
「挑戦」考 

 

名古屋石田学園 法人本部 顧問 

星城大学 学長補佐 深 谷 孟 延 

 

1.単元  時制－過去・現在・未来・進行形－（4 時間完了） 

 

2.教材  「旅行」自主教材（平成 21 年 6 月 15 日実践） 

      出発地は愛知県で、現在 6 日間の旅行の途中。今までどこを旅行し、今はどこを旅し、

これからどこへ行くのか。下記の課題から時制を学ぶ授業である。 

 

(1)下記の場所の都道府県はどこか。 
 

1.目的一覧 都道府県名 
 

(2)下記の手段でどの順にまわればスムーズな旅行 

となるか。それぞれ手段は2回までしか使えな 

い。 

to eat Sanuki-Udon  
 

2.旅行の手段 

to take pictures of the Kinkaku-ji  
 

by Shinkansen 

to see the Mickey Mouse  
 

by ship 

to enjoy HUIS TEN BOSCH  
 

by plane 

to go to the Hanabatake-farm  
 

by car 

to meet Mr.Higashikokubaru  
  

to go to Universal Studio Japan  
  

   

(3)下記の時制・日時を使って英文を作りなさい。 
  

3.使用する時制・日時の一覧 
  

過去形 three days ago 
  

過去形 two days ago 
 

 

過去進行形 yesterday 
 

 

現在進行形 now 
  

未来形 (be going to)  this afternoon   
  

未来形 tomorrow 
  

未来形 (will) the day after tomorrow 
  

 *go to ～ や travel in ～ などを時制に合わせたかたちで使いましょう。 
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3.第 4 時限目授業記録（6 分過ぎから 46 分過ぎまでのグループ学習） 

Ｔ  38 …Let’s start（グループ学習開始）… 

戸田 39 すごいな、全然こんなの知らんし。 

鈴村 40 じゃ、金閣寺は。 

戸田 41 京都。そこを知らなかったらやばいし。 

鈴村 42 えーとミッキーマウスだから、ディズニーは東京か。 

戸田 43 違うよ。千葉だし。 

鈴村 44 知ってますー。東京ディズニーランドっていうもんね。 

松川 45 まぁまぁまぁ。 

鈴村 46 じゃ、ＨＵＩＳＴＥＮ 何これ。フィス…、ハウステンボスだ。 

戸田 47 何、ハウステンボスって。 

鈴村 48 じゃ、とばしとこう。じゃ、Hanabatake-farm は？ 

戸田 49 花畑牧場。北海道。 

鈴村 50 はーい。こんなに旅できたらいいのにね。 

… 

福山 195 千葉へ行ってないよ。 

戸田 196 最初に千葉に行くんだよ。 

福山 197 最初に千葉に行ったっけ？ 

戸田 198 千葉に新幹線、こっからここまでを橋があるから車。で、船、車、飛行機、飛行機。 

         いいじゃない、これで。 

鈴村 199 じゃ書いちゃうよ。 

戸田 200 ちゃんと現実的に考えるじゃんね。これって。 

鈴村 201 だめじゃん、ここに空港なんてないよ。わかんないけど。 

戸田 202 本当に？ 

福山 203 長崎にはなくない？ 

Ｔ  204 We have the Nagasaki Airport. 

… 

鈴村 291 1番最初に行くのが北海道だから。え、なんでなんで。 

戸田 292 tomorrow? 

鈴村 293 違う、三日前から。1番上から行けばいいんじゃない？ 

戸田 294 あ、そういうことか。 

福山 295 いいじゃん、で、長崎。 
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戸田 296 宮崎。 

鈴村 297 香川、で、大阪、京都、千葉。 

Ｔ  298 はい。 

鈴村 299 OK. はい、英文だ。 

福山 300 Three days ago は北海道です。書いちゃっていいかな？ 

… 

Ｔ  371 はい、途中かもしれませんが、そこで 1 回くぎります。よろしいですか、さあでは、 

Look at the blackboard, please. OK. Everyone, stop writing, please.さあ、書くの 1

回ストップします。 

 

4.単元  英語で手紙を書く（4 時間完了） 

 

5.教材  英語の手紙の書き方（平成 21 年 11 月 12 日実践） 

 

6.第 3 時限目授業記録（36 分過ぎから 49 分過ぎまでのグループ学習） 

 オーストラリアの姉妹校から来日する生徒に、グループで手紙を書く。本時の教師の発話は、 

オール・イングリッシュ。 

Ｔ  57 Make it together. You have many sentences. Make it together.… 

鈴村 58 あー、難しいなぁ。 

戸田 59 書こう。 

鈴村 60 まとめればよくない、みんなの分。どうする、どうする。 

     どうすればいいんだよ。松川君。 

松川 61 まとめるんだよ。 

鈴村 62 そうだよ。それでいいんだよ。 

戸田 63 いいんじゃない。 

鈴村 64 いいよね。何て書く？ 

戸田 65 これ意味わからないからね。 

鈴村 66 私の文はまとまりがないからねぇ。 

戸田 67 Sweater? 

鈴村 68 Sweater. 

福山 69 ここに書いてあるのも書いていいんじゃない。 

戸田 70 解読しなくちゃ。 
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Ｔ  71 （英文をなかなか書き始めないなぁ。）Choose one sentence for each.  And write 

each sentence. You can write four sentences. Choose one, the best sentence. 

鈴村 72 4つの題名を決めて書くことって？あ、違う？ 

福山 73 それぞれ 1文選んで 

鈴村 74 あ、それぞれ１文ずつね 

… 

Ｔ  57  All right. Stop writing.… 

 

7.新たな挑戦のために 

城戸先生は、授業実践において二つのことに挑戦された。一つは、グループ学習でもって生徒達

の学習意欲を向上させようとし、二つめは、英語教師として単元構想や指導案はもとより、授業中

の教師の発話をすべて“オール・イングリッシュ(All in English)”で実践しようとされた。「学び

合い」と「オール・イングリッシュ」に関する研究は、今後益々盛んになると思われる。そんな状

況下において、私が彼に言い続けてきたことは、「失敗でかまわない。失敗こそが次に生きる」で

あった。 

彼の挑戦の一つである「学び合い」というグループ学習について、6 月と 11 月で如何なる変化が

あったか授業記録から考察してみたい。6 月の実践におけるグループ学習は、教員生活 10 年目にし

て初めての挑戦であり、とまどいがあったに違いない。50 分授業のうち約 40 分もグループ学習に費

やしていることが、それを裏付ける。それに対して、11 月の実践は、約 13 分間であり、時間に大差

がある。しかし、グループ学習中において城戸先生がグループに関わったのは、いずれも 5 回であ

る。ここで私が興味を抱くのは、時間と回数のことではなく、教師の関わり方についてである。ど

う違うのか。その典型的な場面を示したい。 

 6 月の実践では、生徒達が旅行ルートに関して話し合っている中で、 

 

鈴村 297 香川、で、大阪、京都、千葉 

Ｔ  298 はい 

鈴村 299 ＯＫ．はい、英文だ 

 

とあり、Ｔ298 の「はい」は、「正解」を意味しているのではないかと思われる。すなわち、教師

が結論づける断定的な出方になっている気がする。 

一方、11 月の実践では、グループで手紙を完成させていく場面で、 
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Ｔ  71 (英文をなかなか書き始めないなぁ。）Choose one sentence for each. And write each  

sentence. You can write four sentences. Choose one, the best sentence. 

鈴村 72 4つの題名を決めてかくことって？あ、違う？ 

福山 73 それぞれ 1文選んで 

鈴村 74 あ、それぞれ 1文ずつね 

とあり、グループ学習を促す出方になっている。 

この両者の違いは、教材の質と生徒に求める内容に違いがあることにもよるが、グループ学習に

対する教師の姿勢が違うことが大きいと考えられる。城戸先生は、6 月実践の後に、次のようなメモ

を残している。それは、「生徒同士の『学び合い』の中に入り込み、正解に導くヒントを示す、学び

合いを中断させる出方があった。今後は、活動が滞っている生徒やグル―プのサポートをする役割

に徹する」というものである。彼は、このことを意識し続けて来たのだと思う。 

ところで、6 月の実践からも 11 月の実践からも共通して気になることがある。城戸先生は、英語

教師として Writing と Speaking を結びつけたいと願っていた。しかし、授業記録を読み返しても、

その事実を見つけることが難しい。英語教育の重要な問題であり、城戸先生にとって残された課題

と言えよう。とりわけ今後、オール・イングリッシュを生徒にも期待しながら、両者を結びつけよ

うとするなら、受験のための英語の授業も大切にしながら、その一方で生徒達に「It is OK to 

make mistakes!」ということを強く意識づけなければならない。そのためには、生徒を何でも話せ

る開かれた学習集団に育てられるか否かである。その上で、一人ひとりの生徒の Writing と

Speaking の力量を把握し、最も適した教材選択・解釈の力量の向上と指導方法の研究に努めること

だと思う。 

星城大学には、英語の先生にもときどき指導を受けた。しかし、オール・イングリッシュという

授業を目指すなら、ネイティブな英語の先生にも指導を受ける必要がある。今後、高校と大学が授

業研究や授業改善についての連携を強化し、組織的な取り組みができればと思う。 

現在、各国の国際化は大きく進展している。グローバル時代としてみると、これからの人材育成

のために英語で話すことは大切なことであり、話せる内容に関する英語教育が求められると思う。

いずれは、Hello Everybody!  Today in this conference, I would like to use Queen’s English. It is 

because of many years ago that I have learned British English. If you don’t understand my 

English clearly, it’s not because of you or me. It is perhaps because of the Queen!*と言いながら、

世界で英語を使って堂々とグローバルな活動ができる人間を育てていきたいものである。 

 

*Shibata, Y., Fukaya, T. et al. (2006) Leadership for Learning: An Examination of Lesson Study in Fukishima 

District School, Paper presented at the 2nd Annual Conference on Learning Study, The Hong Kong Institute of 

Education, Hong Kong 1-2 December 2006. 
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