NELSON MANDELA                 TASK SHEET 2 
1 Answer in Japanese 

(1) 第一段落について 

   ・彼がうれしかったこと、残念だったことは何か。 

   ・移動する間、彼が目にしたものは何か。 

(2)  第二段落について 

   ・彼は、どこで何をすることになっていたのか。 

2 Answer in English 

(1) How long did he stay in the crowed ? 

(2) What was he surprised at most ? 

(3) Why did he think that a South Africa was not what the one before ? 

(4) What had the reception committee organized ? 

(5) Where was the Grand Parade in Cape Town ? 

(6) What was he expected to there ? 

3   He wrote that he was returning to a South Africa which was different from  

  the one he had left. How was a South Africa when he left there ?  Think and  

  write in English, then talk about it with your partner.  

 

 

4  Read the documents about Rosa Parks.  Put it into Japanese and write your  

 opinion. 

 

 
ＰＲＥＳＥＮＴＡＴＩＯＮ  ＣＨＥＣＫ ＳＨＥＥＴ 

  DATE       GROUP NO.          MEMBERS 

 

       Criterion                      View Points 

Greetings and  Manners 

(manners,attitude) 

・How are their manners ? 

・Are they polite ? 

Voice 

(Loudness,clarity) 

・Whether their voices are loud enough to hear or not. 

・Are therir voices clear ? 

Attitude 

(gesture, eye contact) 

・Do they use their gestures effectively ? 

・How is their eye contact ? 

Contents 

(Complehension, structure) 

・Whether the story is clear for understanding or not. 

・Did you underatand easily ? 

Teamwork ・Did they work cooperative ? 
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(Teamwark, cooperation)  

Judgement and points 
   Excellent：３      Good or Average：２      Below average(Need to study more)：１ 

No G      Title Manners Voice Attitude Contents Teamwork   TOTAL

１ ８        

２ ６        

No G What you have learned and thought(upper area) and Questions to ask(lower area) 

   

   

 
３．資料６－３ １学年言語活動 / 自己表現活動のための授業プリント 

(1)１年自己表現活動資料  

Lesson 1   Messages for the 21st Century 
以下のトピックは実際に VOTE プロジェクトのホームページに掲載されているものです。テーマをひとつ選び、

5行以上の英文でメッセージを書いてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message 
                                                            

                                                                  

                                                                                             
Do you think that doctors should be like Patch Adams ?   

Why do you think so?  Please give 3 reasons, using the following style. 

② I think that doctors should be like Patch Adams.    I think that doctors can not be like Patch 
Adams.    

③ There are three reasons. 
④ First of all(Firstly), ～ 

⑤ Secondly, ～ 

⑥ Thirdly, ～ 

Topic 1  Most Impressive Event or Person of the 20th Century  

Topic 2  Looking Towards The 21st Century 

1. Environment  

2. Peace  

3. Human rights  

4. Responsibility of Adults and Children  

5. Health and welfare  

6. Energy crisis  

7. School life 

8. Science and technology  

注）  Topic 1: 20 世紀で最も印象的な出来事や人物    Topic 2: 21 世紀を見据えて 



 93

⑦ Therefore,（それ故に） we need doctors like Patch Adams. 

Therefore,（それ故に） we can’t expect doctors to be like Patch Adams. 

                                 

Useful expressions  

・ That’s why（そういうわけで） So（だから） Because ～, ......... 「～だから.......」 

Because of 人・物 「人・物～のせいで」  For this reason「この理由のせいで」 

・ Besides, （つけ加えて） In addition,（つけ加えて） Also,（つけ加えて、また） 

Moreover,（さらに） 

・ for example,（例えば）   such as～（～のような）   ～and so on（～などなど） 

・ However,.....（しかしながら、.....）   On the other hand, ..... （他方では.....） 

・ In my opinion, （私の意見では）           

 

Teacher’s example 

      ① I think that doctors can not be like Patch adams. 

   ② There are three reasons.    

      ③ First of all, few doctors have their experiences like Patch Adams.  Adams was not happy in 

his childhood because of his father’s sudden death. He became mentally ill and was in the 

hospital as a patient.  That’s why he could realize other patients’ mental problems and their 

feelings deeply.  

          On the other hand, think about today’s doctors!  Of course, they were bright in their school 

days. But are there many doctors who have suffered from mental problems like Patch Adams?  

Besides, most of them may be rich and they have spent happy childhood.  For this reason, it 

may be difficult for them to understand the patient’s loneliness and fear deeply.          
      ④ Secondly, if the doctor treats the patients for free, it will be not easy to run the hospital. Today 

people can live much longer than before and more and more old people need doctors and a lot 

of medicines. That’s why if the doctor doesn’t receive money for their treatment, they have to  

depend on donations and volunteer work. Can you have enough donations?  Can you have 

enough volunteer work?  I don’t think so.  So, you cannot be like Patch Adams easily.  
⑤ Thirdly, Patch wanted to become a clown.  He is good at making people laugh.  Is there any 

doctor who can do this?  It’s not so easy to make patients laugh.  In other word, Patch is a 

very very very special person in medical world. 
      ⑥ Therefore, in my opinion, we can not expect doctors to be like Patch Adams at all. 
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も印象に残ったところ Ｐ．〔    〕の〔    〕行目から〔    〕行目 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

LESSON 7  Unity and Reconciliation 

CLASS:     NAME:                          

inspire (                          ) 

Read the text and explain the following 3 points. 
1. Explain who this person is. （この人はどんな人なのか説明する） 

                                                                                                            

                                                                                                 
2. Explain why this person is special.（どのような点で他とは違っているか説明する） 

                                                                                                            

                                                                                                 
3. Explain what this person inspire people to do. (人々にどのような影響を与えたか説明する) 

                                                                                                            

                                                                                                 

  

2.  Inspiring people 

郵政民営化にともない、シリーズ切手を作ることになりました。テーマは ”Inspiring Japanese”、つまり 人々

を鼓舞し、希望や活力・元気を与えた日本人を切手にしようというものです。この切手にふさわしい人物を

各講座で一人ずつ選出してください。 

まず、このテーマにふさわしい人物を各自が考え下記の要領でまとめてください。 

次にグループを作り、グループ内で切手にふさわしい人物をひとりずつ選んでもらいます。 

後に講座全体でひとりを選出します。 

1. Choose a Japanese you think is inspiring. 

2. Explain who this person is. 

3. Explain why this person is special 

4. Explain what this person inspired people to do. 
                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

 

～ 夏休み英語課題 ～SADAKO を読んで、最も印象に残った部分を下に書き写し、その理由や

感想を 8 文以上の英語で書きなさい。自分の親しい友人や家族に語るつもりで書くこと。）整理テス

ト後の最初のリーダー授業で提出！ 

これは臓器移植に反対するグループが英字新聞に掲載した意見広告の一部です。 
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彼らの論点を簡単に箇条書きで４つにまとめなさい。 

We are against the organ transplant under the present situation.  There are four reasons for this. 

First, brain-death is not an actual death.  Even if the brain is dead, the body is still alive as *Mr. Yanagida 

Kunio says in his book.  The heart is beating.  The face is rosy.  The body sweats when it’s hot.  The *blood 

pressure rises when the patient’s family come into the patient’s room in the hospital.  These facts clearly show that 

the body is still alive even if the brain is dead. 

Second, some doctors say that even if the brain is dead, it may still feel pain. Nowadays, 

when they take organs from the body, they have come to *put the patient under anesthesia.  Why?  *Without 

anesthesia, *as was the case of Kochi in 1999, the patient’s *heart rate increases, blood pressure rises *remarkably 

and the patient begins to move around as soon as doctors *begin to perform the operation.  For these reasons, *it’s 

likely that patients feel pain during the operation. 

Third, doctors cannot treat both donor and *recipient well at a time.  In order to succeed in organ transplant, 

they have to take fresh and healthy organs.  However, *the longer doctors treat the donor, *the worse quality of 

organs will be, because the organs get weaker during the treatment.  In other words, the sooner they stop 

treatment to save life, the better organs they can take.  So, they usually *lower the level of treatment for saving life 

when they start to think about organ transplant.  Instead of saving life, they attempt to save only organs for 

transplant.   

Lastly, if you have a donor card, you might receive only poor treatment in *serious condition.  Some doctors are 

always waiting for fresh organs coming to his or her hospital.  Can you expect that such doctors do their best to 

save a patient who hold the donor card?  We are afraid that they would stop efforts to save life and wait for the 

patients turning to be brain-dead condition.  Actually, no patients who have become donors in the past 6 years have 

been treated *low temperature therapy. If the donor had received that therapy before brain-dead condition, they 

might not have been donors, but instead, they might have recovered and lived happy life with their loving family. 

Yanagida Kunio:柳田邦男。『犠牲』の著者。子息の脳死判定と臓器移植に至る経過、家族の心情を吐露している。 

blood pressure:血圧 put the patient under anesthesia:麻酔をかける  Without ..., ～:もし...が無ければ～ as was 

the case of...:...の場合のように    heart rate:心拍数    remarkably:顕著に  begin to perform the operation:メス

を入れる  it’s likely that～:～の可能性が高い  recipient:移植を受ける人 the longer …, the worse…:The 比較

級,the 比較級  lower :～を低下させる  serious condition:重体  low temperature therapy: 脳低温療法（体温を

下げて、脳死状態を防ぐ治療法。75％の昏睡患者が命を取り留め、全国にも普及しつつある療法） 

 

(2)１年ディスカッション 資料 

Lesson 8    Revive the Mammoth  (Introduction) 
ＦＯＲ ＤＩＳＣＵＳＳＩＯＮ (1)          

1．For or Against? 

印象に残った理由、思ったこと、感想など 

                                        

                                        

                                        

 (以下省略) 
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  1.  Mr. A : I think Nagano Prefecture is good place to live.  What do you think? 

      You   :                               , because                                              

                                                                                                  

  2.    Ms. B: I think school lunch is better than bringing your own lunch even in high  school.   What do you 

think? 

       You  :                               ,                                                    

                                                                                             

  3.   Mr. C: I think school is boring.  What do you think? 

       You :                                ,                                                    

                                                                                                

 

 

2. Sorry, but... 

 

     (The world)                                                               

 

 

 

ＦＯＲ ＤＩＳＣＵＳＳＩＯＮ (２)  

 

 

 

（賛成） 
賛成です     □□□ I agree with you. 

正しいと思います    □□□ I think you are right. 

私も同じ考えです    □□□ I think so, too. 

私も同じように感じています  □□□ I feel the same way. 

私の考えと全く同じです   □□□ That’s exactly what I was thinking. 

それは良い考え〔提案〕ですね  □□□ That’s a good idea [suggestion]! 
（一応の賛成） 
全般的には賛成です   □□□  I agree with you on the whole, (but).... 

そのとおりかもしれない   □□□  That may be true. 

あなたの言う通りかもしれない  □□□  You may be right, (but)... 

言ってることは分かるんだけど、  □□□  I see your point, (but).... 

強いて言えば賛成です         I’m rather in favor of the idea, (but)... 

面白い考え〔提案〕だと思うけど、        That’s a very interesting idea[suggestion], but... 
（部分的に賛成） 
いくつかの点を除いて賛成です  □□□  Except for a few points, I agree with you. 

その点については正しいと思いますが  □□□  You’re right on that point, (but).... 

～については正しいと思うけど、  □□□  It is true that ～, but... 

（賛成） 

1.  I agree with you.   2.  I’m in favor of ... 

3.  That’s exactly what I was thinking. 

（反対） 

1.  I don’t agree with you   2.  I have a different opinion. 

3.  I can’t accept that.   4.  I’m against ... 

（言いたかったけど言えなかった表現） 
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（何とも言えない） 
どっちもどっちだと思うけど、        I think both have merits and demerits, but... 

何とも言えないけど、   □□□  I’m not sure, but... 

どちらも正しいと思います   □□□  I think both are right, but/and... 
（問題を提起する、提案する） 
問題〔厄介なことは〕は～です  □□□  The question[trouble] is ～. 

二つ問題があります。ひとつには、、  □□□  There are two problems. One is～. The other is～ 

.....の代わりに.....はどうですか  □□□  Instead of ..., what[how] about...? 
（その他） 
面白〔合理的〕いですね   □□□  Sounds interesting![reasonable!] 

興味深いのは～です   □□□  What is interesting to me is ～ 
（反対の表現）             賛成の表現の否定文を使いましょう 
 

ＦＯＲ ＤＩＳＣＵＳＳＩＯＮ (3) 

表の 1～3 の意見について、コメントを書いてください。賛成の場合は、単に I think so, too で終わりにせず、自分の

考えや新しい視点など新情報を追加すること。 

1.                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                        

 2.                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                        

 3.                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                      

Discussion (4)        FOR or AGAINST? 

1.   Are you for or against the idea to revive one of the following extinct animals?  

     Why do you think so?  Please give the reasons. 

   Mammoth / Toki (Nipponia Nippon) / Nihon-ohkami (Japanese wolf) 

I am (for / against) the idea to revive                    , because                                                         

                                                                                                            

2.   Do you want to clone you?  What do you think about cloning a person?   

                                                                                                                        

                                                                                 

What do you think about them?  (If you agree with the idea, add new information or a new 

viewpoint!)   

1.                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                           

2.                                                                                                         
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Read two opinions above.  What do you think ? 

1.                                                                                                         

                                                                                                           

2.                                                                                                                      

                                                                                                           

Discusssion (5)       Taking Notes 

Take Notes during the discussion below.  You don’t have to write whole sentences.  Just write down key words! 

1.  

2.  

Write down the most interesting idea, or new idea in the discussion.  Then, what do you think about the idea? 

1.                                                                                                                      

2.                                                                                                                     

Discussion (6)        Fruits of discussion: 

 An interesting idea, good idea and new idea generate another new idea!  

Here are some of your final comments on reviving or cloning.  You did a good job! 

 (About reviving extinct animals) 

1. “If mammoth revive, where does it go?”  I think this comment is the most interesting of all.  So I don’t agree 

with the idea to revive mammoth.  Revived mammoth is poor, I think 

2. “If we revive Toki, Japanese ecosystem may be broken.”  Before this discussion, I didn’t think about it.  And I 

agreed with the idea to revive Toki, but now I’m not sure. 

3. The most interesting comment is that to revive to amuse ourselves is bad.  I agree with this opinion.  Life is 

the most important thing, so we must not use life for amusement. 

(About cloning) 

1. When cloned people know that they are cloned people, they will feel very sad.  This idea is very interesting.  It 

is new idea. 

2. When I heard that we will be able to use cloned parts of the body, I first thought it was a good idea.  However, 

what will happen if you transplant all parts of your body?   You will be able to live 200 years!!!????   Is it 

good?  What will happen then?  I don’t think cloning is good idea now. 

New topic for discussion 

What do you think about organ transplant?  Would you be an organ donor?  Please write your opinion.   
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４．資料６－４ 英語学習意識調査  

平成 17 年度 SELHi 英語学習についての意識調査 

○ あなたの学科、学年、性別を、マークしなさい。 

○ この一年間の、自分の英語学習や国際交流活動を振り返って答えて下さい。 

○ 次の各質問項目について、自分の場合について５段階の評価をして、あてはまるところの番号をマ

ークシートにマークしてください。 

１：全くそう思わない   ２：そう思わない   ３：どちらともいえない  ４：そう思う ５：強く

そう思う 

○ 答え方は、例を参考にして、間違えがないように注意して下さい。 

【質問と答え方の例】                                                             

英語で話す力が伸びてきた。・・・・・・・・  １───２───３───４───５            

《伸びてきたとは思わない場合、「そう思わない」の２をマークします。》 

【１学期の始め頃と現在を比較して答えて下さい。変わらない場合、または判断ができない場合は、現

在の状態を答えて下さい】 

Ⅰ 英語（学習）への興味・関心・意欲 

① 英語への興味や関心が強くなった・・・・・・・・・・  １───２───３───４───５ 

② 英語学習の意欲が出てきた。  ・・・・・・・・・・・  １───２───３───４───５ 

③ 英語を聞くことが好きになってきた。・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

④ 英語で話すことが好きになってきた。・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

⑤ 英語を読むことが好きになってきた。・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

⑥ 英語を書くことが好きになってきた。・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

⑦ 授業に積極的に参加できるようになった。・・・・・・   １───２───３───４───５ 

⑧ 英語の家庭学習時間が増えた。・・・・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

Ⅱ 自分の英語力について                                                                                

⑨ 英語を聞いて、以前より理解できるようになった。・・   １───２───３───４───５         

 ※⑨で、４，５をマークした人は、その理由と思われるものを⑩～⑫の項目から選び、番号に１とマ

ークしなさい。 

⑩ 授業でリスニングの機会が増えたから。 

⑪ 家でリーダーの教科書 CD や英会話番組を聞くようになったから。 

 ⑫ その他 ( 具体的に                                                 ) 

 ・できるようにならなかったと感じている人は原因は何であると思いますか。 

(                                           ) 

⑬ 英語で話すことが、以前よりできるようになった。・・・ １───２───３───４───５  

  ※⑬ で４，５にマークした人は、その理由と思われるものを⑭、⑮の項目から選び、番号に１と

マークしなさい。 

⑭ 授業で英語を話す機会が増えたから。（グループディスカッション、プレゼンテーション、スピー

チなど） 

⑮ その他 (具体的に                            ) 

・ で き る よ う に な ら な か っ た と 感 じ て い る 人 は 原 因 は 何 で あ る と 思 い ま す か 。

(                                            ) 
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⑯ 英文を読んで、内容が速く理解できるようになった。・・・ １───２───３───４───５        

※⑯で４，５にマークした人は次の項目から選び、その理由と思われるものを⑰～⑲の項目から選

び、番号に１とマークしなさい。 

⑰ 授業で速読の力がついたから。 

⑱ サイドリーダーを自分の力で読むようにしたから。 

 ⑲ その他 ( 具体的に                                                 ) 

 ・できるようにならなかったと感じている人は原因は何であると思いますか。 

（                                           ) 

⑳ 英文を書く時、以前より多く書けるようになった。・・・  １───２───３───４───５ 

⑳で４，５にマークした人は次の項目から選び、番号に○をしてください。 

○21授業(宿題も含めて)で英語を書く機会が多くあったから 

○22文法の知識が増えたため 

○23その他 (具体的に                            ) 

・できるようにならなかったと感じている人は原因は何であると思いますか。 

(                                           ) 

○24  単語の力（語い・語法）がついたと思う。  ・・・・・ １───２───３───４───５ 

○25  発音・リズム・イントネーションが上達したと思う。・・・ １───２───３───４───５ 

○26  文法の力がついたと思う。     ・・・・・・・・・  １───２───３───４───５ 

○27  校外模擬試験の偏差値が上がった。・・・・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

○28  先生が授業中に英語で話すことがより理解できるようになった。  １──２──３──４──５ 

 

Ⅲ 外国人との交流活動について 

○29  交流に積極的に参加できるようになった。・・・・・・・・ １───２───３───４───５ 

○30  交流したことで、自分の英語力が向上したと思う ・・・・ １───２───３───４───５ 

○31  外国や外国人に対する理解や興味が深まった。・・・・・・ １───２───３───４───５ 

○32   今まで関わった活動を通して英語力の必要性を一層感じた。１───２───３───４───５      

※ ○32で具体的に英語のどの技能が必要だと思いましたか。番号に１とマークしなさい。（複数回答

可） ○33 Listening     ○34  Speaking    ○35 Reading     ○36  Writing 

○37   活動に関わってから英語学習や授業への取り組みに変化があった。 １──２──３──４──５ 

○38   国際交流活動は英語学習の励みになった。 ・・・・・・  １───２───３───４───５ 

 

Ⅳ 英語Ⅰ、Ⅱ（リーダー）あるいはＬＬ演習の授業での少人数講座について 

○39   少人数講座は、学級単位の授業より、意欲的になれると思う。１───２───３───４──５ 

○40   少人数講座により、英語の力が伸びたと思う。・・・・・・   １───２───３──４───５ 

○41  講座の入れ替えが、学習の励みになった。・・・・・・・   １───２───３───４───５ 

 

Ⅵ ＡＥＴの授業について 

○42  ＡＥＴの先生の授業を、意欲的に受けることができた。・・ １───２───３───４───５ 

○43  ＡＥＴの先生の授業により、英語で話す楽しさがよりわかった。    １──２──３──４──５ 
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Ⅶ．信州大工学部・教育学部のアジアの外国人院生による講義と交流について (10 月実施) 

○44  院生の英語で話す内容はほぼ理解できた。  ・・・・・  １───２───３───４───５  

○45  院生の話を興味を持って聞くことができた。 ・・・・・  １───２───３───４───５ 

○46  院生の話を聞いてコミュニケーション手段として英語を 

勉強しようという気持ちになった。・・・・・・・・      １───２───３───４───５ 

○47  話を聞いて、アジアの国々や人々との交流に興味を抱いた。１───２───３───４───５ 

 

Ⅶ．英語スキットコンテスト・英語落語講演について答えてください。 

○48   スキットコンテストに興味を持って参加できた。     １───２───３───４───５  

○49  スキットコンテストの準備や発表で英語を聞く力がついたと思う。 １──２──３──４──５ 

○50   スキットコンテストの準備や発表で、人前で英語を話す力がついたと思う。 

１───２───３───４── 5 

○51   他のグループの準備や発表の様子は自分のグループの発表準備への刺激となった。 

                                                         １───２───３───４───５ 

○52   他のグループの準備や発表を見て、自分の弱点に気づいた。１───２───３───４───５ 

○53   発表したスキットについて、何がよくて何がわるかったかよくわかり、改善しようとすることがで 

きた。                           １───２───３───４───５ 

スキット・コンテストをやってみて良かった点、悪かった点など気がついたことを書いて下さい。 

 （                                          ） 

○54  英語落語講演を見て、英語落語に興味関心が持てた。   １───２───３───４───５   

○55  英語落語講演を見て、英語の勉強の刺激になった。    １───２───３───４───５   

○56   英語落語を聞いて日本文化を英語で表現することに関心が持てた。 

１───２───３───４───５ 

○57   英語落語を聞いて、内容がほぼ理解できた。       １───２───３───４───５ 

○58   日本の伝統芸能である落語を英語で聞くことでどのような感想を持ちましたか。 

（                                            ） 

Ⅷ．以下の質問について自由に記述して答えて下さい。(必ず記入してください。) 

１．少人数講座（普通科は習熟度別少人数講座）についての感想・意見・要望などを書いて下さい。  

２、本校の国際交流活動についての感想・意見・要望などを書いて下さい。   

３、これまでの英語授業に関して、良かった点、悪かった点など気がついたことを書いて下さい。               

４．4 月からこれまでの自分自身の英語学習に関して、良かった点、悪かった点など気がついたことを

書いて下さい。 
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５．資料６－５ Ｈ１７年度長野西高校ライティングテスト問題  

長野西高校ライティングテスト 

第２回実施日：平成 17 年 11 月 24 日～12 月 9 日 

 

このテストは皆さんの英語の力を分析するためのものです。テストの結果は学習の成績とは一切

関係しません。力試しのつもりで取り組んでください。 

 

 

 

The Lady with the Lamp 
 
  Florence Nightingale, a British woman, was born in Italy in 1820 and grew up in Britain.  
Her family was rich and had several large houses in different parts of Britain.  Florence 
didn’t go to school, but instead, her father was her teacher at home. 
  Florence’s parents hoped that she would marry and become a good wife and mother.  But, 
at the age of 17, she had a dream about helping other people.  Some years later, she decided 
to become a nurse.  Her parents were angry because they thought it was too hard for their 
daughter.  But Florence finally began working as a nurse in 1853 in a small London hospital.  
She was 33. 
  Florence enjoyed her job and worked hard.  At that time, Britain was in a war.  So, in 
1854, she traveled to Turkey with 38 other nurses to take care of sick and *injured soldiers.  
She was very kind and friendly to the soldiers, so soon she became very popular.  Every 
night she worked very late.  She walked around the hospital with a lamp.  So the men 
called her “The lady with the Lamp.” 
  Her story later became famous all over Britain and changed many people’s ideas about 
nurses.  Before Florence began working as a nurse, hospitals were dirty, crowded places.  
She bought beds and clothes for the sick people, and started *training nurses.  With 
Florence’s help, hospitals became better places for everyone.  After hearing about Florence 
Nightingale, many young women wanted to become nurses, too. 
*injured soldiers：負傷した兵士 
*train：養成する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の英文を読んで、思ったことや感じたことなどを英語で自由に書いてください。制限

時間は 10 分とします。辞書を使ってはいけません。 
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第２回   学年      クラス      番号         長野西 
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６．資料６－６ Writing Test 全体評価についての評価基準  

２００５Nagano Nishi High School Evaluation for the writing test (Ver.2) 
Content (Creativity)/Organization Grammar/Expressions, Structure 

very substantial; relevant and adequate answer to the task.; 
no off-topic material; enough creative thought;  

(1)英文の内容に対して適切で、自らのはっきりとした感想や意見を

十分に述べている。 
6 Excellent 

no repetition of the given text; sentences are original; 
sufficient and appropriate use of expressions;  
cohesive; smooth transitions; 
uses a variety of sentence types accurately;  e.g. compound clause, 
participial construction 
paragraphs are separate, fully developed, clearly related to the 
topic and effectively connected; 
almost perfect grammar; little or no mechanical errors; 

(1)全てオリジナルの英文で、複文なども多く複雑な英文が多く見ら

れる。全体的英文量も多い。(10 行以上) 

(2)英文の流れが自然で、パラグラフ毎、パラグラフ内の英文がうま

くつながり、全体としてまとまりがある。 

(3)複雑な英文においても文法ミスは、ほとんどないかまったくな

い。 

mostly adequate substance; mostly relevant to the task; no-off-topic 
material; some creative thought 

(1)英文の内容に適した感想や意見を述べている。 5 Very good 

few repetitions of the given text;  
mostly appropriate use of expressions; 
for the most part satisfactory cohesion; smooth transitions; 
some types of compound clauses can be found; 
almost perfect grammar; a few mechanical errors but meaning not 
obscured; 

(1) オリジナルの英文が主で、複文などの英文もよく使っている。

英文の量も多く、８～10 行程度である。 

(2) 個々の英文の連結について効果的で、はっきりとしたパラグラ

フにはなっていないが、英文全体としてまとまっている。 

(3) 基本的な単文での文法的ミスはない。複文などで時々誤りがあ

るものの、理解できないほどの文法ミスはない。 

adequate substance only; relevant in some places; no off-topic 
material ; somewhat creative 

(1)ほぼ英文の内容に見合った感想や意見を述べている。 4 Good 

a few repetitions of the given text (within 2 or 3 sentences); 
some appropriate use of expressions but sometimes wrongly used;  
a few sloppy transitions; 

(1) 2～3 文程度、本文から抜き出した英文があるが、主としてオリ

ジナルの英文でまとめようとしている。 

(2)英文の量は多くはないが、７～８行程度は書けており、個々の英
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average grammar; some mechanical errors but meaning not 
obscured; 
A few compound clauses are included; 

文のつながりにおいても、ほぼまとまっている。 

(3) 基本的な単文での文法的ミスはほとんどない。複文などで時々

誤りがあるが、文の意味が理解できないほどの文法ミスはない。 

not enough substance; limited relevance to the task; a few off-topic 
materials; not so creative; 

(1) 不十分ではあるが、英文の内容に関して２，３の感想や意見を

述べている。 
3 Average 

some sentences (more than 3 sentences) are not original; copied 
directly from the text; 
average grammar; frequent mechanical errors; some expressions 
but perhaps wrongly used; almost falling apart; many sloppy 
transitions; meaning confused in a sentence but not obscured in a 
passage; 
unsatisfactory cohesion; 
1 or 2 compound clauses are included. 

(1)英文量はやや短い。６～７行程度である。本文から抜き出した英

文が多い。単文のみならず 2 文程度複文なども使い、オリジナルの

英文で感想を述べようとしている。 

(2)基本的単文においても文法的なミスが少しある。個々の複文では

理解を妨げるミスもあるが、文章全体としての意味は伝わってい

る。 

(3)全体的にまとめようとしているが、英文のつながりにおいて適切

でない箇所がある。 

greatly lacking substance; mostly irrelevant; no creative thought; 
not develop an opinion or impressions about the topic;  

(1)英文の内容に関して感想を述べようとしているが、ほとんど伝わ

らない。 
2 Poor 

many sentences are not original; copied directly from the text; 
not cohesive, falls apart in many places, making it difficult to 
understand; 
many grammar mistakes; many mechanical errors; rare or wrong 
use of expressions; often interfere with comprehension; 
uses a limited number of sentence types; all the sentences are 
simple sentences; 

(1)英文の量は非常に少ない。４～5 行程度である。あるいは量はあ

っても本文から抜き出した英文のみである。オリジナルの英文の場

合は I think she is kind.  など限定された S+V+O レベルの文、

ないし She is great.など S+V の単文中心。 

(2)基本英文においても文法的なミスがしばしばある。 

(3)全体のまとまり、個々の英文のつながり等、ほとんど配慮されて

いない。 

totally inadequate; irrelevant; not pertinent; 
not develop an opinion or impressions about the topic 

意見・感想共にほとんど書けていないため、評価に値しない。 1 Very Poor 

very few sentences are written; does not communicate; not enough 
to evaluate; many grammar mistakes; 

(1)英文の量は３行以下でほとんど書けていない。 

(2)文法的なミスが目立つ。 
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７．資料６－７イギリス生徒参加授業                        Class Schedule to Attend 
 Name Thomas Eaves Paul Whitling Alex Karmazyn Zoe Webb Frances McVeigh Anne Rajakumar 

Host Sister 
(Care taker) 

１－７ 
female student 

１－７  
female student 

１－７  
female student 

１－７female student 

２－２female student 

２－７  
 female student 

１－７   
female student 

Oct. 17（Mon.）                                            Stay with your host family Hotel Stay etc. 
 

1    Meeting with Principal、Watching facilities & Equipments etc.    Meeting with English Teachers in 4F’s room 
2  
3 

２－７ Second Languages（Germany、French、Chinese、Korean） 
 

4               
Lunch Lunch at each classroom  

5 
6 

Cultural Exchange with class 2-7（４６） 
Cultural Exchange 

with class 2-7 

Oct.18
（Tue.） 

                          Join a club activity  
 
Oct. 19（Wed.） Visit to Komaki Elementary School & Wakaho Junior High School 

 
1 １－７ Total English（57） ２－２６Writing（３５）  １－７  
2 １－７ Art（music、painting、Japanese Calligraphy）  
3       
4      

Lunch                                 Lunch at each classroom  
5      
6                               ２－４５ Writing（４３） ２－４５ 

Oct.20
（Thu.） 

7       １－３４ EnglishⅠ（５３） ２－２６ P.E.  
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                         Join a club activity  
1 １－７ P.E. 2－７L.L.Computer(L.L.Room)  
2       
3 １－１２EnglishⅠ（５４）(Lecture by Mr. Nang Hnin Nway San, who comes from   
4       

Lunch

５ 
６ 

Mrs. Anne Rajakumar’ Lecture 
at Hotel Kokusai 21 １３：３０分～１５：００ 

Oct.21
（Fri.） 

                        Join a club activity  
 
Oct. 22（Sat.） Stay with your host family（afternoon：Farewell Party １５：００ ～ １７：００） 

 
Oct. 23（Sun.） Stay with your host family 

 
Oct. 24（Mon.）                                  Leaving for Narita in the morning 

  Tuesday & Friday                    Thursday 
      1st   8:45 -  9:35                   1st   8:45 -  9:35 
         2nd   9:45 - 10:35                   2nd   9:45 - 10:35 
         3rd  10:45 - 11:35                   3rd  10:45 - 11:35 
         4th  11:45 - 12:35                   4th  11:45 - 12:35 
      SHR   12:40 - 12:50                Lunch  12:35 - 13:15 

   Lunch  12:50 - 13:30                  5th  13:20 - 14:10 
         5th  13:35 - 14:25                  6th   14:20 - 15:10 
         6th  14:35 - 15:25                  7th   15:20 - 16:10 

 cleaning  15:25 - 15:40             cleaning  16:10 - 16:25 
 club activity  15:50 -                club activity 16:30 -  
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８．資料６－８ 世界会議アンケート結果 

 

アンケート 感想欄について 

アンケートでは質問項目の下に欄を設け、自由に感想を書いてもらった。 

国際会議 

1,2 年普通科 14 名分 

1 しゃべっていることはわかんなかったけど、人と接することが楽しかったです。 

2 ほとんど単語のみの会話しかできなかった。もっと英語を勉強しておけばよかったと思ったけど、いい経験になったと思う。 

3 レベルが高くてついていけませんでした。 

4 英語をもっと話せるようになりたいと切実に感じた。 

5 今後このような機会があればぜひ参加したい。 

6 みんなとても話しやすい人ばっかりですごく楽しかったです。またこういう機会を作ってほしい。 

1 年国際教養科 1８名分 

1 楽しく有意義な会議ができたと思う。 

2 交流会は楽しかったけどもっと英語が話せたらよかった。 

3 一度にたくさんの国の人と交流できてよかった。 

4 楽しかった。 

5 とても楽しかったし、英語で会話することがより楽しいと思えるようになった。ぜひまたやりたいです。 

6 言いたいことがあっても英語でしゃべれなかったからもっと勉強しようと思った。 

7 難しいことが多かったけど、自分なりにがんばったので楽しかったと思う。 

8 もっともっと勉強してせめて自分の意見が確実に伝わるようにしたいと思いました。 

9 自分の英語力のなさを痛感した。言いたいことはたくさんあったのにうまく言葉が出てこなくてとても悔しかったので、もっと話せるようにしたい

と思った。 

10 歳と国が違う友達ができた。 

11 聞いたこともない国の人がいたりしてとてもいい経験になりました。 

12 とても楽しむことができました。またこのような機会をお願いします。 

13 いろんな国籍の人たちがいたので微妙なイントネーションの違いを聞くことができた。 

2 年国際教養科 16 名分 

1 行く前はなんとなくヤダなあ・・・と思っていたけれど、行って話してみて、相手の方々がすごくわかろうとしてくれてとても嬉しかったです。参加

できて本当によかったです。 

2 すっごく楽しくまたよい経験になりました。ありがとうございました！！ 

3 ディベートで自分の意見がいえなかったことが一番残念だった。自分の考えはあったのに、あの場で発言できなくてだめだなあと感じた。もっ

と英語に自信が持てるように勉強していきたいと思った。 

4 とてもいい機会になってたくさん話せたのでよかったと思います。 

5 楽しい有意義な時間をすごすことができてよかったです。親しく接していただいて本当に嬉しかったです。 

6 時間が少なくて残念でした。 

7 もっともっと積極的に話しかけていけば英語も上達していくと思う。自分の言いたいことが外国語で伝わるということはすごいことだと思った。

8 とてもよい経験ができてよかったです。またこういう機会があったら参加したいです。 

9 ５０カ国もの人と交流することなんてめったにないのですごくいい経験になりました。 

10 最初はとてもぎこちなかったけど、だんだんに打ち解けてとても楽しかったです。また、国が違うと考え方が十国十色じゃないけど、そんな印象
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を受けて改めて文化の大切さを知りました。本当に有意義な時間になりました。ありがとうございました。 

3 年国際教養科 12 名分 

1 たくさんの人と交流できて楽しかったし、具体的ではないけれど、自分の将来につながる糧になったのかなーって思ってます。また開催してほし

い。 

2 私が積極的でなかったせいかわかりませんが、自分としてはあまり充実した日にはできませんでした。 

3 もうちょっとぺらぺらしゃべれるようになりたかった。 

4 今回の国際会議は私にとって大変価値のあるものでした。(おそらく高校生活の中では一番)またフェアウェルパーティーに出してもらって・・あの

感動はオリンピック以来です。本当にありがとうございました。 

5 久しぶりに国際教養科に入っていたことを実感しました。国際交流は教室でテキストに向かうことではなく、さまざまな人と触れ合って自分の意

見・意識を高めるものだと思いました。 

6 素敵な機会を与えてくださってありがとうございました。 

7 普段できない体験をできてよかった。他のグループの人とも交流したかった。 

 

(コメント) 

１． 希望参加ということだけあって、交流に積極的な生徒が集まり、結果的に今回の機会をプラスに捉えている生徒が多いことがわかる。 

２． 「会議」という性格上、しゃべらなくては伝わらないので、「もっと勉強しなければ」と学習意欲への強い刺激になったことが伺える。 

３． 普通科・国際教養科にかかわらず、希望参加者にとって「意義深い」機会であり、「機会があればまた参加したい」生徒が多い。 

 

９．資料６－９ 韓日異文化交流プロジェクト 生徒が作成した”NewsWeb”の例 
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１０．資料６－１０ 韓日高校生異文化的価値観比較アンケート結果 ① 

Questionnaire of Cultural Values   South Korea/Japan 
Ratings   1. very common 2. common 3. not strange but not common 4. strange 5. very strange 
Choose the number that corresponds to your feeling.   
(1) School Life 
1) When class begins, students should always stand up and bow to the teacher.  

Korea  1(2)-2(1)-3(69)-4(2)-5(26)      Japan  1(70)-2(16)-3(10)-4(2)-5(0) 
2) In elementary school, students often raise their hand and say loudly, “Yes! Yes!” when they want 

to say their opinions.  
Korea  1(15)-2(39)-3(41)-4(5)-5(0 )1-2-3-4-5    Japan  1(45)-2(20)-3(22)-4(8)-5(3)   

3) You should think it’s important to remark positively during class.    
Korea  1(18)-2(52)-3(25)-4(5)-5(0)     Japan  1(16)-2(28)-3(34)-4(14)-5(6)  

4) You can sleep with their heads on their desks during class.    
Korea  1(11)-2(23)-3(40)-4(19)-5(7 )    Japan  1(4)-2(23)-3(37)-4(21)-5(13)   

5) When you are late for class, you should enter the class quietly and tell the teacher reason. 
Korea  1(34)-2(53)-3(9)-4(3)-5(1 )    Japan  1(16)-2(36)-3(40)-4(5)-5(1)   

6) You should put textbooks, notebooks, and writing materials on their desks before the lesson 
starts.    Korea  1(34)-2(46)-3(16)-4(3)-5(1 )    Japan  1(41)-2(36)-3(15)-4(3)-5(3)   

7) You should point out teacher’s errors during class.      
Korea  1(51)-2(28)-3(15)-4(5)-5(1 )    Japan  1(17)-2(38)-3(34)-4(7)-5(2)   
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8) You can eat and drink during class.     
Korea  1(0)-2(2)-3(25)-4(24)-5(49 )   Japan  1(1)-2(1)-3(8)-4(18)-5(70)  

9) You can wear caps or hats in class.     
Korea  1(1)-2(0)-3(2)-4(12)-5(85 )    Japan  1(2)-2(3)-3(18)-4(34)-5(41) 

10) Students, NOT teachers, should erase the blackboard after lessons.     
Korea  1(57)-2(26)-3(14)-4(3)-5(0 )    Japan  1(18)-2(30)-3(40)-4(6)-5(4)  

11) Students should discuss their opinions openly with their friends.     
Korea  1(25)-2(51)-3(16)-4(8)-5(0 )   Japan  1(13)-2(24)-3(39)-4(21)-5(1) 

12) Students should discuss their opinions openly with teachers during class.  
Korea  1(15)-2(21)-3(51)-4(7)-5(2 )    Japan  1(3)-2(5)-3(34)-4(43)-5(13)   

13) If you become hungry, you can eat something before lunchtime.     
Korea  1(24)-2(22)-3(39)-4(7)-5(8 )   Japan  1(18)-2(23)-3(28)-4(18)-5(11)   

14) Students should clean inside the school building in the cleaning time every day.   
Korea  1(54)-2(27)-3(15)-4(4)-5(0 )    Japan  1(60)-2(22)-3(11)-4(3)-5(2)   

15) You should try to pass entrance examinations to prestigious universities.   
Korea  1(80)-2(16)-3(2)-4(2)-5(0 )    Japan  1(19)-2(37)-3(35)-4(5)-5(2) 

16）You should join club activities as well as study after school.     
Korea  1(7)-2(10)-3(40)-4(28)-5(15 )    Japan  1(30)-2(38)-3(25)-4(3)-5(2)  

17) When you are worried about something, you should confess the problem to teachers.  The 
distance between teachers and students should not be so far.     
Korea  1(3)-2(21)-3(60)-4(15)-5(1 )    Japan  1(3)-2(16)-3(37)-4(29)-5(13)   

18) When you are worried about something, you should confess the problem to your friends.   
Korea  1(29)-2(57)-3(10)-4(4)-5(0 )   Japan  1(31)-2(38)-3(22)-4(4)-5(3)  

19) High School students can dye their hair brown or gold.     
Korea  1(0)-2(5)-3(5)-4(13)-5(78 )    Japan  1(4)-2(20)-3(52)-4(19)-5(3)  

20) High school students can work part-time after school every day.     
Korea   1(1)-2(7)-3(46)-4(27)-5(19 )   Japan 1(12)-2(30)-3(44)-4(8)-5(4)  

21) You should respect teachers in their school.     
Korea  1(17)-2(34)-3(43)-4(6)-5(0 )    Japan  1(2)-2(31)-3(39)-4(13)-5(13)   

22) You should think it’s important not only to study hard but also to take part in volunteer work 
outside school.    Korea  1(22)-2(34)-3(35)-4(7)-5(0)    Japan 1(22)-2(34)-3(35)-4(7)-5(0)   
 
(2) Social Life 
1) You should be punctual when you meet someone.   

Korea  1(30)-2(51)-3(19)-4(0)-5(0)   Japan  1(44)-2(34)-3(15)-4(3)-5(1)   
2) You can use cell phones in trains.    

Korea  1(32)-2(46)-3(13)-4(8)-5(1 )   Japan  1(3)-2(34)-3(38)-4(8)-5(4)   
3) Elderly people should be respected by society.    

Korea  1(26)-2(42)-3(28)-4(4)-5(0 )   Japan  1(13)-2(34)-3(38)-4(8)-5(4)  
4) Men and women should be equal in our society.    



 112

Korea  1(11)-2(48)-3(31)-4(10)-5(0 )   Japan  1(21)-2(28)-3(37)-4(11)-5(0)   
5) A couple should split the bill when dating.    

Korea  1(4)-2(17)-3(51)-4(24)-5(4 )    Japan  1(17)-2(25)-3(44)-4(10)-5(1)  
6) You should be willing to give his/her seat for elderly or handicapped people. 

Korea 1(52)-2(39)-3(8)-4(1)-5(0 )   Japan  1(21)-2(31)-3(29)-4(14)-5(2)  
7) You should respect the idea, “Ladies first.”    

Korea 1(18)-2(56)-3(16)-4(7)-5(3 )   Japan  1(4)-2(13)-3(45)-4(24)-5(11)   
8) Men should have a higher status than women.     

Korea  1(6)-2(56)-3(25)-4(10)-5(3 )   Japan 1(4)-2(27)-3(33)-4(17)-5(16) 
9) Smoking should be allowed in public.     

Korea  1(2)-2(10)-3(9)-4(48)-5(31 )   Japan  1(7)-2(8)-3(16)-4(31)-5(35)  
10) Important matters should be decided in discussion.     

Korea  1(15)-2(31)-3(49)-4(2)-5(3 )    Japan  1(35)-2(35)-3(19)-4(5)-5(5) 
11) You should get married when you become marriageable age.    

Korea  1(35)-2(44)-3(14)-4(6)-5(1)   Japan  1(5)-2(10)-3(46)-4(27)-5(9) 
12) Young people under 18 can get married with parents’ permission.  

Korea   1(12)-2(41)-3(9)-4(24)-5(41)     Japan  1(25)-2(21)-3(24)-4(16)-5(11) 
13) You can give up raising pets and then get rid of them.    
  Korea  1(1)-2(10)-3(53)-4(29)-5(7 )    Japan  1(2)-2(6)-3(25)-4(19)-5(45) 
14) You think it’s bad for public transportation to be late.    

Korea  1(19)-2(23)-3(43)-4(9)-5(6 )    Japan  1(25)-2(28)-3(32)-4(5)-5(7)  
15) You should value their relationships with neighbors.   

Korea  1(20)-2(43)-3(27)-4(8)-5(1 )    Japan   1(10)-2(44)-3(38)-4(4)-5(1)  
16) People should follow traditions or customs of their community.   

Korea  1(13)-2(54)-3(29)-4(3)-5(1 )   Japan  1(10)-2(27)-3(43)-4(12)-5(5) 
17) You can eat in public (e.g. on the street) is OK.    

Korea  1(19)-2(24)-3(47)-4(9)-5(1 )    Japan  1(17)-2(32)-3(33)-4(10)-5(5)  
18) Family members should use the same bath water.   

Korea 1(6)-2(8)-3(13)-4(43)-5(30 )   Japan   1(54)-2(23)-3(15)-4(4)-5(1) 
19) Shoppers should bargain with the salespeople in department stores.  

Korea 1(11)-2(46)-3(26)-4(13)-5(4 )  Japan  1(6)-2(9)-3(27)-4(30)-5(25)  
20) Sons and daughters should live with their parents until they get married. 

Korea  1(16)-2(50)-3(28)-4(4)-5(2 )  Japan  1(20)-2(19)-3(36)-4(12)-5(10) 
21) It is good to blow your nose in public.    

Korea  1(4)-2(12)-3(50)-4(27)-5(7 )    Japan  1(2)-2(13)-3(47)-4(21)-5(14) 
22) Your brother or sister may marry someone from another country.    

Korea  1(2)-2(11)-3(55)-4(26)-5(6 )   Japan  1(20)-2(19)-3(36)-4(12)-5(10) 
23) Eating meals with your fingers is OK.    

Korea  1(1)-2(12)-3(18)-4(42)-5(27 )    Japan   1(5)-2(6)-3(24)-4(28)-5(34)   
24) Sniffing continuously in public when you have a runny nose is OK.  
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Korea  1(5)-2(21)-3(45)-4(25)-5(4 )   Japan  1(10)-2(21)-3(42)-4(16)-5(8) 
25) Love-based marriages are better than arranged marriages.   

Korea  1(49)-2(34)-3(13)-4(0)-5(4 )   Japan   1(38)-2(29)-3(29)-4(1)-5(0) 
26) Women can keep working after they get married.  

Korea  1(11)-2(63)-3(24)-4(2)-5(0 )   Japan  1(37)-2(34)-3(25)-4(1)-5(0) 
27) If you could be born again, you would choose to be a male.    

Korea  1(25)-2(15)-3(45)-4(7)-5(8 )   Japan  1(3)-2(14)-3(34)-4(13)-5(13) 
 

(3)Family Relationships 
1) Mother should do all the housework and child-rearing.    

Korea  1(25)-2(61)-3(8)-4(5)-5(1 )     Japan 1(14)-2(21)-3(27)-4(21)-5(12) 
2) What the elderly say should be valued in the family.   

Korea  1(31)-2(61)-3(7)-4(1)-5(0 )   Japan 1(4)-2(16)-3(44)-4(23)-5(8) 
3) All family members should eat meals together as often as possible.   

Korea  1(42)-2(27)-3(18)-4(9)-5(4 )   Japan   1(18)-2(42)-3(26)-4(6)-5(5) 
4) Communication in the family should be more important than work.   

Korea  1(19)-2(50)-3(24)-4(7)-5(0 )   Japan   1(16)-2(26)-3(46)-4(5)-5(2) 
5) Grandparents should live with the family.   

Korea  1(9)-2(20)-3(51)-4(13)-5(7 )  Japan  1(15)-2(22)-3(42)-4(14)-5(2) 
6) Children should help with the housework.    

Korea  1(18)-2(53)-3(25)-4(3)-5(1 )   Japan 1(28)-2(39)-3(24)-4(2)-5(2) 
 
１１．資料６－１１ 韓日高校生異文化的価値観比較アンケート結果 ② 

Questionnaire on People’s Values  Korea / Japan   (No. 2) 
Part 1   Community  
Choose the number that corresponds to your feeling.   
Ratings: 
1 Totally agree   2. Agree    3. Slightly agree    4. Disagree   5. Strongly disagree 
1) When people are sitting with their senior, they should refrain from speaking until the senior 

begins.  Korea ①-5  ②-32 ③-31 ④-27 ⑤-6   Japan  1(4)-2(34)-3(24)-4(28)-5(10) 
2) People should avoid saying a flat no.     

Korea ①-7 ②-31 ③-26 ④-30 ⑤-7  Japan 1(14)-2(40)-3(24)-4(18)-5(4) 
3) Decisions should be made by consensus.  Generally people should not argue in an attempt to 

persuade their opponents.     
Korea ①-8 ②-32 ③-29 ④-28 ⑤-4   Japan 1(6)-2(22)-3(26)-4(40)-5(6) 

4) People should not change their careers or the company they work for.            
Korea ①- 0  ②- 11 ③- 14 ④- 50 ⑤- 26  Japan 1(6)-2(24)-3(28)-4(34)-5(8) 

5) People should have a quite well developed sense of equality as citizens.           
Korea ①- 31 ②- 47 ③- 13 ④- 7  ⑤- 3  Japan 1(6)-2(22)-3(30)-4(30)-5(12) 

6) Usually all workers in factories have to wear uniforms. Students in many schools wear 
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uniforms.  Korea ①-8  ②- 20 ③- 30 ④- 27 ⑤- 16 Japan 1(10)-2(24)-3(26)-4(32)-5(8) 
7)  The members of the same organization share a common sense of belonging to it like they 

belong in a family.    Korea ① -23 ② - 52 ③ - 17 ④ - 6  ⑤ - 3   Japan 
1(16)-2(44)-3(26)-4(12)-5(2) 

8)  In a marriage, the male should normally be the dominant person, where as the wife are 
generally housewives.    
Korea ①-3  ②- 10 ③- 23 ④- 41 ⑤- 24          Japan 1(2)-2(14)-3(18)-4(46)-5(20) 

9) Public speaking is not systematically taught at schools.  Eloquence is not highly valued.  
People tend to take a skeptical look at very fluent speakers.                     
Korea ①- 13 ②- 34 ③- 27 ④- 18 ⑤- 9  Japan 1(2)-2(24)-3(38)-4(32)-5(4) 

10) People regard it as indecent to express joy and anger openly.                   
Korea ①- 7  ②- 37 ③- 33 ④- 19 ⑤- 5  Japan 1(6)-2(6)-3(32)-4(44)-5(12) 

11) Privacy is very important and should be protected.             
Korea ①- 44 ②- 27  ③- 9  ④- 17 ⑤- 4  Japan 1(66)-2(26)-3(6)-4(2)-5(0) 

12) To work under the situation of competing with others would be very pleasant.  
Korea ①- 8  ②- 21 ③- 35  ④- 24 ⑤- 13  Japan 1(8)-2(30)-3(38)-4(20)-5(4)   

13) The loyalty to the family is important.   
Korea ①- 26 ②- 56 ③- 10  ④- 6   ⑤- 3  Japan 1(28)-2(28)-3(30)-4(10)-5(4) 

14) The ancestors should be respected and worshipped by descendants.   
Korea ①- 10  ②- 39 ③- 29  ④- 12 ⑤- 11  Japan 1(8)-2(38)-3(40)-4(10)-5(4) 

15) Diligence is highly valued in your own mind.    
Korea ①- 44  ②- 35 ③- 9   ④- 9  ⑤- 4  Japan 1(12)-2(46)-3(28)-4(10)-5(4) 

 
Part 2   
1) Please choose the most appropriate word to express yourself. 

1. unique  2. competitive  3. cooperative  4. honest    
 Korea ①- 30  ②- 13 ③- 38  ④- 20   Japan 1(24)-2(14)-3(38)-4(24) 

2) How can you be happy?     
1. By getting many good statuses in school or in the community. 
2. By having many good relationships with friends. 
3. By keeping your privacy. 
4. By winning the competition with others  

   Korea ①- 5   ②- 78 ③- 8   ④- 10   Japan 1(2)-2(86)-3(4)-4(8) 
 
１２．資料６－１２ H１６年度外部講師による授業内容 

【H16 外部講師による授業について】 

外部講師による授業を普通科講座で週１回、３年生国際教養科の特定授業でも同様（ただし１学期の

み）、２年生国際教養科の特定授業で週２回行った。 

授業はすべて英語で行っていただくことを原則とした。リスニングの力がつくようにとの意図がある。

外部講師の授業内容は次のとおりである。 
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[使用教材] 

１年普通科；SELECT および  Hyper Listening 

２年普通科：First Impression および Hyper Listening 

２年国際科：Communication Strategy および Hyper Listening 

３年国際科：Student Times および Japan Times 

その他 TOEIC Bridge や TOEIC Friends より模擬問題＆関連リスニング問題（オリジナル）や ESL(English 

as a Second Language)用につくられた教材も使用している。 

[内容] 

説明の一部をのぞきすべて英語での授業。リスニングおよびスピーキングの力を伸ばそうという意図か

らである。 

授業方法は各講師によって若干の差があるが、グループワーク、インタビュー、プレゼンテーション、

ペアワークによる会話練習ならびにリピーティング（耳だけで復唱）、ディクテーションやリスニングの穴

埋め等。２年の国際教養科ではチャプターで学んだ事をとりいれて自作自演するショートプレイ(英語劇)

をクラスで発表することも行った。 

[考察] 

 週１回の授業では効果があがらなかった。行事などで授業の間隔が開いてしまい、前回との継続性が失

われてしまったこともある 

。その結果各講師の特性が十分に生かしきれず、それぞれが宿題を課したり復習から始めたりと工夫して

くれたにもかかわらず、生徒の側では身についたという実感が得られなかった。 

一方週２回の授業では、ある程度継続性が保たれ、活気ある授業が展開できた。国際教養科という英語

を得意とする生徒が多いクラスでの授業、それも２年生での授業ということで、ナチュラルスピード、オ

ールイングリッシュの授業も十分に理解でき活発な言語活動を行うことができた。 

 

１３．資料６－１３ ALT’s perspective of the SELHi 

SELHI:  ALT-oriented class vs Team-taught class 
from an ALT’s perspective 
 
First, let’s define the terms: 
ALT-oriented class  a class taught with both JTE (Japanese Teacher of English) and ALT 
(Assistant Language Teacher) but mostly planned, taught, and evaluated by the ALT 
Team-taught class  a class where both JTE and ALT share all teaching responsibilities equally 
 
This year, I have participated in teaching English using both methods.  I will talk about the 
merits and demerits of each as I have detected them. 
 
ALT-oriented class 
Merits:   

 Class is all in English, so students are immersed in the language for almost an entire 
hour each time. 

 Students are more exposed to a native accent. 



 116

 ALTs may use lesson plan ideas from their home countries, bringing a fresh 
perspective to the standard Japanese classroom. 

 Being native speakers/listeners of English, ALTs might better evaluate the progress 
of students’ oral communication skills. 

 ALTs will use different teaching styles than Japanese teachers—one that innately 
reflects the culture of the English-speaking world.  Therefore students indirectly 
receive a lesson in culture, too. 

Demerits: 
 Students may not always understand the ALT, especially if the JTE is unaware of 

times that Japanese interpretation might be helpful. 
 If the ALT does not know much about English education in Japan or about the level 

of English at her school, she will not know how to lead an English class. 
 If the JTE is silent in class, students may doubt the English ability of that teacher.  

Even a few words from the JTE might be necessary. 
 Students may not have as much respect for a foreigner, particularly one who is young 

and unfamiliar with her environment (students can detect this easily). 
 
Team-taught class 
Merits: 

 The mere working relationship between ALT and JTE is a lesson in and of itself:  of 
cooperation, of internationalization, and of understanding. 

 “Two heads are better than one.”  With two people come a greater range of thoughts 
and ideas so that a lesson has more potential for being the best it can be. 

 One of the best ways to encourage students’ interest in English is for JTEs to speak 
English as much as possible during class.  If the class is being shared, the JTE 
should have plenty of opportunities to speak English (and, more importantly, interact 
with the ALT in English), which proves to the students that it IS possible for 
Japanese to learn the language.  Students very obviously have a much greater 
respect for such teachers. 

Demerits: 
 It’s generally more difficult for two people to plan a class than for one to do so; they 

must agree with each other, communicate well, reach a common understanding, learn 
to compromise, and find time for doing all of this between two different schedules.  
Additionally, cultural differences often make things more complicated. 

 If there is ever a misunderstanding between teachers in the middle of class, it reflects 
very poorly on both of them and students suddenly become witness to the exact 
opposite of what we are teaching them (to communicate with others). 

 Some lessons really demand one teacher to lead. 
COMMENTS: 
I taught different types of classes this year:  oral communications, reading, creative writing, 
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current events, etc.   
At the beginning of the year, JTEs entrusted me and the other ALTs with the planning, teaching, 
and evaluating of the oral comm. classes for 一年生.  JTEs attended these classes as well.  In 
my opinion, when JTEs were “genki” about interacting with me, always ready to share a dialogue 
with me (whether in the book or not), able to improvise on the spot, and also not afraid to 
discipline the students nor to interact with them in a fun, positive way, then those were the best 
classes.  An oral comm. class should be exactly that:  time for communicating orally, whether 
through speaking or listening.  So the more interest the JTE showed in the class and in speaking 
English, the more interest the students showed.  Example:  One teacher asked questions or 
made comments during my classes, about grammar, cultural anecdotes in the textbook, 
pronunciation, etc.  I happily welcomed these on-the-spot questions/comments because it 
showed students that the JTE had a sincere curiosity for the material and that we trusted each 
other enough to hold brief, impromptu question and answer sessions/conversation in the middle of 
class.  In these classes, students were more apt to ask their own questions or volunteer 
answers/comments (in English). 
For 二年生, we used a book called Newsbreaks, filled with articles and stories about the current 
world.  Again, this class was taught primarily by ALTs and planned completely by  
ALTs, but when JTEs participated within the class or sometimes gave suggestions on lessons, the 
class was that much better due to the extra effort.   
As for my current events class with the 国際 二年生, I taught it once every two weeks.  The 
small size (10 students) and high level of English made for an intimate setting in which I could 
get to know each student and encourage everyone to participate in class.   
For 国際 students, an occasional all-ALT-taught class may be fine.  They are already motivated 
to learn English, so they don’t need the extra push of hearing the JTE speaking English to remind 
them that it is possible to succeed in speaking English as a Japanese.  They are not seeking mere 
success at attempting the language; they are seeking perfection.  Of course, with a good JTE 
ready to speak English in the classroom, the team-teaching model will be even more beneficial for 
国際 students. 
With my reading class and creative writing class (国際 三年生), I truly team-taught, sharing all 
responsibilities for the class.  It worked out well as these classes tended to focus on grammar, the 
teaching of which I have no formal training, unlike my JTEs. 
 
Did students change after taking an ALT-oriented class? 
Yes, I would say that students definitely changed after the ALT-oriented class, and I think that it 
was mostly positive change.  But why? 
Last year, I experienced “team-teaching” at its worst:  I rarely talked with teachers about lessons, 
I felt unprepared for classes, I hardly spoke during classes, and I had no participation at all in 
evaluation.  I think this was due to several reasons, for instance, bad communication with JTEs 
(whether my fault or theirs), a feeling of confusion about what I should be doing as a teacher, a 
complete lack of understanding about the level of students’ abilities, and a lack of motivation to 
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be creative since lesson planning time almost didn’t exist.   
This year, having my own class and feeling more comfortable with my surroundings, I have felt 
myself grow to be a better teacher, I have come to better understand and appreciate my colleagues 
and students, and I feel more motivated to be creative (after all, there are few alternatives if you 
are designing lessons alone).   
Thus I concluded:  students changed partly because of taking an ALT-oriented class and partly 
because I changed, too.  The switch to an ALT-oriented class meant more English, more ideas, 
and perhaps better evaluation of speaking and listening skills.  The change in me meant a more 
relaxed classroom setting, smoother classes, and a more confident and prepared teacher. 
Thus, if an English department seeks to improve English classes, I would recommend both 
allowing the ALT at least (if not more than) 50% of the responsibility for her classes and also 
educating the ALT on the workings of the school and of English education in Japan.  There is 
nothing worse than a useless ALT who is useless only due to her ignorance of her surroundings.  
She will show creativity if you encourage her, she will be a good resource if you need her, and she 
will be a good teacher if you let her. 
 
１４．資料６－１４ Ｈ１６年度２学年ショート・トークコンテスト 

【H１６年度２学年】 

2 学年では、SELHi 事業の一環として、生徒のリスニング能力とスピーキング能力の向上を目指すため、

「ショート･トーク」「リスニング集中練習」の 2 つを授業で行った。 

A ショート・トーク 

 スピーキング能力の向上をはかる際にとられる方法の一つとして「スピーチ」の練習があるが、より実

践的なコミュニケーション能力を目指すため、二人で行う「トーク」の要素を取り入れどのような向上が

見られるか試みた。 終的には、各講座での成果を学年の中で披露・紹介しあう「ショート･トーク・コン

テスト」を実施し、目標の場を設けた。 

１． 通常授業での指導 

(1)各講座で共通テーマの提示 

共通テーマは‘I have a problem.’ ‘What’s wrong?’ とした。これにしたがって生徒たちは自分たち

のトーク内容を作るが、場合によっては主語が’I’ばかりでなく、’Our society’や’Our country’でもかま

わない。なお、実施期間は 11 月～1 月である。 

 (2)講座内でのペアリング 

 (3)ペアの中でのブレーン･ストーミング 

 (4)講座内での発表順提示 

 (5)講座内での発表と審査 

   審査は下記の評価用紙に従い、発表者以外の生徒全員が審査員となる。発表後に、各生徒の審査用

紙が発表者に手渡され、次回発表への参考となる。教師も評価を行い、期末の本人成績に加味する。 

 

 

 

Short Talk Contest 評価表           
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チーム

名 

内容 
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た:1 
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た:2 

発表タイム 

90 秒未満: 0

90～110 秒: 

2 

111～130 秒:

3

131 秒超: 2

 

 

合計 

ポ イ ン

ト 

／３０

          ／３０

コメント 

 (6)講座代表の決定 

 全員が発表し終わったところで、 高得点ペアを講座代表とする。 

２．コンテストの実施概要 

(1)参加生徒  2 学年の英語全講座 普通科 9 講座＋国際教養科 2 講座 288 名 

(2)日時  2005 年 1 月 20 日(木) 

(3)場所  格技室  

(4)出場者  各講座代表 1 ペア 

(5)共通テーマ  A:‘I have a problem.’  B: ‘What’s wrong?’ 

(6)審査員  JTE3 名 ALT1 名 外部講師 3 名(タイムキーパー 生徒 2 名) 

(5)方法        a. 発表時間は 1 組あたり 2 分程度(プラスマイナス 10 秒以内)とする。 

   b. 発表は英語力重視とし、プロジェクタは使用しない。 

   c. 審査員による 1 位～4 位に賞状と賞品を用意する。 

   d. 生徒審査による特別賞を設け賞状と賞品を用意する。 

B リスニングコンテスト 

 スピーキング力の向上をめざすショート･トークに並行して、学年全体の取り組みとしてリスニング集中

訓練を行った。リスニング教材を使い、授業で実施するところまでは昨年と同じであるが、今回はクラス

ごとで得点を競い合い、優秀クラスに賞品を用意した。 

実施方法は以下のとおりである。 

(1)学年でリスニングの教材を用意し、授業でリスニングのクイズを行う。教材は「Listening Gym 

Standard」(数研出版) 

(2)答案用紙を教員が集め、採点＋集計する。 

(3)期間は 12 月の期末考査明けより 15 回分 (1 週間に 3 回程度) 

(4)結果発表は Short Speech Contest 当日に行い、クラス表彰を行う。 

アンケート結果    

学年末に今回の取り組みに対するアンケートを以下の項目で行った。 

リスニング練習・ショートトーク練習・コンテストについて 

2 学年で行った SELHi 事業のいくつかについて、アンケートに答えてください。記入欄には次の５～１の数字を入れて

ください。 

強くそう思う：    ５  
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ショート･トーク練習について

0%

20%
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80%

100%
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強くそう思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

まったくそう思わない

リスニング訓練について

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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強くそう思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

まったくそう思わない

そう思う：      ４  

どちらともいえない： ３  

そう思わない：    ２  

まったくそう思わない：１ 

リスニングについて 

質問１ リスニングの練習をやって、リスニング力は向上したと思う。        [     ] 

質問２ 教材の難しさは、今回のレベルが自分の力を向上させるのに役立った。    [     ] 

質問３ リスニングの練習をこのような形で年間を通じてやると力がつくと思う。   [     ] 

質問４ クラス対抗でやったことはよかった。                   [     ] 

ショートトークについて 

質問１ ショート･トークの練習を授業でやってよかった。              [     ] 

質問２ 二人で行うショート･トークの練習は一人でやるスピーチより実践的だと思う。 [     ] 

質問３ ショート･トークの練習を授業で何回かやってスピーキング力が向上したと思う。[     ] 

質問４ ショート･トークのコンテストをやって自分には刺激があった。        [     ] 

質問５ ショート･トークのコンテストはもっと多くの出場者があってもよかった。   [     ] 

質問６ ジャッジの判定については納得できるものだった。             [     ] 

アンケート結果は以下のとおりである。(回答数：247) 各グラフの番号は質問項目の番号に一致する。 

○リスニング訓練  ―考察― 

1. 質問１、質問 2 については、ほとんどが肯定的な意見で

あった。また、質問 3 に対する回答から、年間を通じた

リスニング訓練の必要性を感じさせる。 

2. 質問４については、やや否定的意見も見られるようであ

る。これは、普通科(6 クラス)と国際教養科(1 クラス)

が同じコンテストで競い合ったことに抵抗感を示した生徒がいたことをうかがわせる。(英語力のある後者が優勝

した。) 

○ショート・トーク  ―考察― 

1. 質問１、質問２については「やってよかった」と感じる

生徒が多かった。ただ、質問 3 に見られるように「スピ

ーキング力が向上した」と積極的に思えた生徒は 4 割弱

であった。 

2. 質問４で、今回の取組は生徒にとっても刺激にはなった

ようである。特に、単独でのスピーチとは異なり、二人でトーク内容を組み立てるところに面白みとやりがいを

感じた生徒が多かった。スピーチよりは多様性があることでコンテストも大いに沸いた。 

3. できるだけ多くのコンテスト出場者があってもよかったが、質問５に見られるように時間的にはちょうどよかっ

た。会場が格技室で寒いことも今回の結果となったようである。 

4. ジャッジによる判定は多くの生徒が納得しているようで、生徒の選択眼とジャッジの目が同一上にあったことを

うかがわせる。生徒も単に面白いだけのものよりは内容重視の目で各発表を見ていたようである。 

 

 

１５．資料６－１５ H17 年度 ３年国際教養科 時事英語「模擬国連」授業プリント 
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模擬国連  2005/09/25 
Chairperson:       Director and Secretary:  
担当国 南アフリカ： アメリカ：  日本： インド：   韓国： パキスタン：  
MODEL UNITED NATIONS at Nagano Nishi High School 
 

 

Dist: General 

25September2005 

Original: Japanese 

 

Agenda Item: Question of equitable representation and increase in the membership of the Security 

Council and related matters 

Sponsors: South Africa 

Signatories: Brazil, Egypt, Germany, India, Japan, and Sudan  
国連総会（General Assembly）は、 

国連憲章第 15 条に規定されているように、安保理はその決定に関する説明責任を果たす義務を有し

ていることを確認し、 

冷戦後多発している紛争は難民、飢餓、貧困問題などのさまざまな問題を発生させ、当事国以外

の多くの国も影響を受けていることを認識し、 

     1.    安保理の実効性を確保した上で、透明性を向上させるように作業方法を改善することの必要性

を強調する。 

2.    紛争による副次的な問題の解決のために国連加盟国の協力、及び、難民や貧困問題、開発援

助などに対応した活動を行っている国際組織や国際的な非政府組織（NGO）、人権団体などの

非国家アクターの活動を歓迎する。 

3.    安全保障理事会の紛争に関する討議の内容及び討議において使用した調査結果、資料を非理

事国にも利用可能にすることを奨励する。 

4.    安保理の年次報告書の中でも特に国連平和維持活動（PKO）の活動内容及び意思決定に関

する内容を充実させるために、安保理の作業慣行を改善する提案を 大限尊重し、意思決定

の際に使用した調査結果及び資料を可能な限り総会に提出することを要求する。 

【PKO 関連】 

国際紛争の多様化に伴い、安全保障理事会による平和維持活動（PKO）の役割が増大するため、関

係国との緊密な協議が重要であることを強調し(emphasizing)、 

PKO の派遣の際の意思決定や協議に関する安保理決議 1353 を想起し(recalling)、 

     5.    以下の内容が履行され、また既に決定している事項については履行状況を検証することを要請

する（urges） 

a)PKO の設置、指揮、再検討、派遣の延長、変更、活動の終了に関する意思決定のために、PKO 兵

力提供国、利害関係国、その他 PKO によって直接的に影響のある国と安全保障理事会との間での

General Assembly 



 122

定期的な会合を開き、必要な場合は臨時の会合を開くこと 

b)PKO に関する報告書を定期的に発行し、非理事国が閲覧可能にすること 

○インド，パキスタン情勢 

1947 年 

 パキスタン独立（８月） インド独立。ネルー首相就任（８月） 

 英領インドは事実上消滅する。 

分離独立・・・1947 年、英領インドは、インドとパキスタンにそれぞれ分離独立した（この時点ではパキ

スタンはインドの東西に国土を持っている。このうち東パキスタンが後に独立してバングラディッシュと

なる）。インドは政教分離国家、パキスタンはムスリム国家として出発することとなった。このため、パキ

スタンとなった地域に住んでいたヒンドゥー教徒がインドへ、インドとなった地域に住んでいたイスラム

教徒がパキスタンへ、それぞれ着の身着のままで大移動を開始するという事態が起きた。両国あわせて

1500 万人もの人々が移動したと言われている。この移動の過程で、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が各地

で衝突を繰り広げ、100 万人近い人々が殺害されたと言われている。この時の憎しみが、現在も印パ両国

の対立に尾を引いている。 

PAKISTAN・・・ウルドゥー語で「清浄な国」を意味する。この国名は、英領インド時代のイスラム教徒

多住州の文字（パンジャブ Punjap、アフガン Afghan、カシミール Kashmir、シンド Sind、バローチス

タン Baloochistan）をつなげて作られたと言われている。パキスタンは当初、インドの東西に国土を持っ

て生まれた。しかし、経済的にも人口的にも豊かな東パキスタンと乏しい西パキスタンとの格差は大きか

った。また、民族構成も東と西では大きく異なっていた。このことが後に東パキスタンがバングラディッ

シュとして独立する背景となった 

カシミール問題・・・インド・パキスタン両国の分離独立に際して、マハラジャ（藩王）の支配下にあっ

た約 500 もの藩王国は、インドとパキスタンどちらに帰属するかは自分達で決めて良いとされた。中国・

インド・パキスタンと国境を接するカシミールの藩王は、カシミール独立を考えていた。しかし、カシミ

ールの人口の 70％はイスラム教徒である。パキスタンはカシミールの独立を阻止しようと、1947 年 10 月、

カシミールに軍を派遣した。カシミール藩王はインドに保護を求め、インドもカシミールへ軍を派遣、軍

事衝突へと発展した（第一次印パ戦争）。この軍事衝突は国連の調停によって停戦を迎えたが、その後もカ

シミールを巡ってインドとパキスタンは激しく対立している。 

現在、カシミールではヒズブル・ムジャヒディンなどのパキスタン寄りの武装勢力が活動しているが、そ

の背景には、パキスタン軍統合情報部（ＩＳＩ）による資金・武器・訓練の提供があると言われている。

このように、カシミール問題は単にインド・パキスタン両国による領有権争いとしての性格だけではなく、

インド支配地域でのイスラム教徒のエスニック問題としての側面も重要となってきている。さらに、イン

ド・パキスタン両国とも政権への不満を外へ向けさせるためにカシミール問題を政治的に利用する傾向が

あり、問題を一層複雑なものとしている。 

 

 

 

 

 

 
１６．資料６－１６ Ｈ１７年度英語スキットコンテスト 
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『英語スキットコンテスト２００６』 

『生きた英語に触れよう！英語落語講演会』開催について                

 日頃のリーディングやライティング授業の発展編として、英語を使ってコミュニケーションをする楽

しさを共有する機会を設けたいと考え、２００６英語スキットコンテストを実施いたします。当日はコ

ンテストに引き続き、生きた英語に触れる機会として、英語落語家としてテレビ・ラジオで著名な桂か

い枝さんと外国人落語家として活躍されているクリス・リーさんをお招きし、英語落語講演会を開催し

ます。出演者の１人クリス・リーさんにはコンテストの審査員を務めていただく予定です。 

１．スキットコンテストおよび英語落語講演概要 

(1)参加生徒  １・２学年全員   

(2)日時  2006 年 2 月 7 日(火) 1:30-4:00 

(3)場所        長野市民会館 

(4)当日の日程     午前 火の１・２・３ --- ４５分短縮授業 

           SHR            11:25-11:35 

                      清掃          11:35-11:55 

                      昼食          11:55-12:30 

                      移動        12:30- 

                      市民会館集合  1:20   クラス毎に着席 

                      スキットの発表 1:30-2:40 

           英語落語講演  3:00-4:00 

                      表彰と講評   4:00-4:10 

２．スキットコンテストについて 

(1)出場者  各学年代表 16 ペア 

(2)審査員  クリス・リーさん，英語科 2名，ALT２名  

(タイムキーパー 生徒 2名) 

(3)方法        a. 発表時間は 1組あたり 2分(プラスマイナス 10 秒以内)とする。 

b. 発表は表現意欲、英語力、チームワークを重視とし、審査では総合的に判

断する。 

   c. 審査員による 1位～5位に賞状と賞品を用意する。 

d. 生徒審査による特別賞を設け賞状と賞品を用意する。 

(4)題材  A:‘I have a problem.’  B: ‘What’s wrong?’ 

(5)コンテスト内容 

各チームは、それを取り入れた英語のスキット(寸劇でも漫才でもよい)を考え、発表する。題材は、

テーマに沿って身近にあること・ものとし、スキット準備のためには、辞書などを使ってもよいが、

発表ではメモなどを含め、書いたものは一切使用できないものとする。発表時間は 2分。 

３．英語落語講演会について 

 『英語で楽しむ日本の古典芸能：英語落語』 

出演者： 英語落語家 桂 かい枝さん、クリス・リーさん) 

 講演内容： ①落語の解説  ②英語落語２席  ③トークコーナー(落語体験教室＆クイズ) 

 
１７．資料６－１７ H15 年度「高大連携授業」の試み 
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H１５年度計画 

④英語教育・国際理解

教育における大学と

の効果的な連携の在

り方についての研究

開発 

１ 信州大学教育学部の英語や国際理解等に関する講義の受講について研究をし、

可能なことについて実施する。 

２ テレビ会議授業によって大学生との意見交換を実施する。 

３ 信州大学が提供している各種の「出前講座」を活用する。 

４ 大学の英語・国際理解・異文化理解の講座の担当スタッフと英語教育、国際理

解・異文化理解教育について共同でカリキュラム開発を行う。 

○ 具体的な実施内容とその成果 

 信州大学教育学部とは、地理的な近さもあり、以前からさまざま

な形で高大連携の道を探ってきた。２００１年１１月には、同学部

のＴＶ会議システムを利用させてもらい、本校国際教養科クラス３

年生が米国ユタ州ソルトレーク市の高校生とＴＶ会議を行った。２

００２年６月には国際教養科クラス２年生が実際に教育学部の授業

を受講。同年１０月には国際教養科クラスと教育学部とでＴＶ会議

システムを利用したディスカッションを行っている。 

 ＳＥＬＨｉ事業の中でも、高大連携のあり方を研究している。本年度は実際に教育学部の学生が本校に

来てくれ、同じ教室内で、海外協力ボランティアの問題についてディスカッションを行った。 

 また、この授業に参加した生徒たちの感想は以下のとおりである。 

（資料④－２「高大連携授業についてのアンケート」） 

 

高大連携授業について 

開発途上国にボランティアとして参加した夫婦が、結果的に中途帰国の決心をする。夫婦は母国では人付

き合いもよく農業経験も豊富で、一見理想的な人材であった。なぜ帰国することになったのか、教材を読み

すすめた後、高校生と大学生とで意見を交換した。 

以下は、授業の後に生徒に書いてもらった感想である。 

１． 本日の高大連携授業を受けての率直な感想を書いてください。 

1. すごく話しやすい雰囲気で自分の意見もしっかり言えたし、他の意見もたくさん聞くことができてす

ごく中身の濃いディスカッションで楽しかったです。ディスカッションの内容もすごく身近という

か、自分の立場に置き換えられるものでそれについてしっかりと自分の考えをもてるいい機会になり

ました。本当に楽しい授業でした。ありがとうございました。 

2. さまざまな視点から一つの出来事を見ることができた。自分がこのような出来事に直面した場合は自

分の立場からしか考えることができないだろう。そんなときに相手だったらどう考えるか？またこの

ことを第三者が見たらどう判断するか等、冷静に考えることができるとよいと思う。 

3. 異文化理解という言葉を聞いたことは何回もあったが、その授業を受けたのは今回が初めてだった。

異文化を理解するのってすごく難しいと思うけれど、国際関係の事象に携わる上では、すべきことだ

とは思う。私も進路はどういう方向にと考えているので勉強になった。 

4. みんなが意見を出した後のコメントとか、まとめ方が(大学生は)すごくうまいと思いました。アイス

ブレイクも簡単そうに見えたけど、 後での全体の共通点を見つけるのは意外と難しいんだなあと思

いました。難しい題材なのに、楽しかったです。答えが一つではない問題だったので、よかったと思
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いました。 

5. 大学生と授業をしてみてわかったのは、授業の進め方がとてもうまいということです。進み方もスム

ーズで、板書の仕方も上手で、時間配分もしっかりしてあって、すごいなあと思いました。異文化理

解というと、外国人とのお互いの理解とを想像しがちだけど、日本人との間やもっと身近な友達との

間でも異文化理解は必要なんだということを実感しました。異文化理解は外国の文化を知ることだと

思いがちだったけどどんな人とも付き合っていけるためには、相手を理解し、自分のことを相手に知

ってもらうことなんだと考え方を変えることができました。 

6. 初、今回の教材のストーリーを読んだときは自分とは遠い話で、あまり実感がわかなかったけど、

今日いろんな意見を聞いてみて、気持ちが変わった。自分は今まで、異文化理解とか考えたことはな

かったけれど、とても大事なことだと思った。Louis と Julie の場合、もっとホスト国の人と話し合

うべきだったと思う。問題が起こって、結局二人は本国に帰国することになってしまったけれど、そ

れではぜんぜん問題解決になっていないし、せっかく他の国に来るチャンスを得ることができたの

に、とても残念な気がする。他国の文化を知ることも大事だし、また、自分の国である日本を知るこ

ともとても大事だと思った。今日は普段かかわることのない大学生とこのような機会があって、楽し

かったし、刺激を受けた。 

7. とても親しみやすくてよかった。でも、ディスカッションシートにある項目が同じようなものだった

ので、もっと大雑把に分けて長時間ディスカッションしたほうがよかったかもしれない。教材は理解

しやすかったが、奥の深い問題だったので、よかった。時間が足りず、2時間くらいあればよかった。

8. 初めて大学生と一緒に授業をして緊張している間に終わってしまった。でも授業の進め方や時間配分

などがとても上手で驚きました。私たちも「グローバルエデュケーション」であのくらいの準備をす

れば、スムーズにプレゼンテーションができるのでしょうか。 

9. 大学生の授業の進め方がとても上手でわかりやすかった。教育実習を受けているみたいで楽しかっ

た。高校生の意見を中心に進めてくれたが、今度やるときはぜひ大学生の意見も聞かせてほしい。こ

のストーリーでは第三者的なわたしたちは多くのことを発見できるけど、実際その立場になってみる

と見失いがちになってしまうと思う。アメリカやカナダではあまり気を使わなかったが、フランスに

ホームステイに行ったとき、緊張してホストの家に着いたときに「何か決まりはありますか？」と聞

いた。「特にないよ。」と笑われたけど、やはり聞いておいて正解だったんだと思った。 

１０．大学生は、自分たちが考えていなかった意見を言っていて、自分たちとは違う視点から見ていて、や

っぱり少し大人なんだなあと思いました。私はどちらかというと相手に望むことが多かったけど、自

分がどうにかしようということの大切さをより学びました。 

 

１８．資料６－１８ H１７年度 JICA 駒ヶ根研修所見学の感想 
 今回の駒ヶ根青年海外協力隊訓練所見学で私が強く印象に残ったことがあります。それは協力隊員候

補生の方達の笑顔です。昼食のとき何人かの候補生の方とお話しできる機会があって、その方達がすごく

明るいのが印象的でした。また、クラスを見て回ったときもすべてのクラスから笑い声が聞こえて楽しそ

うだなあと思いました。 

不思議だったのはどうしてそんなに楽しそうなんだろうということでした。候補生の方達は勉強がすご

く大変だと聞きました。日々のクラスでの宿題に加え、自主勉強などやることはきっとたくさんあるはず

です。また、苦労して協力隊員になって海外に派遣され、２年後帰国してから職はない、全員の協力隊員

がいい活動ができるわけではない、など分かっているのにどうしてそんなに楽しくがんばれるのだろうと
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いうことがすごく不思議でした。だけどいろんな候補生、ＯＢやＯＧの方の話を聞いていて、彼らは心の

底から自分にできることをしたい、助けたいという強い思いがあることを知りました。その強い思いがい

ろんな苦しいこと、大変なことをはねとばしているんだと感じました。そこが私と全く器の違うところだ

と思いました。私だって世界で苦しんでいる人々を救ってあげたい、私に何かできることをしたい、とは

思っています。しかし私はきっと自分にふりかかる苦しいこと、大変なことをはねとばすほど強くないで

す。私はまだまだだと思いました。そして自分の苦しいことも乗り越えられないで世界の人々の苦しいこ

とを救うなんてできないと思いました。だから私は候補生の方達がすごくかっこいいと思いました。私も

あの人たちのようになれるようにがんばりたいです。 

それから、ビデオの中である男性の言っていた言葉がすごく気にいったので紹介したいと思います。そ

れは「形を残すことにこだわらない。人の心に残れるように」です。この言葉はどんなことにも通じる言

葉だと思います。別に人の心に残ることを意識するのではなく、自然に誰かの心に残れるようなそんな人

間になれたら素敵だと思います。 

後に。今回の見学に参加して私はすごくよかったと思います。形として何かを感じたわけではなく、

うまく表現できないけど、形にはない、何か大切なことを得られた気がします。候補生や案内してくれた

柴山さん、お話をしてくださった方達に感謝しています。候補生の皆さんには実りのある２年間になれる

ように、がんばってほしいと思います。     （１年女子） 

 

「世界にある約１９０カ国のうち、産業革命を起こせるのは何カ国だと思いますか？」スタッフの方の

初の質問で、私は「８０カ国ぐらいかなあ」と思いました。ところが！答えは２０カ国あるかないかで

した。他の１７０カ国は開発途上国といわれ、人口増加や貧困、保健医療や教育などの未整備、環境破壊

など多くの問題を抱えているのです。 

この駒ヶ根青年海外協力隊訓練所では、その様な国々に「自分の持つ特技を生かして困っている人のた

めに役立てたい」という方達が、一生懸命現地の言葉や知識を学んでいました。その中で私が 初に思っ

たのは、候補生の方とすれ違うと笑顔でさわやかにあいさつを返してくれるなあということです。私も笑

顔であいさつをするように心がけました。きっと外国の人と触れ合っていくには、身の回りの人や知らな

い人でも笑顔を出せることが国際協力の一つなんだなあと思いました。 

次に、昼食の時間、コンゴ共和国から来てフランス語を教えているというサンバ先生と話しました。そ

の時サンバ先生は「英語がしっかりと話せると、他の語学を勉強するのは全く難しくないんだよ。ゆっく

り少しずつ一生懸命やればできるよ。あなた達の年齢なら、まだまだ頭が柔らかいんだよ。」と言っていた

のがとても印象的でした。私は、このサンバ先生の様になりたい！と思いました。それは一つのことをし

っかりやり通すことの大切さと、目標はあきらめてはいけない！と言っていた気がするからです。また、

授業の見学もさせていただき、候補生のみなさんが、真剣に、そしてお互いの意見を大事にし合っていた

のが、すごいなあと思いました。 

私は、候補生、サンバ先生、スタッフの方に出会えてよかったです！皆さんの目標に向かう真剣さ、お

互いの支え合い、他人への優しさを持ち、そして何より笑顔が素敵だったからです！きっと現地へ派遣さ

れても、成功するとは言い過ぎかもしれませんが、現地の人の「心」をつかむと思います。私はこの候補

生の方々のようになれたらいいな、と思いました。今日からでも真似てみたいです。充実した一日でした。

ありがとうございました。        （１年女子） 

                

・隊員の方々の話を聞いていると、辛いことも口にしているのに、話しているときの表情はすごい輝いて
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いた。それを見ていて「本当に心の底から開発援助をしたいんだ。だからすごくつらいことでも耐えられ

るんだ。」と思った。今の僕はただ開発協力をしたいと思っているだけなので、訓練は耐えられないと実感

した。国際協力に限らず、「こういうことをしたい！」と思うのは誰にでも出来る簡単なことだけど、それ

を実践するのは難しいと思った。 

・僕が「後発発展途上国（開発途上国の中でもひどい貧困に苦しむ国々の総称）に赴いている方はどのく

らいか。」という質問に対して、わざわざプリントを作ってくださったのですごいうれしかった。と同時に

それほど僕たちが駒ヶ根訓練所を訪れたことをすごく大切にしているんだ、と思った。 

・隊員の方との昼食は、貴重な話しもうかがえたのでよかったし、そもそも隊員の方との昼食自体が貴重

な体験になったと思う。             （１年男子） 

 

あまり熱心な理由があったわけでもなく今回参加したが、今は本当に参加してよかったと思っている。

一日で多くのことが学べた。 

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所に到着してまず OB の方のお話を聞いて JICA に関するビデオを見た。OB の

方はとても生き生きと話をしてくださった。すごいなあと思った。ビデオは後で聞くとほんの少数の現地

でいい結果を残すことができた人たちの話だったとか。たった２年間の任期は、その地で慣れることから

始まるからきっととても短いのだろう。 

ビデオが終わると昼食になった。昼食は訓練所の食堂で、候補生の方と一緒に話をしながらとった。私

が一緒に食事をしたのは、エルサルバドルで環境教育のために派遣されることになっている女性だった。

私は環境問題関係のことに興味があるので、その方と食事をすることになって嬉しかった。まず具体的に

環境教育とは何をするのか聞いた。そして環境教育とはただ黒板を使って授業を行うのではなく、その方

の場合街の、主にゴミ問題の解決に向けて活動をするのだとか。次に大学で何を学んでいたのかを質問。

やはり国際援助関係のことを学んでいたらしい。スペシャリストだ。その後もたくさんのことを話すこと

ができた。そして 後に、高校生も参加できる植林活動などを行う NGO 団体を教えてもらった。なんだか

とても感動した。 

昼食の後、訓練所の中を見て回った。全バリアフリーのすごい所だと思った。どこの教室でも候補生の方々

がとても真剣に意欲的に勉強していて、楽しそうだなあと思った。あの人たちなら絶対に各国に行っても

全力で仕事に取り組んできっといい結果を出せるだろう。あんなに一生懸命になれるなんていいなあ…。

私も今できること、今すべきことを一生懸命にやっていこうと思う。そしていつか、JICA でなくても何ら

かの形で国際援助に関わりたいと心から思う。 （２年女子） 

 

１９．資料８－１ 英語科教員アンケート  

○ ２００５年度 SELHi 英語教員対象中間アンケート結果 (10 月) 

1. SELHi が導入されて変化したことを一言で述べてください。 

・自分でも暗中模索の状態ですが、授業改善いう点では非常に刺激になった。 

・なるべく授業を英語で進めようとすること。学年で共通のタスクに取り組むことで、教員同士の協力体制ができた。 

・授業の変化（特に、生徒が英語での言語活動をより多くするように） 

・授業改善をするということは決して容易ではないが、生徒のレベルに合わせて英語で授業をすることを取り入れるよ

うになった。 

・従来型の一方的な「訳読式授業」から「言語活動」を多く取り入れた授業を取り入れるようになった。 

２．英語を使った指導を、日々の授業でどの程度取り入れていますか。 
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・授業中での指示は可能な限り英語を用いているが、本文の内容を易しく言い換えるなどの部分ではできていない。 

・可能な限り英語で進めている。 

・国際教養科…ほとんど英語でやるようにしている（自分も生徒も）普通科…時、教材に応じて 

・生徒が理解できる範囲でできるだけ英語を使う。説明は、英語で理解することは無理であると思うので,日本語で行

う。 

・できるだけ Thinking in English を心がけているが、まだ改善の余地あり。 

３．SELHi が導入されて年間授業シラバスを作成する上でどのようなことを考慮しましたか。指導目標について、シラ

バスについて 

・自己表現活動を易から難へとなるよう配置した 

・目指す力を付けさせるために、どのような活動を仕組んでいくか。 

・年間授業計画と日々の授業計画の中間にあたる、配当時間計画も意識しながら、授業を行っている。 

４．指導方法で改善したり、変化したことはありますか。具体的に記入してください。 

 英語Ⅰ、Ⅱ 

・1 学年の重点が自己表現活動ということなので、できるだけ意見を述べるような問いかけをするよう心がけている

が．．．  訳読に戻らないよう意識している。 

・自己表現活動を増やすべくペアワークやグループが増えたため、授業に活気が出てきたと思う。 

・授業のプランを考える段階で、英語でどのような言語活動ができるかを、よく意識するようになった。 

・生徒に全体の流れをすばやく把握させるようにしている。(細部にこだわらない) 

・訳読に終わらない授業方法の開発が進んだ。 

・常に生徒からの意見を聞きながら、授業進度・教材内容・指導方法の改善に取り組んでいる。特に、生徒からの改善

意見については、敏速に対応するように努めている。 

（英語Ⅰ、Ⅱ共通） 

＜日々の授業の中で工夫していること＞ 

① リーディング 

・あまり高度なスキルを生徒に要求しないこと。スモールステップで、生徒に成就感や成功感をもたせるように配慮し

ている。 

・さまざまな音読指導。訳読に頼らない内容把握､構文の理解。プレゼンテーションのための活動。 

・なるべく生徒同士の言語活動を重視している。説明をなるべく少なくするように努力している。 

② ライティング 

・自己表現活動の原稿はできる限り事前にチェックし、誤りを指摘または訂正してやる。（発表本番で、自信を持って

臨めるようにするため） 

・自分の考えや意見をできるだけ書いたり、発表したりすることができるようにする。 

効果的なタスクプリントの作成と利用。プレゼンテーションのための活動。 

・なるべく生徒同士の言語活動を重視している。 

③ リスニング 

・Rの授業ではとにかく CD を聞かせる回数を多くしている。 

・プレゼンテーションの中での活動。 

・リーディングに繋がるように指導している。 

④ スピーキング 

・事前にスピーチの仕方を指導するだけでなく、スピーチの直前に練習の時間を十分確保してやる。また、生徒同士の
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評価（フィードバック）をとりいれる。 

・国際教養科は可能な限り、speaking（自己表現） の機会を多くとるようにしている。 

・プレゼンテーションの中での活動。 

・自分の意見や感情を２～３文で言えるように努力してみる。 

５．SELHi 授業を行って生徒の様子はどのように変化しましたか。 

① 語力、関心、意欲、態度などや行動パターンの変化を挙げてください。  

・ペアワークなど仲間との活動や仲間の前での発表に慣れてきている。 

・文章の産出量や正確さはかなり向上していると思える。（ベネッセのコミュニケーションテストのライティング

で例年にない伸びを示している。） 

ペアワークやグループワークも積極的に取り組んでいる印象がある。 

・（ほかの生徒の前での）発表に慣れてきた様子。 

・意欲の向上､積極的なかかわりが見られるようになった。（主にプレゼンテーションを通して） 

・学習に対して、前向きな姿勢をとる生徒が多くなった。 

② 思考、判断力 

・こちらの発問次第でしょうか？ 

・思考に深さが見られるようになった。（主にプレゼンテーションを通して） 

③ 技能、表現力 

・自分の意見を述べるということにおいては、習った表現を使ったり、仲間に分かる表現を考えたり、

改善しようという姿が見られる。 

・発表の仕方が向上した。表現に工夫が見られ、表現力に幅が出てきた。 

・英語で自分の考えや感情を表現しようとする生徒が多くなった。 

④ 知識、理解力 

・定着という点では不安．．． 

・知識や理解力については、課題が残っている。家庭学習の充実を心がけている。 

６．年間指導目標への達成の度合いはどのくらいですか。 

・上半期で言語的な正確さ、文章の構成力（言語知識）もパフォーマンス（運用能力）も、ほぼ基礎的な力をつけた点

で年間目標の 50 パーセント以上は達成できていると思う。今後は双方向のコミュニケーション能力をたかめていか

なければならない。 

・大体 OK ではないか？ 

７．AET との TT で変化したことはありますか。 

・変化無し。問題ですね。 

・AET には生徒の OUTPUT を多くと、お願いしている。 

８．英語を使った授業を心がけていますか。どの程度心がけるようになりましたか。その授業をする際の困難点はあ

りますか。 

・こころがけている。ようやく 近、英語で進める授業に違和感がなくなってきた感じがする。 

・講座生徒の能力や雰囲気等もあり、どうしても日本語での説明が多くなってしまう。 

９．大学との連携の一環で講演会を開催したり、運営委員長の渡邊先生や Birch 先生の参観、茨城大の阿野先生の講

演と公開授業、山梨大の田中先生の自己表現力を伸ばすための講演会等、様々なアドバイスを受ける機会を設けま

したが、参考になったものがありますか。また、それで変化したことはありますか。 

・講演、指導はすべて参考になっている。 
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・阿野先生の授業は、2学年が昨年から進めてきている授業の進め方と、基本的には同じであったので、自分たちのや

り方を再確認することができた。 

・阿野先生の指導について、とても参考になりました。授業に取り入れながら、現在効果的な指導を追求しております。

授業も少し活気がでてきました。 

・これまで機会の無いことであり、とても刺激になりました。しかし、すぐ取り入れているかというと、？？？ 

・いろいろと参考になった（が、自分の中で消化しきれていない様） 

１０．SELHi 今後の改善策と要望 

・なんといっても、教員同士の意思疎通、協力体制を強固なものにすることが望まれると思う。個々人の指導観、効果

的な指導法をもっと話し合う場（研修の場）を作らなければ、もったいないと思います。まあ、その時間をとるのが

なかなか難しいのですが。 

・職員間の意思統一や情報交換を活発にし、まとめていければ…. 

 

○ ２００５年度 SELHi 英語教員対象 終アンケート結果 (3 月実施) 

17 年度研究課題 (1) ライティング及びスピーキング におけるアウトプット能力の向上につながるリーディング指導

のあり方についての研究  (１～３年 普通科，国際教養科) 

(2) ライティング及びスピーキング能力の効果的な測定及び評価方法の研究  (１・２年 普通

科，国際教養科) 

(3)  国際交流において、Authentic なコミュニケーションを通しての実践的コミュニケーション能

力の育成および異文化理解を図るための指導方法についての研究 （１～３年） 

１．上記研究課題を成し遂げるために授業改善として力を入れてきたことを箇条書きで述べてください。また、それに

対する生徒の変化を挙げてください。 

・授業の導入として、生徒と Oral interaction を行う。 

・口頭導入した後は、教科書の本文の内容を膨らませたパッセージを１分 100 語のペースで読ませる。 

・リスニングとリーディングの input は本文の内容理解に役立ち、さらに音読やアウトプットの活動の橋渡しとして

有効だったと思う。 

・(1) に関してはなるべく英語で授業を進めること、英文を読んだ後に、題材に関連する自分の考えや経験をかなら

ず表現させたこと 

・(2) のライティングに関して 

  ①生徒にまわし読みをさせ、コメントを互いに書き込ませることで自然な形で生徒同士が評価し合えるようにした 

②他の生徒のライティングを読んで思ったことを英語で書かせたことで、生徒同士のメッセージのやり取りや積み

上げが出来るようにした 

・提出されたライティング課題には出来る限りコメントをつけて生徒へ返却。 

・出来の良いライティングはコピーして生徒全員に読ませた 

  ・スピーチやスキットの際には生徒同士の評価を導入し、発表者へフィードバックした 

・スピーチやスキットの後には自分の発表を振り返らせ自己評価させた 

・スピーチをする前段階で十分な練習時間を確保し、できるだけ成功体験や成就感を持てるよう配慮した 

  ・タスクを取り入れ、ペアやグループで表現活動ができるようにした。様々なリーディング方法を取り入れた。は

じめは戸惑いもあったようだか、慣れてくるにつれて声も出るようになり、英語でコミュニケーションしようと

いう意欲が出てきた。 

  ・訳読に多くの時間をとられないようにする。 
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   生徒は、訳さないことの不安を感じていた。細かい部分まで文の構造を把握することができなかった。（後半、

対策を考え改善していった）。 

・言語活動をできるだけ増やす。 

   生徒は楽しんで言語活動を行っていた。言語活動に変化をつけ増やしていくと授業に活気が出てきた。 

・ペアワークを活性化させる。それぞれの力に応じたペアワークを楽しんでやっていた。 

２． 文法訳読に頼らないでコミュニケーション活動中心の授業をする際の困難点はありますか。 

・生徒が英文の構造を把握できない場合には、文法訳読が必要となることもある。一切文法訳読をしないという考え

方は教師の独りよがりに過ぎず、非現実的と思う。 

・生徒にどんな題材の背景知識を与え、どんな英文内容で生徒と interaction し、さらに教科書の本文を膨らませた 

・passage の内容をどんなものにしたらよいかについての教材準備に時間がかかってしまう。 

・教師と生徒の意識 

・コミュニケーションをするには、それ以前に、しっかりした構文把握や表現の理解など、行わなければならない。

それがないと、表面的な内容のないコミュニケーションをするにすぎなくなってしまう。たとえ自分の考えがあっ

ても、それを表現できるだけの基礎的な力がないと、コミュニケーションはできない。 

３． 英語を使った指導に対する生徒の反応や理解度はどのように変化したと思われますか。 

・生徒との Oral interaction の場面では、教師からの質問に full sentence で答えなくても、laconic answer でも

良しとしたが、概ね、教師の話す英語が理解でき、さらに教科書を膨らませた passage reading でも、８割以上の

生徒は１分 100 語のペースで内容を理解できるようになっていると思う。 

・言われていることを理解しようと前向きな生徒が多いと思う。変化についてはわからない。 

・英語で指示したことがわからなければ、結局日本語に説明し直すことになってしまい、生徒の理解度は深まってい

ないように思われる。 

・英語の指示に対する反応が早くなった。 

・難しい説明は、英語で行うより、日本語で行った方が効果がある。 

４． SELHi が導入されて年間授業シラバスを作成する上でどのようなことを考慮しましたか。指導目標について、シ

ラバスについて 

・アウトプットの活動の位置づけ。①教科書の題材に沿った自己表現活動 ②サイドリーダーを読んだ意見と感想 ③

インターネットを活用した韓国の高校生との E-mail 交換 ④スキットコンテストに向けた準備と指導 

・シラバスを長期的な視野で考えるようになった。 

・それぞれの課に関連して、どのような表現活動を行ったらよいかということ。 

・自己表現をどのように取り入れていくかを考慮した。 

・プレゼンテーションを効果的に行えるように段階を踏んで指導できるよう組み入れてきた。 

５．日々の授業の中で改善されてきたこと、あるいは改善されなかったことを書いてください。 

① リーディング 

・Input として、教科書を膨らませた passage を黙読させ、概要をつかんだ上で、教科書の本文を読ませるステップ

を考えた。音読は単調にならないように、pair reading や blank reading を必ずさせた。 

・発音記号の読み方が定着できていない。 

・内容理解を深めるために、さまざまなリーディング活動をさせることができた。 

・速読力の向上 

・細かい部分まで正確に把握して読む点は課題 

② ライティング 
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・できるだけ、自分の考えや意見を書かせたり、本文の要約もさせた。 

・文法的なミスや文の構成が不十分である。 

・比較的長い文を書かせる機会があまり取れなかった。 

・難しい内容も何とか書ける生徒が増えてきた。 

・正確な表現が課題 

・構成や展開を考えたライティングが今後の課題 

③ リスニング 

・Oral introduction の場面では、生徒との interaction を多くしながら、できるだけ、英語を多く聞かせるように

した。また、音読後には dictation をするようにしている。 

・教科書以外のいろいろな場面や題材の listening をさせることが不足した。 

・授業によって、リスニング活動ができたものとできなかったものがあるが、リスニングをやったことでどうアウト

プットにつなげていけるかというところまでは行かなかった。 

・大意を聞き取る力が向上してきた。 

・細部まで正確に聞き取ることが課題。 

⑤ スピーキング 

・Oral interaction の場面の T-P 対話、アウトプットの場面でのペアやグループでの P-P 対話、スピーチ、スキッ

ト発表など工夫できた。   

・まだまだアウトプットさせる活動が不足している。 

・タスク活動を通じて、ペアやグループで英語を話す機会を多く持たせた。英語でコミュニケーションをとらせると

いう点ではよかった。 

・伝えたいことをわかりやすく伝える工夫ができるようになってきた。 

・聞き手の立場にたった話し方が今後の課題。 

６．SELHi 授業を行って生徒の様子はどのように変化しましたか。 

① 語力、関心、意欲、態度などや行動パターンの変化を挙げてください。  

・自分の感想や意見を積極的に表現しようとする態度は身につきつつある。特にスキットの発表では、普段見ら

れなかった表情で英語を話す姿が多く見られた。 

・あまり変化していないように思える。(下位の生徒) 

・ペアワークに意欲的に参加するようになってきた。 

・英語でのコミュニケーションを進んで行おうとする態度が見られるようになってきた。 

② 思考、判断力 

・Personal-involvement question や Inferential question などを繰り返していくことで、意見や考えが深

まったように思う。 

・英文を読んで、自分の考えをまとめようとする姿勢が見られた。 

・コミュニケーションを重視してきたためか、一つのテーマをじっくり深く考えていく習慣がつきにくかった。 

③ 技能、表現力 

・語彙、語法、文法の不足により、表現力は不足しているが、表現しようとする態度は向上してきていると思う。 

・相手に自分の考えを伝えようと、努力している姿が多く見られるようになった。 

・発表の技術や表現力は確実に向上した。特にプレゼンテーションの技術が伸びた生徒が多かった。 

・豊かな表現力が身についてきた。 

④ 知識、理解力 
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・語彙、語法、文法不足が課題である。速読の力は身についてきているが、教科書の内容を離れた長文読解はか

なり抵抗がある。 

・コミュニケーションの基礎となるべく知識が不十分なように思われる。知識も理解も向上したが、不安定であ

るように感じる。 

７．年間指導目標への達成の度合いはどのくらいですか。 

・自分の意見や考えを進んで伝えようとする姿勢は育ってきているが、教科書を離れた長文読解や語彙・文法力の不

足がかなりある。 

・個人的には、６０％位である。訳読をしない分、浮いた時間をどう活用するかということで１年間悩んだ。これと

いったスタイルを確定させられずに終わってしまった。また、コミュニケーション活動をさせればよいということ

で、マンネリになってしまったこともある。 

８．AET との TT で変化したことはありますか。 

・AET は発想が豊かで、いろいろな教材を工夫して用意してくれるので、生徒の motivation が高まるのでありがた

い。また、異文化理解の面で大いに役立っていると思う。 

９．全国公開授業での公開授業についての感想を述べてください。また、その後柳瀬先生や渡邉先生からのアドバイス

をもとに改善してきたことがあったらのべてください。 

・生徒同士の言語活動を活発にするところと、教師がそれをどうフィードバックしていくか指導法のあり方 

・やはり、研究授業に焦点を絞ってみてもらったほうがよい。あるいは、公開授業と研究授業の時間帯を 

ずらしたほうが、相互間の参考にもなったのではないか。コミュニケーション活動させることが、ひとつのマニュ

アルにならないように注意した。 

１０．3年間の SELHi 取り組み全般ついての感想を述べてください。 

・３年目の活動が一番充実していたと思う。全体目標が明確だったので、テーマがはっきりしていて良かったし、学

年集団でまとまって取り組めた。 

・１，２年目は全体でまとまってセルハイをやっているという感覚はなく、ばらばらだったように思う。

３年目に学年間で共通の目標を立てて活動できよかった。他学年の取り組みがわかったり、共通して

取り組める活動を検討できたことは大変参考になった。 

・大学との連携をもっと取るようにしていかないといけないと思う。大学の教官の指導を受けそれを取り入れようと

するばかりではなく、高校で実践している様々な教授法について大学教官の意見を聞いて修正したり、大学の教官

が提案した教授法を、現場で実践し、それを大学にフィードバックして検討していかなければ変わらないと思う。

大学と中高で教授法を樹立していく方向で実践できると良いと思う。 

・アウトプット、コミュニケーションを授業の中で重視していくと、中上位生にとっては自分達の力を生かすことが

でき、意欲的に参加できる授業になるが、中低位生にとっては、力も気持ちも不安定なまま授業が進んでしまった

ようにも思う。アウトプットやコミュニケーションを目指すのであればそれだけ、それに至るまでの文法、語法、

構文などの学習にもっと力を入れてこなければいけなかったかもしれない。 

・思考力、リサーチ力の不足が目立つ。英語はできても、これらの力が十分でないと、相手に訴えられるようなディ

ベートや中身のあるプレゼンは行えない。いわゆるコミュニケーションの力が本当に育ったとは言えないのではな

いか。 

１１．3年間の SELHi での取り組みを生かす今後の計画について述べてください。 

・校外模試、G-TEC の数字目標をより意識した取り組み、英検２級に照準を向けた基礎力と応用力の育成 

・アウトプットの活動を繰り返し、さらに発展させること 

・さまざまな角度から英語にアプローチできるような活動に取り組めればいいと考えている。また、英語を英語で理
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解させられるような授業の取り組みができればよいと思っている。 

・基礎的な部分の強化があってはじめて、真のコミュニケーションができると思う。高校までは、その部分を決してお

ろそかにしてはいけないと思う。基礎的な部分を強化し、その上で様々なアウトプットを行い、コミュニケーション

の実践を積んでいく。 

２０．資料８－２ Ｈ１７年度全国公開授業  

平成１７年度全国 SELHi 指定校公開授業 
 

１ 期  日      平成１７年１１月１５日(火) 9:00～17:30 

２ 会  場            長野県長野西高等学校 

                        〒380-8530 長野県長野市箱清水 3-8-5 

                         TEL 026-234-2261  FAX 026-237-5506 
３ 日  程 

 (1) 受  付             9:00～9:20   職員玄関 

  (2) 開会行事 (全体会)     9:20～9:30   梶の葉ルーム 

 (3) 公開授業 (２限)    9:45～10:35   各授業教室 

 (4) 公開授業 (３限)   10:45～11:35   各授業教室 

  (5) 授業研究 (全体会)   11:45～12:35   梶の葉ルーム 

  (6) 昼  食       12:35～13:35 

  (7) 研究協議 (関係者)   13:35～14:25      梶の葉ルーム 

      ① SELHi 研究開発説明 

   ② 質疑応答 

  (8) 講演会       16:00～17:30      梶の葉ルーム 
      演題： 「英語教育の現状と課題」 

講師： 広島大学大学院教育学研究科助教授 柳瀬 陽介先生 
４ 当日の詳細日程 

時    間 内    容 場  所 
公開授業 
（第２時限） 
9:45 ～ 10:35 

英語理解（１年７組：国際教養科） 
授業者：横森 昭一郎 

LL 教室 

公開授業 
（第３時限） 
10:45 ～ 11:35 

英語Ⅱ（２年１，３組イ：普通科） 
授業者：近藤 均一 

３４番教室 

授業研究 
11:45 ～ 12:35   

授業者からの説明 
質疑応答 

梶の葉ルーム 

研究協議 
13:35 ～ 14:25     

本校 SELHi 研究開発説明 
質疑応答 

梶の葉ルーム 

講演会 
16:00 ～ 17:30     

講 演 
「英語教育の現状と課題」 
広島大学大学院教育学研究科助教授 柳瀬 陽介先生 

梶の葉ルーム 
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２１．資料８－３ Ｈ１７年度全国公開授業一覧 

H１７SELHi 全国公開授業概要一覧                   2005/11/15 
第２時限 英語Ⅱ ２年普通科２，６組イ講座（３５番教室）     授業者 西村 博文       
Date : Second / Third Period, Nov.15th, 2005  
Classroom : 2-2/6  (General Course) 
Instructor : Nishimura Hirofumi 
Teaching Materials : Lesson 8 ゛NELSON MANDERA" (UNICORN ENGLISH COURSE Ⅱ) 
                     Task sheet 
The Aim of This Lesson :  
      1  To write the opinion about the racial discrimination, and express it. 
      2  To listen carefully the opinion of other students. 

3 To deepen students' understanding of the discriminations and activities of people who 
had fought them. 

Teaching Procedure 
Procedure(time)       Teachers' Role        Students' Role 
･Greetings (1) ･Greet Students ･Greet the teacher 
  ･Listen to the teacher 
･Presenting ･Explain today's ･Listen to the teacher and 
today's activities activities understand  today's 
               (2)  activities 
   
･Recognition of ･Give  directions ･Explain new words 
the new words (5) ･Give students new words to their partners 
  in English 
･Sentence search ･Give directions ･Give their partners a word 
               (5)  in Japanese. 
  ･Their partners answer the 
  sentence in English which 
  the word is used. 
･Reading of Part 3 ･Give model reading ･Repeat after CD 
              (10) ･Play CD ･Buzz reading 
 ･Give directions ･Shadow reading 
 ･Walk around and help ･Pair reading 
 students  
･Self expression ･Give directions ･Translate one pf the part 
              (10) ･Walk around and help of the document and write 
 students their own opinions 
･Group work of ･Give directins ･Make groups 
self expression ･Walk around and help ･Share their trnslations and 
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              (16) students opinions with the members of 
 ･Listen to the students' their groups 
 presentation ･Present their opinions in 
  the class and listen to 
  other students' opinions 
･Greetings     (1) ･Greet Students ・Greet the teacher 
 ･To explain tne next ･To listen to the next 
 schedure schedure  

第２時限 英語Ⅱ ２年普通科２，６組ロ講座（４５番教室）     授業者 小松 容         
１ 単元名 Lesson8 NELSON MANDELA      （UNICORN ENGLISG COURSE Ⅱ 文

英堂） 
２  生徒数 ２５名（普通科２年２，６組） 
３  授業のポイント 

・ Lesson 8 Part2 の復習として言語活動を行う。特に、リーディングを通して自己表現活動に

結び付けられるようにする。 
・ 教科書の題材に関連した資料を読み、それについてグループ内で自己表現活動を行う。 

４ 授業の流れ  
  (1)前時の復習及び言語活動(pair work) 

1)プリントを用いて語句や内容の確認 
2)Review reading of Lesson8 part2 

  (2)教科書に関連した教材(group work)  
1) Rosa Parks のビデオを見る（5 分程度） 
2) グループ内で、あらかじめ与えられてあった Rosa Parks の資料に関しての意見、感想を発表

し合う。 
3) それぞれの意見、感想を発表し終わったら、グループごとに１つの意見、感想としてまとめ

る。 
4) グループごとに発表する。 

  (3)Part 3 に移る（時間があれば） 
1) Part 3 の listening 
2) 教師によるモデルリーディング 

Part 3 の内容確認に関するプリント 
第２時限 英語Ⅱ ２年普通科２，６組ハ講座   （43 番教室）    授業者：鶴田 浩史 
１．単元名   Lesson 8   NELSON MANDELA  ( UNICORN  ENGLISH COURSE 
Ⅱ) 
２．本課の目標および授業のポイント 
   ネルソン・マンデラ氏の自伝を読み、人類の普遍的な目標である、平等や自由と平和、

人種差別撤廃について考え、理解を深める。 
授業の主な活動はリーディングであるが、リスニングの機会も多くとり、関連したト

ピックについて自分の考え、意見を書いたり（ライティング）、相手に伝え、発表でき



 137

る 
（スピーキング）言語活動に重点を置いている。 

３．授業の流れ 
 １時間目：リスニング活動を中心とした、本課への導入。参考資料として南ア共和国の歴

史、 
アパルトヘイト関連を配布。 

 ２時間目：Part 1 途中まで。 
３時間目：Part 1 終了。 
４時間目：Part 2 途中まで。Worksheet を使い Q&A 中心に行う。 
５時間目：Part 2 の review 中心。 
６時間目：11/14(Mon.) Part 2 を終了し Part 3 へ入る。 
７時間目：11/15(Tue.) 本日。Part 3。worksheet を使い、ライティング・スピーキング活動を行

う。  
第２時限 ドイツ語 ２年７組第 2 外国語選択（４６番教室）    授業者 中村 亜希子 
１ 単元名 Lektion 3   ESSEN UND TRINKEN （Themen 1 aktuell   Max Hueber Verlag）
２  生徒数 ６名（国際教養科 ２年７組） 
３  授業のポイント 

・ 食べ物・飲み物の名前を覚え、文中で使えるようにする。 
・ Akkusativ（4 格）の働きを理解する。 
・ Ich mag / nehme / möchte～ の 表現方法を覚える。 
・ レストランでの注文の際に使える表現を学ぶ。 

４ 授業の流れ  
   (1)前時の復習 

1)「Ａは食べますが、Ｂは食べません。」という表現方法を復習する。 
2) 単語と文の発音練習 

   (2) 新しい表現を学ぶ (Arbeitsbuch を用いて)  
1) Ich mag ( Akkusativ ).を用いて、まとまった文章を作る。 
2) 自分自身について、ドイツ語で書く。 
3) 書いたものをドイツ語で発表する。 

  (3)レストランでの表現（Kursbuch を用いて） 
1) Speisekarte（メニュー）の内容を理解する。 
2) Ich nehme / möchte ～の表現を学ぶ。 
メニューから食べたい(飲みたい)ものを選び、ドイツ語で表現する。 

 

第３時限 英語Ⅰ １年普通科１，２組イ（50 番教室）               授業者 西澤 浩 

１ 単元名 Lesson8「Revive the Mammoth」, Lesson10「To Give or Not to Give」 

           （Voyager English Course Ⅰ 第一学習社） 

２  生徒数 ２８名（普通科１年１，２組） 

３  授業のポイント 
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  ・Discussion の初歩的な学習として、授業の前半は Lesson 8 では、Cloning technology について

自分の意見をグループ内で交換し合い、考えを深める。後半は、Lesson10 に入り、Organ donar

の現状や問題について学び、自分の意見を持つ。 

   （Discussion 指導の一貫として、Lesson8 と Lesson10 をあえて連続して、取り扱っています） 

４ 授業の流れ  

      １ 前時の復習 Review reading of  Lesson8  part5（ペア活動） 

      ２ グループ内で、Cloning technology についての意見を交換し合う 

      ３  グループ内で代表を１名決める（説得力のあった意見を選ぶ） 

      ４  グループの代表は、クラスの前で発表する 

      ５  Organ donar の現状や問題について学び、自分の意見を持つ 

第３時限 英語Ⅱ ２年１・３組 ハ講座（４４番教室）      授業担当者 西澤 博樹

  １． 単元名 Lesson8 NELSON MANDELA  PART 2 

              （UNICORN ENGLISG COURSE Ⅱ 文英堂） 

  ２． 生徒数 ２５名（普通科２年１・３組） 

３．授業概要 

  本時における授業は、アウトプット能力の向上につながるリーディングを主とする言語活動に

焦点をあてて進めていく。さらに授業の後半部では、タスク・プリントを用いて、生徒自身が『他

者の気持ち』をくみ取りながら、自己の『判断』をもとにした自己表現活動を行い、発表する機

会を設ける。 

 ４．当日の授業の流れ 

  ①  導入：Ｑ－Ａによる内容確認、トピック・センテンスの確認等、（前回の授業の復習） 

  ② 展開：インディビジュアル・リーディング、ペアリーディングから 後はグループによ

るバトンリーディングを行う。（個から集団への学習） 

  ③ 発展：タスク・プリントによる自己表現活動及びその発表。 

第３時限 英語Ⅰ １年普通科１・２組ハ（５４番教室）         授業者 鈴木 守 

１ 単元名 Lesson 8 Revive the Mammoth ( Voyager English Course Ⅰ 第一学習者 ) 

２ 生徒数 ２７名（普通科 １年１・２組） 

３ 授業のポイント 

  Discussion を初めて取り入れた授業を行う。Lesson 8 で読んだクローン技術について、自分の

意見を理由と共にグループ内で発表できる。また、聞き手も、仲間の意見について賛否の立場を明

らかにし、自分の意見を述べることができる。 

４ 授業の流れ 

(1) 前時の復習 

新出語句、音読練習 

   (2) ディスカッションの準備 

      原稿の再考 

      発表練習 

  (3) グループ内でのディスカッション（意見交換） 

   (4) グループ内で原稿を回し読みし、コメントを記入してもらう。 
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   (5) 各自で感想を記入する。 

第３時限 異文化理解 3 年国際教養科（パソコン教室）         授業者 宮尾 久枝 

１．単元名 Chapter 10 Values, Chapter 11 Deep Culture (Beliefs and Values) 

  (Different Realities 南雲堂) 

２．生徒数 ４２名（国際教養科 ３年７組） 

３．授業の目標 

  世界や日本文化についての理解を深めると共に、言語や文化に対する関心を高め、それらを尊重

する態度を育てる。 

４．授業のポイント 

  昨年の 3年生普通科のライティング授業で行ってきた韓日異文化的価値観比較というプロジェク

トを受け継ぎ、より発展させ、進化させる形で、１学期７月から韓国清州市の清錫高校の生徒と

E-mail による交流やリサーチを行ってきた。さらに、それを基に 10 月からグループ毎

に”NewsWeb”という Web の製作に関わった。本時はそれらの活動を通して集めた資料を取捨選

択してまとめ、文化的価値観の違いについてグループで順番にオーラル・プレゼンテーションを

行う。 

なお、この授業は 2単位でパソコン室での活動は週 1回 1時間である。 

５．授業の流れ 

・ 「集団主義か個人主義か」「儒教的な価値観について」「男尊女卑」「内と外」「義理と人情」

などのテーマで発表する。 

・ 発表後は質疑応答を行う。可能は範囲で簡単なディスカッションを予定しているが、11 月

で本授業が終了となってしまうため、発表予定のグループが多いので非常に限られた時間内

で行う。 

・ 発表者へのフィードバックとしてクラス全員のコメントを発表者に渡す。 

 

２２．資料８－４ Ｈ１７年度柳瀬陽介先生講演会資料  

SELHi 外部講師 講演    実施日：平成１７年１１月１５日 

講演者 ：広島大学大学院教育学研究科 柳瀬陽介先生 

講演タイトル：「英語教育の現状と課題」 

 

1 はじめに：見通しを得るということ 

1.1 ある若手英語教員の述懐 

「学部と大学院で英語教育を専攻して就職したが、 初の四年間は自分に生活指導のヴィジョン

がないことでとにかく苦労した。五年目からはクラス運営は安定したが、今度は自分に英語教育

のヴィジョンがないことに気がつき愕然とした」。 

1.2 科学的アプローチと哲学的アプローチ 

科学：細部の厳密な記述と説明 

哲学：全体像の見通しを得る 

2 言語コミュニケーション力の見通し：言語コミュニケーション力って何だろう？ 

2.1  Competence and capacity (by Widdowson) 
Competence: convention; something you do regularly 
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Capacity: the ability to make the best use of the competence 
 
What the concept of competence does not appear to account for is the ability to create 
meanings by exploiting the potential inherent in the language for continual modification in 
response to change.  It is this ability that I refer to in using the term 'capacity'.  Whereas 
'competence' carries with it the implication that behaviour is determined by rule almost as if 
humans simply responded to linguistic and sociolinguistic control, 'capacity' carries with it 
the assumption that human beings are in control of their own destiny and exploit the rules at 
their disposal for their own ends.  (Widdowson 1983: 8) 
 
Difficulties will arise if a problem needs to be interpreted and redefined before it can fit a 
formula, or if a formula itself needs to be modified to account for an unforeseen problem. Such 
situations, which involve not simply the application but the exploitation of knowledge, call for 
the engagement of capacity. (Widdowson 1983: 8) 
 
There are occupations (airline pilots and seafarers) and occasions in more general language 
use (polite greeting formulae, for example) which call for little more than the running 
through of a routine; but generally speaking, effective language use requires the creative 
exploitation of the meaning potential inherent in language rules -- requires, in other words, 
what I have called communicative capacity. It is this ability which enables the language user 
to negotiate the gap between formula and the problem and which has to be provided for in the 
formulation of pedagogic objectives. (Widdowson 1983: 13) 
 

 COMPETENCE CAPACITY 
characteristic restricted general 
function simple application exploitation of knowledge 
case formula unforeseen problem 
purpose occupational or academic potential for later use 
main field ESP GPE 
concept training education 
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2.2 Bachman's idea of communicative language ability 

言語能力
Language competence

組織的能力
Organizational
competence

語用論的能力
Pragmatic competence

社会言語学的能力
Sociolinguistic
competence

発語内能力
Illocutionary
competence

テクスト的能力
Textual competence

文法的能力
Grammatical
competence

 

バックマン(1990)の言語コミュニケーション力の考え

知識構造：世界知識
KNOWLEDGE
STRUCTURES

Knowledge of the world

方略的能力
STRATEGIC

COMPETENCE

言語能力：言語知識
LANGUAGE

COMPETENCE
Knowledge of language

状況のコンテクスト
CONTEXT OF
SITUATION

心身協調メカニズム
PSYCHOPHYSIOLOGI

CAL MECHANISMS

 
2.3 DVD・ビデオの視聴 
(1) 菅正隆／北原延晃／久保野雅史／田尻悟郎／中嶋洋一／蒔田守 
DVD『どの子も英語が好きになりたい 6-way Street 何を教えて何を学ぶのか』 
http://www.nakama.tv/index.cgi  
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/yanase/review2003.html  
久保野雅史先生「読む・書く活動の指導と評価(2)」実践（上巻、その 2）：約 15 分 
⇒Intensive Input/Output Training （集中的入出力訓練） 
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/yanase/inservice.html#021223 
(2) 田尻悟郎 NHK 教育テレビ「わくわく授業スペシャル」2004 年 11 月 3 日放映 
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２３．資料８－５ H１７年度英語科教員対象公開講座  

平成 17 年(2005 年) 7 月 25 日 
関係高等学校長 様 

                                長野西高等学校長 神津 浩一 

 

 

長野西高校 SELHi 英語科教員対象公開講座のご案内  

 

盛夏の候、貴殿におかれましては益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃、本校の英語教育に御助力を賜っておりますことに、深く感謝申し上げます。 

 本年度いよいよ 3 年目を迎え、 終年度となっております Super English Language High 

School(SELHi)事業の一環として、英語授業改善を目指した英語科教員対象の公開講座を設けたいと思

います。先生方におかれましては、何かとご多用の折ではございますが、ご来校いただき、公開講座

に多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

  

記 
 

１．日時 第 1回 平成 17 年 8 月 26 日(金)  13:30～15:30 

     第 2 回 平成 17 年 9 月 6日(火) 13:30～15:30 

          第 3 回 平成 17 年 9 月 7日(水) 13:30～15:30 

２．場所 長野西高校 梶の葉ルーム 

３．講座内容 

 講 座 名 講  師 日 時 

第 1回 『自己表現』を取り入れた英

語授業 

山梨大学教育人間科学部

田中 武夫先生 

8 月 26 日(金) 

13:30-15:30 

第２回 Task-based Learning を 清泉女学院大学 9 月 6 日(火) 
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取り入れた授業 Gregory Birch 先生 13:30-15:30 

第３回 

 

生徒主体の英語授業を目指

して---効果的なアウトプッ

トにつなげる指導 

茨城大学 

阿野 浩一先生 

9 月 7 日(水) 

13:30-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４．資料８－６ Gregory Birch 先生による講義および模擬授業 

① 清泉女学院大学 Gregory Birch 先生による Task-based Learning を活用した英語授業資料 

前半では、タスクとは①現実の場面に即し、②意味の理解と伝達に焦点が置かれ、③特定の目的を達成するために行

われる言語活動であり、いわゆる文法問題や役割練習などの一般的にタスクと呼ばれるものとは区別されたものである

こと。また、タスクは下図が示すように「プレタスク」→「タスクサイクル」→「言語的側面の学習」という枠組みの

中に 1 つの要素として位置づけられることがタスク学習において重要であることが話され、６つのタイプのタスクや「言

語の側面の学習」について実践例を用いて紹介していただいた。 

 その中で、一連のタスク学習における教師の役割、タ

スクの難易度と fluency、accuracy、complexity の関係、

そのそれぞれに生徒の焦点を向けさせるための工夫な

ど、タスク活動が成功するための数多くのポイントをご

指導いただいた。 

後半では、教科書 Voyager Ⅰ（第一学習社）や Unicorn 

Ⅱ（文英堂）を使用して、取り組むことのできるタスク

活動の例を紹介していただいた。 

Voyager Ⅰ か ら は Patch Adams の 生 き 様 よ

り”Inspiring People”をテーマとしたタスクが組めるこ

と、Unicorn Ⅱからは発展途上国を中心に、子供に過酷

な労働が課されている現状より、「児童が働くことの是

非」をテーマに意見を述べるタスク例を示していただい

た。 
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② 「Task-based Learning を活用した授業」 Birch 先生授業の感想  

Impressions of the Teacher workshop. 
From Topic to Task. 

Gregory C. Birch, Seisen Jogakuin College 
 

The purpose of the workshop was to illustrate some of the different types of tasks that can 
be introduced into reading classes and how these tasks should be implemented.   
 Initially, it was important to reach a common understanding of what a task is as there is 
a tendency for many different types of activities to be labeled as a task.  When I was invited to 
give this workshop, I was informed that the staff of Nagano Nishi were interested in tasks that (1) 
can be based on reading passages and (2) require the students to use English to communicate an 
idea.   
 The task types that were introduced were based on Willis (1996) and include: 

1． Listing tasks – where the completed outcome is a list. 
2． Ordering or sorting tasks – tasks that involve sequencing, ranking, categorizing or 

classifying items. 
3． Comparing tasks – tasks that involve finding similarities and differences in 

information. 
4． Problem-solving tasks. 
5． Sharing Personal Experiences – tasks that allow learners to talk freely about 

themselves and share experiences 
6． Creative tasks – for example, creating a presentation.  These may be projects that 

involve several stages. 
 

After examples were given and questions answered to clarify each task type, we turned to 
implementation.  Skehan (1998) was used to introduce the idea that, in addition to focusing the 
students’ attention on meaning, we must also encourage the students to focus on form (grammar, 
lexis etc).  This led to a discussion on task difficulty as students will not be able to focus on the 
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form their message takes if the activity is too difficult for them.  Task difficulty was examined in 
terms of language (i.e. how difficult is the language in the reading passage), thinking required (i.e. 
what are we expecting the students to do) and performance conditions (i.e. do the students have 
enough time to prepare for the activity).   

The last half of the workshop was devoted to creating tasks based on the textbooks 
teachers were currently using and examining the different ways these tasks could be 
implemented.  The teachers were able to come up with a variety of tasks based on the 
presentation and consider how these tasks might be implemented. 

As an introduction to the work of Willis and Skehan, I believe this workshop was 
successful, but it is difficult to know how many of the ideas were used.  One concern that I feel I 
did not address adequately is the constraints these teachers face in the classroom.  Students in 
the International Studies Department may be able to handle some of the examples that were 
given, but more time needed to be spent discussing how these tasks might be adapted to students 
of the General Course who might have had less exposure to this style of learning.   
 
Skehan, P.  1998.  A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford UP. 
Willis, J. 1996.  A Framework for Task-Based Learning. London: Longman  
 
 

Impression of Teaching the students. 
 Working with a group of students who you do not know well is always a challenge, but I 

thoroughly enjoyed working with these classes.  After observing two first-year International 
Studies classes and one second-year general course class, I was able to gain a limited 
understanding of the students and the class environment.   

Fortunately, even though both classes were using different textbooks, the units they were to 
study next shared a common theme, inspirational people.  The first year students were to study 
about ‘Patch Adams (Voyager English Course I, Unit 6),’ the American doctor who founded the 
Gesundheit! Institute where people in need can receive free medical treatment and is based on 
the principle that laughter is the best medicine.  In the second-year class, students read about 
George Dawson, an American who only learned to read at the age of ninety-eight (Unicorn 
English Course II, Lesson 5). 

For these classes, I came up with a task where students had to choose an inspirational person 
to represent Japan on a stamp.  Without going into too much detail, the students were to choose 
someone who is widely known and explain the reasons behind choosing this particular person. 

With respect to the General Course class, I found it a very challenging class to teach.  It 
usually takes students some time to become accustomed to task-based learning and I do not 
believe I adapted the task enough to complement the regular teacher’s style of teaching.  Most 
students were reticent at first, and unfortunately, having a television camera there did not help.  
Because most students’ homework was very short, it was a little difficult to comment on.  At first, 
I think that in those situations, it is best to respond only to the students’ message, and over time, 
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more emphasis can be placed on grammar or lexis.   
The task was easier to introduce to the International Course students.  In this case, the students 
felt a little more comfortable expressing themselves in public and seemed to enjoy the challenge of 
the activity.  Here, the students were able to use simple sentences to express themselves.  In the 
future, more emphasis might be placed on the relationship between these sentences and how they 
can be joined, but given the fact that this was the first time I had taught this class, the students 
did a very good job. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５．資料８－７ Ｈ１７年度 茨城大学 阿野幸一先生講演会  

(1) 目標設定の提示 

英語Ⅰ・Ⅱの授業の組み立てとして、段階に応じた目標設定を掲げることが重要な鍵を握る。具体

的には、①どのような生徒を育てたいかという「3年間の到達目標」、②学年に適した段階的な目標設

定である「各学年の到達目標」、③中期的な目標設定となる「各学期の到達目標」、④学期ごとのプロ

ジェクトとして短いスパンとなる「各単元の計画」及び長いスパンにあたる「各活動の計画」、⑤毎日

の授業計画に相当する「１単位授業計画」の 5つがある。なお、目標設定においては次の 2点に留意

する必要がある。一つは、1単元・1時間といった短期的な目標設定のみならず、中・長期的な目標設

定に対しても配慮することである。もう一つは、各目標にはアウトプットの場となる言語活動及びそ

れにつなげるためのトレーニングの場を必ず取り入れ、「言語活動を目標においた指導」を核とするこ

とである。 

(2) アウトプットにつなげる指導(１)－音読指導－ 

 阿野先生は、「英語学習は部活動と同じである」という視点から捉えている。すなわち部活動では、

「理論→トレーニング→練習試合→公式試合」という一連のサイクルを「インプット→トレーニング

→ペアやグループ活動→発表（アウトプット）」として英語の授業に当てはめている。そして、そのト

レーニングとして音読指導中核に置いている。主な手順は以下の通りである。 

① 音読指導第 1段階：基礎トレーニングとしての音読 

1) テキストを見た repeating（この中には chorus reading も含む）  
2) テキストを見ない repeating ：集中力をつけさせる 
3) 回数指定や時間指定による individual reading / buzz reading   
4) ペアがテキストでチェックする pair reading 
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5) ペアがテキストでチェックする pair reading 
6) overlapping 

② 音読指導第 2 段階：音読からスピーキングへ 
1) read and look up say 
2) CD，JTE，ALT をモデルとした一斉 shadowing 
3) ペアによる shadowing 

③ 音読指導第 3 段階：発表力をつける 
1) キーワードを頼りとした recitation 
2) 聞き手に語りかける recitation 
3) 自分の気持ちを表現する speech 

(3) アウトプットにつなげる指導(2)－内容理解とアウトプット－ 

 本来の読解の目的は、教科書の英文を日本語に置き換えたり、教科書本文を完全に理解することで

はなく、英文に対する読み方（＝ストラテジー）を知り、新しい英文を読めることである。すなわち

ここから「生徒主体」による内容理解の指導が必要不可欠となる。また生徒主体の内容理解はリスニ

ング力や速読力にも密接に影響を及ぼすこととなる。このことが不足すると近年の大学入試にも不利

になってくる。以下その具体例を示す。 

第 1段階：各自で日本語の質問に日本語で答える。（予習としても可） 

第 2段階：日本語によるペアでの答え合わせ。→一致しない答えを教室で確認 

第 3段階：3人グループによる内容理解活動。 

     生徒 A－前記の質問を英語にして尋ねる。 

     生徒 B－教科書を参照しながら質問に英語で答える。 

     生徒 C－英問英答をモニターする。（生徒 A・Bのサポート役） 

第 4段階：教師が同様の質問をし、生徒が答え、教師が補足説明を行う。 」 

第 5段階：アウトプットを中心とした言語活動 

・display question から reference question へ 

 ・ペア（グループ）ワークで意見交換を行う。 

 ・ペアを数回変えることで上達を促す。 

 ・ 後の活動後、数人がペアの意見をレポートする。 

 ・Part の小活動としての機能を活かす。 

 

 また、1時間中に生徒全員がＡＬＴとのアウトプットの機会を確保することが必要である。さらに、

上記以外にもディスカッション、ディベート、ライティング、プレゼンテーション等を織り交ぜてな

がらバリエーションを含んだ授業実践も必要不可欠なものとなる。 

(4) アウトプット活動の評価 

 アウトプット活動の評価としては次の 3点に留意しなければならない。まず第１点目は、あまり欲

張りすぎず、その日の活動の目的に合わせ、評価項目を絞ることである。次に、事前に生徒に評価項

目を伝え意識させる。いわば指導と評価の一体化である。 後は、ペアワークやディベートなどで評

価する場合は一度に生徒全員を評価するのではなく、累積で評価をしていくことが必要となっていく。 

 定期考査との関係においては、授業での指導を反映させ、教科書の本文をそのまま出題するのでは

なく、同様のテーマの英文を利用し、あくまでもリーディング・ストラテジーをテストすることが肝
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心となる。また、referential question に関してもラィテイング試験で評価することが重要となる。

その際の観点としては、①書こうとする姿勢を評価する、②正確さより流暢さに比重をおいて評価す

るといった留意点が挙げられる。 
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２６．資料９－１ Ｈ１５年度 SELHi 文部科学省実地調査研究授業指導案 
Teaching Plan for the English Writing Class 

 
Date: 3rd Period, Feb. 17th, 2004 
Classroom: 2nd year, 6th class (General Course) Nagano Nishi High School 
Instructor: Miyao, Hisae 
Teaching Materials:  (1) Worksheet on discussion words and phrases for writing emails; (2) Survey worksheet on cultural values 
 
Objectives of the International Exchange Project: 

1) To have students conduct research, a survey, and the key-pal project with the students of Cheongseok High School in 
South Korea to deepen their understanding of cross-cultural aspects and values 

2) To have students gain a deeper understanding of their own culture and of themselves 
3) To provide students with opportunities for both interacting with authentic English and also enhancing their English 

proficiency—especially writing skills—using the Internet (e.g. email, website, and bulletin board system) 
4) To help students understand the importance of expressing their own ideas, opinions, and claims through email exchange 

and creation of the website 
5) To help students get accustomed to doing research on discussion topics and getting useful information from the Internet, 

books, and newspapers, so that they might deepen their understanding of the topics and acquire critical thinking skills 
6) To have students link writing skills and speaking skills through presentations and discussions in English 
7) To give students enough historical background of Korea and Japan so they can build close relationships with each other 
8) To increase the students' awareness of how the media presents information, and the way in which it affects our opinions 
 

Goals of This Lesson:   
           1) To deepen students’ understanding of cross-cultural similarities and differences on value systems between South Korea 

and Japan through the comparison of survey data 
           2) To enhance practical English communication skills by providing students with the opportunity to give presentations in 
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front of the class, followed by presentations 
           3) To write emails to the students of Cheongseok High School to promote both better communication in English and also 

deeper understanding of their values on three major specific themes. 
Time Allotment:  

1) 1st Period–Introduction of cross-cultural aspects and histories of Korea and Japan using newspapers and books 
2) 2nd and 3rd Periods–Searching for information using the Internet to expand the students’ cross-cultural knowledge and 

understanding of Korean people’s values and behaviors 
3) 4th Period–Organizing the questionnaire concerning the comparison of cultural values between Koreans and Japanese 
4) 5th Period–Discussion and preparation for the presentation by analyzing the data using the result of survey 
5) 6th Period–Today’s lesson 
6) 7th Period–Writing email to the students of Cheongseok High School with an explanation of Japanese values and 

behaviors as well as questions of Korean values 
7) 8th Period–Reading emails from the students of Cheongseok High School and reciprocating with good responses to the 

questions asked by Korean students 
8) 9th Period–Preparation of articles for the publication of the international “NewsWeb” using the materials and 

information gained through the survey and emails from the students of Cheongseok High School 
9) 10th Period–Publishing the international “NewsWeb” 

 
Teaching Procedures: 

Activities Objectives and/or Activities Teacher’s Roles Students’ Roles 
Presentation of 
today’s topic 
 
5 min. 

To share the topic with the 
students and increase the 
students’ schema on value 
systems 

1. The teachers explains today’s 
activity on cultural values. 

2. She asks students what they 
thought while reading the 
results of the questionnaire for 

1. Students listen to the teacher to understand 
today’s activity. 

2. They review cultural values and answer the 
teacher’s questions about the Korean 
questionnaire. 
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Korean students. 

Presentation by 
students group 
 
20 min. 

To provide one of the 
students groups with the 
opportunity to state their 
own ideas in front of the 
class and also to give 
suggestions on discussion 
topics for the next stage 

She facilitates a question and 
answer session following the 
presentation. 

 
 

Speakers: 
1. They give a presentation on three main 

subjects: school life, social life, and family 
relationships, pointing out the cross-cultural 
differences and similarities on values derived 
from the survey data. 

2. They participate in a classroom discussion, 
giving their opinions or suggestions on 
choosing the discussion themes for the next 
stage. 

3. They ask listeners if they have questions.. 
4. They answer listeners’ questions. 
Listeners: 
1. They listen to the presenters. 
2. They ask questions about anything they could 

not understand in the presentation. 
 

Group 
Discussion 
 
5 min. 

To discuss, in groups, topics 
that students have 
pre-selected. 

1. She facilitates group 
discussion. 

2. She explains the necessity of 
further communication via 
email to continue qualitative 
research for the “NewsWeb” 

 

1. They discuss a theme that they have chosen 
beforehand. 

2. They consider what kind of further 
information is necessary for his/her own 
article on the “NewsWeb”. 
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Email 
Organization 
 
18 min. 

To compose email to the 
students of Cheongseok 
High School 

1. She gives students notional 
expressions for suggestion, 
request, agreement, 
disagreement, and opinions, 
along with vocabulary related 
to the research topics. 

2. She answers questions about 
grammar or English 
expressions 

3. She introduces one student’s 
message as the model so the 
students can understand what 
kind of messages they should 
write 

 

1.  They create emails. 
2.  They utilize the worksheet for notional 
    expressions and key words. 
3. They ask the teacher questions about 

grammar or English expressions. 
4. They send their emails to the teacher’s 

computer when they finish writing. 
 

Instruction of the 
assignment 
 
2 min. 

 She instructs students to finish 
their emails by the next lesson. 

They listen to the teacher give the assignment. 
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２７．資料９－２ Ｈ１５年度 SELHi 文部科学省実地調査研究授業指導案 

Teaching Plan for the 1-7 English Reading Class 
Date:   February 17th 2004 2nd period 
Class:   1-7 (Grade 1, International Studies Course), Nagano Nishi High School 
Instructor:  Akiko Nakamura 
Teaching Material: Dr Jekyll and Mr. Hyde, by R. L. Stevenson (Oxford University Press) 
 
General Aims: 

 To get students interested in reading classical English literature. 
 To improve their rapid reading skills. 
 To have each student summarize assigned parts and make presentations in class while the rest of the class listens. 
 To encourage vocabulary development (with words from the text), giving definitions in English along with synonyms and antonyms. 
 To ask simple questions about the story, which students should answer voluntarily, testing class- participation. 
 To have them comprehend each chapter in English, using worksheets. 
 To encourage them to read between the lines and take guesses at questions given to them. 
 To develop their writing skills by preparing a challenging essay question, which they will answer and present in class. 

 
Aims of today’s lesson: 

 To watch a scene of the film and facilitate group discussion. (Group Work) 
 To encourage students to listen to the presenters’ speeches and understand their summaries in both English and Japanese. 
 To have them comprehend what is written in Chapter 7, through simple questions in English. 
 To help students build their vocabulary and learn expressions of common usage. 
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Time Allotment for the completing the book: 
1st period:  About the author, story introduction 
2nd period:  Chapter 1 
3rd period: Chapter 2 
4th period: Review of Chapters 1 and 2  
   (Review Worksheet 1) 
5th period: Chapter 3 
6th period: Chapter 4 
7th period: Review of Chapters 3 and 4 
   (Review Worksheet 2) 
8th period: Chapter 5 
9th period: Chapter 6 
10th period: Review of Chapters 5 and 6 
   (Review Worksheet 3) 
11th period: Chapter 7 
12th period: Review of Chapter 7 
   (Review Worksheet 4) 
13th period: Chapter 8 
14th period: Review of Chapter 8 
   (Review Worksheet 5) 
15th period: Chapter 9 
16th period: Review of Chapter 9 
   (Review Worksheet 6) 
17th period: Writing essays 

(If you were given the same drug and you were 
to do something completely out of character, 
what would it be?) 

18th period: Presentation 
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Story So Far: 
Mr. Utterson, a lawyer in London, hears a story about a cruel and evil man called Mr. Hyde, who is a friend of his client and old friend Dr Jekyll.  

Puzzled by this unlikely friendship, Utterson questions Jekyll, who says that as evil as Hyde is, he wants him to inherit his fortune.  Hyde also has a 
key to a laboratory behind Jekyll’s house. 

A year later, Hyde attacks Sir Danvers Carew in the street with a stick and kills him.  Police find the stick in Hyde’s room, but he has vanished.  
Jekyll tells Utterson that he has finished with Hyde, and gives him a letter that Hyde sent him.  Later Utterson realizes that Hyde’s writing is the 
same as Jekyll’s. 

To two months Utterson sees Jekyll frequently, until suddenly Jekyll refuses visitors.  A mutual friend, Dr Lanyon, becomes ill and dies after 
learning a shock truth about Jekyll.  He leaves Utterson and envelope to be opened after Jekyll’s death. 

 
Teaching Procedures: 
Time Activities Aims for 

Students 

Teacher’s Roles Students’ Roles 

5 min. Presentation of today’s 

activity and directions 

To understand 

what they will do 

in class 

1) The teacher gives directions in 

simple English so that everybody 

understands. 

2) She then asks students to make 

groups quickly. 

1) Students listen to the teacher’s directions to 

understand today’s activity. 

2) They then make groups of 4 or 5. 

3-4 

min. 

Watching of the film To encourage on 

listening to or 

watching the 

story on the film

She plays the film and moderates 

the division between students who 

are watching and students who are 

listening. 

2 or 3 students of each group watch and listen 

to the film carefully, while the other 2 listen to 

the scene without watching it. 

5 min. Descriptions of scenes and 

group discussion 

To improve their 

speaking, 

listening, and 

creative thinking 

She encourages students who 

watched the film to try describing it 

in English and she listens to their 

descriptions. 

The students who watched the scene explain 

what happens and the others listen to their 

descriptions and ask questions in their 

groups. 
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skills 

5 min. Descriptions/guesses of 

the scenes and class 

discussion 

To improve their 

speaking, 

listening, and 

creative thinking 

skills 

She asks the other students who 

only listened to the film to describe 

their perspectives to the whole class.

The students who didn’t watch the scene 

explain to the class what they think happens 

in the scene. 

3-4 

min. 

Second viewing of the film To concentrate 

on the film again

She again plays the film. All the students watch and listen to the scene 

carefully. 

15 

min. 

Presentations on assigned 

parts of Chapter 7 

To summarize in 

both Japanese 

and English 

She listens with the class and 

comments on how well summaries 

are structured. 

The rest of the class listens to the presenters’ 

speeches. 

10 

min. 

Introduction of new 

vocabulary and simple 

questions from Chapter 7 

To better 

understand 

Chapter 7 

She shows them new vocabulary and 

gives them simple comprehension 

questions. 

Students answer questions. 

2 min. Description of next 

assignment 

To know what 

they will do in 

the next class 

She gives the next worksheet. Students listen carefully to the teacher 
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２８．資料９－３ Ｈ17 年度全国 SELHi 公開授業、文部科学省実地調査研究授業指導案  

 

Teaching Plan for 1-7 
Instructor: YOKOMORI Shoichiro 

 
1. Date: Tuesday, November 15, 2005   2nd Period(9:45-10:35) 
2. Class: Nagano Nishi Senior High School 1-7 (International Studies Course) (LL room) 
3. Subject: English I 
4. Textbook: Voyager English Course I (Daiichi Gakushusha)  
  Lesson 10   To give or not to give 
5. Aims: (1) To improve the student’s ability to express their ideas in discussion 
 (2) To get the students consider more deeply about brain-death and organ transplant 
6. Time allotment 
 1st Period --- Discussion skill(4), Introduction of the new lesson 
 2nd Period--- Discussion skill(5), Reading Part 1 and Part2 
        3rd Period--- Discussion skill(6), Reading Part2 and Part 3 
 4th Period--- Discussion skill(7), Reading Part3 and additional material 
  5th Period--- This period 
 
7.Teaching Procedure 

Activities Procedure  
(Time) Instructor Students 

Notes 

Warm-up  (3) 
Word guessing  

Give hints to guess the words Guess what words the 

instructor is telling about 

 

Word quiz  
           (3) 

Give direction Translate Japanese into 

English words 

Pair act. 

Worksheet 

Expression      
     quiz  (4) 

Give directions Translate English 

expressions into Japanese 

Pair act. 

Worksheet 

Shadowing 
  Part3         
           (5) 
   

Give directions ・ While one student try 

shadowing, the other student 

checks and underline every 

(un)successful parts. 
・After finishing, switch the 

role. 

Pair act. 

Tape, 

Worksheet 

Expressing 
own opinions 1  
           (8) 

・ Make pairs and give 

directions. 
・Advise Ss to see the partner’s 

face from time to time. 

・ One student read the 

opinions of the textbook, the 

other tell their own opinions. 
・After finishing, switch the 

Pair act. 
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role. 
Expressing 
own opinions 2 
                
           (5) 

・Make new pairs. 

・Have them discuss their own 

opinions about being donor or 

about organ transplant freely.  
・Tell Ss to take notes during the 

discussion. 

・Both Ss share their ideas 

and discuss freely. 
・If possible, they can keep on  

discussion. 
・Each one write key words of 

their ideas. 

Pair act. 

Worksheet

Discussion 1 
           (7) 

・Make groups of 4 students. 

・Have them point out as many 

problems on organ transplant as 

possible. 
・Give one worksheet for each 

group and have them write the 

problems. 
・Encourage them to report the 

problems to the class. 
・Write them on the white board

 

・ Everyone points out the 

problems about organ 

transplant in a group. 
・One students should take 

notes on the worksheet and 

report to the class after 

discussion 

  

Group act. 

Worksheet

(For 

Group) 

Discussion 2 
           (7) 
 

・Have them find solutions to the 

problems. 
・Have one of the students write 

down the possible solutions on 

the worksheet. 

 

・Discuss the solution to the 

problems. 
・One student write down the 

solutions and report to the 

class. 

Group act. 

Worksheet

Sharing the 
ideas       (4) 
 

・Elicit the solutions from Ss and 

write them down on the 

whiteboard. 

・Share the ideas and find 

better solution if time allows. 

 

Consolidation 
           (4) 

・ Have them write down  

interesting/new idea they 

thought during today’s class on 

the worksheet. 
・Give assignment 

・Write down interesting/new 

idea for them. 
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２９．資料１０－１ 第３回しずおかジュニア翻訳コンクール受賞作品 
外国文学の部（和訳部門）課題 

My father finished the last of the cohetes on the next Sunday. “There," he said, bundling them all 

together and placing them in a comer, "now we are ready for the fiesta. All we need is the corpse."  

"Hush," my mother said, "you should not speak of death like that."  

"If it comes, it comes," he said. “And then we hold the fiesta. That was my meaning."  

"It will come too soon, whenever it comes."  

"It is true," he said.  

But after that, my father began to think about the corpse. I was too young and silly to know it, but I saw 

later that my mother knew it. I was the next-to-oldest son, and my older brother and I worked in the 

fields with my father, and when we came home to supper on Monday, my father asked, "And is everybody 

well?" “Yes," my mother said. "Chole2 broke the water jug." Soledad3 was my one sister.  

"I mean," he said, "is anybody sick?"  

"No, we are well."  

"Good. But I mean, is anybody sick in ixtlapan4?"  

"How am I to know? Am I a doctor?"  

“You cackle enough with the other hens, you ought to know what is happening."  

"If you want, "she said, "I will run around to every house in the morning, and bring you a report."  

"Now you are speaking foolishly."  

"It is true. So stop your foolish questions and eat your supper."  

“Good," he said, "good."  

He never asked these questions again, and while I was listening to them the thought of the graveyard 

and the corpse was not in my head. But I remember that he sometimes inspected the bundle of cohetes in 

the evening, to be sure he had made them properly, and a few times we walked out to the graveyard on a 

Sunday morning to inspect the wall and stare at the mountains that stood all around our small valley. 

   Then, after many weeks had passed, Mateo Rosa took sick. When we came home from the fields in the 

late afternoon, my mother said, “Mateo’s wife told me he is sick with a bad cough. It began in the night'  

“Who?”  my father asked. “Old Mateo Rosa”  

“Yes.”  

“Is the cough bad?”  

“I said it was.'  

“Poor old man. I am going to visit him.'” 

”Good, But first eat your supper.” 

“How can I eat, woman, when my old friend is dying?” 

“He is not dying, he is simply coughing.'  

“Poor old man,” he said, shaking his head. But he ate his supper. When it was finished he put on his good 

sombrero and slung his folded serape across his shoulder.  

“Papa,” I said, “I want to come.” 

“Yes, why not?” 
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Of course my brothers and Chole wanted to come too, but my father said no. I asked first and he could 

not take a mob to a deathbed. So my father and I walked over to old Mate6's house in the cool darkness. 

We stopped a moment outside the door, to listen, but there was no sound within. “Poor old man,” my 

father whispered and rapped on the door. There was a cough, and then a rustling, and then Mate6's wife, 

who was bent over like the letter C, peeped out at us and silently let us in.  

Old Mateo was lying stretched out on his petete, his reed' sleeping-mat with his black serape over him 

for a blanket. This is how the indio  sleeps , on his petate on the dirt floor, and this is how he dies . 

Mateo began to cough weakly, and in the yellow candlelight he looked as if he were a corpse already 

 
○ 優秀賞受賞作品 

次の日曜日、父さんは 後のコエーテスを仕上げた。「よし。」コエーテスを全部束にし、隅におきながら父

さんは言った、「これで祭りの準備はできた。後は死体だけだな。」 

「しっ!」と母さんが言った、「そんなこと言うもんじゃないわ。」 

「いずれ死は来る、来るときは来るんだ。」父さんは言った、「そしてそれから祭りを祝う。そういう意味だ

よ。」 

「死なんていつ来るにしたって早すぎるわよ。」 

「そうだな。」と父さんは言った。 

でもその後、父さんはまた死体のことを考え始めた。僕はそのことに気づくにはあまりに幼すぎたし、実際

そこまで考えが及ばなかった。でもやがて、母さんはそれに気づいているのだということがわかった。 

僕は二男で、兄さんと僕は父さんと一緒に畑で働いていた。そして月曜日、僕たちが夕食のために家に帰っ

た時父さんが尋ねた。「それでみんな元気かい?」 

「ええ、」母さんが言った。「コーレがつぼを割ってしまったけど。」コーレは僕の妹ソレダーのあだ名だ。 

「つまりだな、誰か病気になっていないかい?」 

「いいえ、みんな元気よ。」 

「うん。いや、その、誰かイストラパンで病気の者は?」 

「医者じゃないんだから分かるわけないでしょう。」 

「おまえは村の女たちといつもべちゃくちゃおしゃべりしているじゃないか。だから何があったのか知って

るはずだろ。」 

「もしあなたがそんなに知りたいんなら、」と母さんは言った、「午前中に村じゅうを走り回ってきて、あな

たのところへ報告書でも持って来るわよ。」 

「なにばかなこと言ってるんだ。」 

「そうよ。だからばかな質問はやめて夕飯を食べてくださいな。」 

「そうだな。」父さんは言った、「わかったよ。」 

父さんは 2 度と再びその質問をしようとしなかった。そして僕はその会話を聞いている間、あの墓地と死体

のことは考えもしなかった。でも僕は今考えると、父さんがコエーテスをきちんと作ってあるかどうか、夜

に詳しく調べていたことを覚えている。そして数回日曜日の朝、僕たちは墓地へ歩いていき、墓地の囲いを

調べたり、谷間の周りの山々を眺めたりした。 

それから何週間かが過ぎ、マテオ・ローサが病気にかかった。その日の午後遅く、僕たちが畑から帰ってき

たとき母さんが言った、「マテオの奥さんが、マテオがひどい咳で具合が悪いって言ってたわ。昨日の夜から
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咳が出始めたみたい。」 

「誰だって?」父さんが尋ねた。「マテオ・ローサじいさんかい?」 

「ええ、そうですよ。」 

「ひどい咳なんだな?」 

「そう言いましたけど。」 

「気の毒に。ちょっと行ってみて来るよ。」 

「いいけど、先に夕飯を食べていってちょうだい。」 

「ねえ、昔馴染みの友達が死にかけているんだよ。夕飯なんか食べていられるかね。」 

「彼は死にかけちゃいないわ。ただ咳が出るのよ。」 

「かわいそうに。」父さんは頭を振りながら言った。でも父さんはちゃんと夕飯を食べた。 

夕食が終わると、父さんは上等のソンブレロをかぶり、折りたたんだセラーぺを肩にかけた。 

「パパ、」僕は言ってみた、「僕も行きたい。」 

「ああ、おいで。」 

もちろん他の兄弟たちやコーレも行きたがったのだが、父さんはだめだと言った。僕が 初に頼んだのだし、

死にかけている人のところに大勢は連れて行けないからだ。それで、父さんと僕はひんやりとした暗闇の中

をマテオじいさんの家まで歩いて行った。 

僕たちは一瞬ドアの外で立ち止まって耳をすましたが、家の中からはなにも聞こえてこなかった。 

「気の毒なじいさんだよ。」父さんはそうささやくとドアをとんとんとたたいた。咳の音が聞こえ、ガサガサ

音がしたかと思うと、体が C の字のように曲がったマテオの妻が姿をあらわした。そして静かに僕たちを中

に入れた。 

マテオじいさんはペターテ(アシでできた布団)の上に長々と横たわり、黒いセラーペを毛布代わりに掛けてい

た。土間にひいたペターテの上に寝るのがインディオのやり方であり、これが死に方でもあるのだ。彼は弱々

しく咳をし始め、黄色いろうそくの光の中で、まるですでに死体になっているかのように見えた。 

 
○ 奨励賞受賞作品 

父さんは、次の日曜日にコエーテスの残りを作り終えた。「よし。」と、父さんは言いながらそれらをすべて

一つの束にし、隅に置いた。 

「さて、祝祭の用意はできた。あと、必要なのは死体だけだ。」 

「しっ！」母さんは言った、「そんなことを言うもんじゃありません。」 

「死は来るときには来るんだ。」父さんは言った、「それで私たちは祝祭を祝う、そういう意味だよ。」 

「死はいつ来るにしても、それは早すぎるわ。」 

「その通りだな。」父さんは言った。 

しかしその後、父さんは死体のことを考え始めた。僕は、それに気づくにはあまりに幼く思慮に欠けていた

が、後に、母さんがそのことに気づいていたことがわかった。僕は次男で、兄さんと僕は父さんと一緒に畑

で働いていた。ある月曜日のこと、僕たちがタ食をとるために帰宅したとき、父は尋ねた。 

「みんなは元気か?」 

「ええ。」母さんは言った。「でも、コーレ(ソレダーのニックネーム)は水差しを壊したわ。」 

ソレダーは僕の妹だ。 

「いや、その。」父さんは言った、「誰か病気になったものはいないか？」 
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「いいえ、みんな元気よ。」 

「いいことだ。でも、つまり、その、イストラパンで病気のものはいないかい?」 

「どうして私にわかるのよ？私は医者じゃないわ。」 

「お前は村の女たちとべちゃくちゃしゃべっているのだから、何が起こっているか知っているはずだろ。」 

「もしあなたが知りたいなら、私は朝、みんなの家を走り回ってあなたにレポートを提出するわ。」と、母さ

んは言った。 

「なに馬鹿なこと言ってるんだ。」 

「そうよ。だから馬鹿な質問をするのはやめて夕飯を食べなさい。」 

「わかった、わかったよ。」父さんは言った。 

父さんは二度とこれらの質問をしなかった。また、僕はそれを聞いていた間、墓地と死体のことは頭になか

った。しかし、今にして思.えば、父さんは時々コエーテ.スの束を調べていた。きちんとできているかを見る

ためにだ。また、僕たちはある日曜日の朝に、数回、壁を調べるために歩いていき、小さな谷を取り囲んで

いる山々を眺めていた。 

それから何週間も過ぎた後、マテオ・ローサが病気にかかった。僕たちが午後遅くに畑 

から戻ったら、母さんは言った。 

「マテオの奥さんが、マテオがひどい咳をして具合が悪いと言っていたわ。具合が悪くなった夜に咳が出姶

めたそうよ。」 

「誰だって？」父さんは尋ねた。「マテオ・ローサ爺さんかい？」 

「そうよ。」 

「ひどい咳だって？」 

「ええ、そう言ったわ。」 

「かわいそうな爺さん。私は彼のところに行ってこようと思うよ。」 

「いいことね、でもまず、夕飯を食べてちょうだい。」 

「どうして食べられるんだい？古くからの友達が死にかけているというのに。」 

「彼は死にかけてはいませんよ。ただ咳きをしているだけですよ。」 

「かわいそうに。」父さんは頭を振りながら言った。でも、父さんはちゃんと夕飯を食べた。 

夕飯を食べ終えると、父さんは上等なソンブレロをかぶり、折りたたんだセラーぺを肩にかけた。 

「パパ。」僕は言った、「僕も行きたい。」 

「ああ、いいぞ。」 

もちろん他の兄弟やコーレも行きたがったが、父さんがだめだと言った。 初に頼んだのは僕だったし、臨

終の床に大勢は連れて行けないからだ。父さんと僕は寒い暗闇の中を 

マテオ爺さんの家まで歩いていった。僕たちはドアの前で、立ち止まって耳をすませたが、 

家の中からは何も聞こえなかった。「かわいそうな爺さんだ。」父さんはそうつぶやくと、 

ドアをたたいた。咳とガサガサという音が聞こえ、体が C の字のように曲がったマテオの 

妻が姿を現し、静かに僕たちを家の中に入れた。 

マテオ爺さんはペターテに長々と横たわり、黒いセラーぺを毛布代わりに掛けていた。土間にひいたペター

テの上で寝るのは、インディオの寝方で、死に方でもある。 

マテオは弱々しく咳をし始め、黄色いロウソクの光の中で、すでに死体になっているかのように昆えた。 
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○ 日本文学の部（英訳部門）課題 

ストラブールの少女 

はじめて異国に手紙を書いたのは中学生のとき。手紙の宛先はフランスの少女だった。 

どうして彼女を知り、どのような手紙を書いたか、少女の名まえすらも、いまは覚えて 

いない。やがて返事がきて、それからいくどかやりとりがつづいたが、そのころは船便 

が普通だったので、間遠になってそれきりになり、少女の手紙も写真ももうのこって 

いない。 

ストラスブールの少女だった。学んだばかりの英語で手紙を書き、少女の返事も英 

語だった。おそらく家族や学校や街や国のことをぎこちなく綴っただけだったにちがいないが、手紙も写真

も失くなってしまったいまも、少女の手書きのきれいな文字の印象や、髪を束ねた遠くを見ているような微

かな表情が、記憶のなかにふっとまぎれこんでいる。 

手紙という個人的なコミュニケーションが重んじられなくなったいまは、文通やペン 

パルという言葉もいつか聞かなくなったが、手紙ほど、知らない街を身近に、親しく感 

じさせるものはないのではないか。というのも、手紙の言葉は、相手に宛てて書く言葉 

というだけでなく、なにより相手の住む街を宛名として書く言葉だからだ。 

○ 佳作受賞作品 

It was when I was a junior high school student that I wrote abroad for the first time. The letter was 

addressed to a French girl. Now I don't remember how I got acquainted with her and what the letter 

were like. I received an answer soon. After that the exchanges of letters with her continued for some time 

but intervals were long because sea mail was common in those days. I haven't contacted her since then. I 

have no letters and pictures of the girl any more.  

It was a girl in Strasbourg, and I wrote In English which I had just learned. Her answers were written 

in English also Probably, she only wrote awkwardly about her family, school, city and country.  However, 

though I've lost all of her letters and pictures, my impression of her beautiful script and her faint 

expression looking in to the long distance with hair tied up into a knot remain in my mind even now.  

Now the letter which Is an Individual way of communication, isn't thought much of and the words " 

correspondence" and " pen pal" are not to be heard without notice. However, I think that nothing makes 

us feel closer to and intimate to a strange city than a letter because the words in a letter are not only 

words addressed to a partner but also words addressed to the city where the partner lives. 

 
３０．資料１０－２「清泉女学院大学スピーチ・レシテーションコンテスト」スピーチ原稿 

・Ｈ１７年１１月１２日 スピーチ部門参加     
How can we make true friends? 

                                                      Nagano Nishi high school  

Nobuko Shozaki 
“There exists a friend sticking closer than a brother.” This saying was written about 3,000 years ago, 

but human tendency has not changed. Friends are indispensable for all of us like food and water. For me, 

friends have always been important in my life. When I was disappointed, it was my friends that 

understood my feelings and cheered me up. When I was happy, they were delighted 
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with me from the bottom of their hearts. We tend to take it for granted that we have friends, but actually, 

it is difficult to make true friends, especially in this busy world. However, how can we identify a true 

friend? Can you talk to an acquaintance frankly? Maybe, not. How about to a true friend? Maybe you 

can talk to your friends frankly because you care for them and friends trust each other. It may sound 

easy but in fact many people are facing problems to make true friends. Then, why is it difficult to make 

friends and why is it that more and more people feel lonely these days? Are there any good ways to make 

friends and maintain friendship? 

 

One of the reasons why people feel lonely is that people often move from place to place. Some 
researchers say that “today a person living in a city sees more people in a single week than a person in 

the 17th century in a village saw in the whole of their lives. ” Because we see many people in our daily 

lives, it is difficult to pay attention to every person. In addition, many people are trying to avoid meeting 

their neighbors because some people think it is troublesome. The number of people looking for friends 

and chatting on websites instead of meeting people is increasing. We may be able to get acquainted with 

people in chatting but do you think that you can cultivate real friendships with them? If you are in 

trouble, who will be by your side? Someone you’ve never met? Of course not because you don’t know their 

face, their real name, or even their real personality.  Furthermore, these days people have so many 

things to do and tend to be so absorbed in their own affairs, that they cannot pay any attention to others. 

Although we know that friends are precious to us, we have no time to spare, and we can’t afford to worry 

about other people. Often in my case, I forget to make a phone call to a friend, when I wanted to. 

Sometimes when my friends talk to me, I can’t concentrate on what they are saying because I have too 

many things on my mind.  Nevertheless, everyone needs friends. Then, how can we make friends and 

maintain good relationships with them? First of all, it is important to keep an eye, not only on our own 

matters but also on those of others. That means that we must not wait until people become our friends, 

but we have to be kind to others. If you are shy, you may think it is difficult to approach people. It is 

natural to be nervous, but don’t be afraid and take a chance. A poet once said that “to make friends, be a 

friend first.” True friends should be considerate to each other whatever happens. If we do so, we can have 

warm friendship with each other. 

Secondly, we must treat others the way we would like to be treated. It means that we must not be 

selfish. If your friends helped you when you were in trouble, don’t you think that your friends are special 

to you? You should think so. Then, when your friends are in need of help, you should help your friends 

kindly as they did for you. Through doing this, you may be able to strengthen friendships. 

 

Since ancient times, people have always needed their friends. However, as the world is getting busier 

and attitudes toward people are getting colder, relationships are becoming heartless. Today we learnt 

how we could make true friends. If you want to make true friends, all you have to do is be confident, 

approach people and consider the person’s quality. True friend loves you despite your faults. They are 

your companions in happiness and sorrow. For that reason, I feel we should help each other in any way 

we can. 


