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　今から半世紀以上前の昭和30年代後半，幼稚園児

だった私は，紙芝居を心待ちにしていました。もちろ

ん当時の幼稚園には，パソコンも電子黒板もありませ

んでしたから，先生方は紙に描かれた絵を手際よく入

れ替えながら，園児を未知のお話の世界へ誘ってくだ

さっていました。お話の内容をいかに園児の心と頭に

すっと浸透させるか，話し方や絵の見せ方の研鑽も積

まれていたのだと思います。

　紙芝居や絵本の読み聞かせは，聴覚に訴える音声と

視覚に訴えるイラスト・写真・図表等とを絶妙なるタ

イミングで聞かせたり見せたりすることにより，内容

理解に大きな効果があります。私もかつて中学校の教

壇で，時にはテープレコーダーの音声を使わずに，自

分があたかも紙芝居師かのように，Picture Cards

をさばきながら，オーラル・イントロダクションに工

夫を凝らしていた時期がありました。英語教員たるや，

授業においてはプロ級の紙芝居師やストーリーテラー

のようにあらねばならぬと意気が揚がっていた頃の話

です。

　時代は令和に入り，国の英語教育改革も本格的に始

まっています。教室にパソコンや電子黒板が整備され

ている環境では，Picture Cardsもさることながら，

指導用のデジタル教材を駆使して，よりよい指導を目

指し工夫や手立てを施すことができます。また，『中

学校学習指導要領（平成29年告示）解説 外国語編』の

96頁には，（2）内容の取扱いの一つとして，「指導に

当たり，視聴覚教材やその他の教育機器を有効活用す

ることは欠かせない要素である。写真や映像などを見

せることで，理解を促進し，現実感や臨場感を与え，

学びの動機付けときっかけを与えることができる」と

あります。

　このような状況の中，令和３年度の教科書には，新

しい一歩として「ストーリー・スライド」が提供されま

す。教師用指導書の付属データとして，教科書で使用

しているイラストや写真に加えて，それらを補うもの

も多数入っています。また，カスタマイズ（先生のご

指導に合わせて順番を変更したり，枚数を増減したり

すること）もできますので，創造的な活用に向けて大

きな期待が持てます。

　これまでは，自身でイラストを描いたり，インター

ネットで使用可能な素材を検索し，取り込んで加工し

たりして，相当な時間と労力をかけて作成してきてい

たものです。もちろん，そういう作り方を否定しませ

んが，働き方改革に合わせて，すでに準備されている

データを使わない手はありません。各学校の実情や生

徒の学びの実態に応じて，「ストーリー・スライド」の

活用を検討していきたいものです。
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新学習指導要領では，小学校英語の教科化により，

中学校で扱う単語や英文の分量が増えます。

また，全国学力・学習状況調査や高校入試の

出題傾向に変化が見られ，長文化すると同時に，

自分の考えを表現することが求められるなど，

読みの力も変わらざるを得ません。読みの力も変わらざるを得ませ

め，そのような状況に対応するためそのような状況に対応するた

は，多種多様なでは新新新し新新 い『NEW HORIZON』で

を取り上げています。文を題題題材材材材材とテとととと キストタイプの英文

写真などがあれば，や写初めめめ初 て読読読読読てて むときにイラストや

けとなります。助けどのどの生徒徒徒ににとにとにとにとっても理解の助

えを発信するときの考えまたたた，生徒が徒が徒がが自分自自自 の思いや考

るでしょう。きる手立手 てとてとしてて使使使使使ううううことこここ もでき

して，とし教教師師師教師教師教 用指用 導導書付属付属付属付属付属付属付属付属付属付付付付属付属付属付属付付属付付付付付属付属付属属付属属付属付属付属付付属属付属属属属属属属属属属属のデデデデの ータと
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提供いたしますので，ご提「ス「ス「ス「ス「ス「ス「ス「ス「スス「ス「 トーリリーリリリリリ ・ス・ス・ス・ス・ス・スライライライライライド」をご

す。ごごごごごご活ごご 用いただければ幸いです
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　知らない単語が多いと，推測しながら英文を読むこと

はできません。あらかじめ新出単語をインプットするた

めに，単語リストを活用し，繰り返し学習する方法をご

紹介します。

　新しい教科書では，新学習指導要領で求められる読みの力に対応するために，次のような「3段階読み」を提案し

ています。ここでは，「ストーリー・スライド」を活用した「3段階読み」の指導例をご紹介いたします。

　どの生徒も英文が「わかる！」，そして，思いや考えを自分自身の英語で伝えることが「できる！」という自信を持

ってもらえることを願っています。

ペアの相手が頑張って

単語が言えたら，

「Good!」「Well done!」

「Wow!」などと言って，

お互いに励まそう。単語をインプットする前段階

本文の概要をつかむ第1段階

詳細をおさえる第2段階

表現につなげる第3段階
「ストーリー・スライド」を使って
再話（Retelling），要約などを行う。

「ストーリー・スライド」を使った
Oral Interactionで理解する。

英問英答などを行いながら，
教科書の本文を繰り返し読む。

3段階読みの流れ

3段階読みを助ける「ストーリー・スライド」

単語リスト「お助け90秒」の使い方

● あらかじめリストを生徒に配布し，毎回の授業

の帯活動としてペアで交代しながら行います。

●  単語リストは，Unitごとに作成します。語数は，

1年生が30～40語，2年生が40～50語，3年

生が40～60語とします。新出語に加え，既習
の重要語も入れておくことで定着を促すことが

できます。

● ペアの一人は，英語の部分を隠して，日本語を

見ながら英語を言います。

　 90秒の制限時間の中で，言えないときはパスし，
できるだけたくさん言いましょう。

● もう一人は，相手がきちんと言えているかどう

か，自分の手元のリストを見ながらチェックし

ます。
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　教科書の英文をそのまま用いるのではなく，自分の

言葉でまとめて，本文の内容を説明する活動です。

　第2段階のあとで，アウトプットにつなげるための

音読練習（Read and Look-up，Shadowingなど）

を行っておくとよいでしょう。

　　再話（Retelling）1

　第1・2段階の活動後，もう一度教科書を読み直し，

自分の英語で要約します。

　　要約2

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020064262.pdf

本冊子の裏付けとなる考え方や詳しい指導方法については，
ホームページで詳しくご紹介しています。
また，p.2，6で取り上げているワークシートなどのデータも掲載しています。

表現につなげる

  第1段階で使用した「ストーリー・スライド」
を紙で配布する。イラストや写真などを使
って，ペアでそれぞれ再話する。［話す］

  自分が選んだ「ストーリー・スライド」の紙
のわきに，Story Writingを行う。［書く］

1

2

 ●  本文とちがう表現になってもよいこと

 ●  順番が変わったり，省いたりしてもよいこと

 ●  何かを付け加えたりしてもよいこと

方法

ポイント

  本文中で，大切だと思う語や文に線を引く。
最初と最後の段落や各段落の最初の文に着
目することを伝える。

  本文のUnit全体語彙数の4分の1程度で要
約する。

  第1段階で使用した「ストーリー・スライド」
の中から，要約に必要なイラストや写真数
枚を選び，Story Writingを行う。［書く］

  選んだ「ストーリー・スライド」を用いて，
3の原稿を見ずに話す。［話す・発表］

1

2

3

4

方法

発表の際，その場の即興で， 3 で書いたもの
とは英文が変わってもよいことを伝えておく。

ポイント

　教科書本文を理解した生徒に対して，様々なアウトプット活動の場を与えます。

　新学習指導要領に示された今後求められる読みの力として，読んで内容を理

解することに加えて，理解したことをもとに，自分の思いや考えを自分の言葉

で表現することが挙げられます。

　第一段階で使用した，「ストーリー・スライド」を用いて，生徒にとって取り

組みやすい読後の表現活動を二つ紹介します。

第3段階

3段階読みの流れ

生徒の自主性を伸ばすには，「小さな成功体験」の積み重ねが大事です。

「３段階読み」の各段階で，生徒が「これならできる」「ここまではできる」と

思える活動を取り入れましょう。

そして，自ら主体的に学習に取り組める生徒の育成を目指していきましょう。

第3段階
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詳細をおさえる

　どの生徒でもわかるよう平易な英語で質問をします。

まずスローラーナーを指名し，答えは1語や部分でも

よいことにします。その後，文で答えられる生徒を指

名し，完全文で答えさせます。

　　口頭によるQ&A 全体1

　教科書本文を黙読して内容理解を深めるSpeed Reading（速読み）を紹介します。近年

の高校入試には，教科書を上回る分量の英文が扱われているため，ある程度の速さで読み

進める力が求められます。

●WPM（1分間で読む速さ）を意識する。

● 英文は，左から右へ，返り読みをしない。意味のかたまり（チャンク）で概要をとる。

　黙読終了後，閉本して内容理解を深める際には，どの生徒にも対応できる次の方法をとります。

第2段階

3段階読みの流れ

　書かれた質問には，文で答える指導をします。スロ

ーラーナーには，選択肢から選ぶように言います。内

容は理解できているのに，書けないだけということも

あります。

　　紙ベースのQ&A 個人3

　教科書本文を要約したものを作成し，7～10語間隔

で語を消去する，いわゆる空所補充問題です。選択肢

を見ずに，自分で答えを書くことが理想ですが，下の

選択肢から選ぶことも可能です。

　　クローズテスト 個人4

　TかFかを選ぶだけなら，勘で答えているのと同じ

です。答えの根拠となる文を教科書から探し出し，書

かせます。答え合わせは4人グループで，Classroom 

Englishを使いながら行います。

　　T or F問題  4人グループ2

第2段階

どの生徒にも

「わかる」「できる」と

思ってほしいので，

全ての活動を習熟度別に

取り組めるように

工夫しています。

3

教師と生徒との予想されるやり取りは次のとおりです。

★はイラストを切り替えるタイミングです。

（ T:  a teacher／S:  students）

T:  This is Kaito.  He went to the U.S. to 

homestay during summer vacation.

T:  Kaito stayed at the Wilsons’ house. How do 

they look?  Do they look young or old?

S: They look old. 

T:  Yes, they are old.  But we don’t say they are 

an old couple.  We call them an elderly 

couple.  Do you know a famous elderly 

couple?  Yes, Mr. and Mrs. Nomura was a 

famous elderly couple.

T:  Did Mr. and Mrs. Wilson like to watch TV or 

play video games?  

S: No, they didn’t.  

T: Why do you think so?  

S: I think they didn’t know how to play them.

T: They didn’t watch TV or have video games.

T:  Did Kaito watch TV a lot in Japan?  How 

did you know that?  Did he play video 

games?  

  Yes, he liked to watch TV and enjoyed 

playing video games, too. 

1★

2★

3★

4★

「ストーリー・スライド」を用いたOral Interactionの例

　生徒が英文を読む前に，スキーマ（背景的知識）を活

性化します。スローラーナーにとっては，イラストや

写真などが有効です。

　ここでは，新しい教科書の2年生Unit 4 Read and 

Think②に沿って，授業での「ストーリー・スライド」

の使い方を紹介します。

本文の概要をつかむ第1段階

3段階読みの流れ

1

2

3

4

第1段階

▲2年 Unit 4 Read and Think②
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T:  Did Kaito enjoy watching TV and playing 

video games in the U.S.?  

S: No.

T:  No, how did you know?  

  Look at this picture.  How did he look at 

night?  Did he look hungry?  Or Happy?  

 He looked bored.  Why?  

S: He had nothing to do.

T:  Yes, that’s right.  He had nothing to do.  Did 

he go to bed after dinner?  

S: No.

T:  One day, he asked Mrs. Wilson, “Why don’t 

we play a card game or something?”  Why 

did he ask Mrs. Wilson to play a card game?  

Not Mr. Wilson?

S1: She is kind to him.

S2:  I think Kaito thought Mrs. Wilson liked to 

play card games because he saw that she 

was playing card games with her friends.

T: I see.  Good guess!

T:  Actually , she loved to play games. What 

kind of games did she like?  She liked to 

play word games.  Then, she taught him a 

word game. 

T:  Does Kaito enjoy playing word games with 

Mr. Wilson?

S: Yes?

T:  Yes, Mr. Wilson also played games with 

them.  What did he like about the word 

games?

T:  How did Kaito’s homestay life change?  

  He had a great time with Mr. and Mrs. 

Wilson.  After the games, they talked a lot.

5★

6★

7★

8★

9★

5
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7

8
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T:  He also enjoyed learning new English words.  

He said, “Learning new words was fun.”

T:  Did Kaito have a good experience with his 

host family?  

S: Yes, he did. 

T:  After all, staying with a host family was a 

great experience.

T:  At first, was homestay easy or difficult for 

him? 

S: It was difficult at first. 

T:  Why?  Sometimes they could not communicate 

well each other.  Kaito could not speak 

English well. His host family also didn’t 

understand Kaito. What did Kaito do? 

S: I think Kaito spoke English every day.  

T:  He did not give up speaking English.  Mr. 

and Mrs. Wilson also listened carefully to 

Kaito and tried to understand him.

T: Were they kind to Kaito?  

S: Yes. 

T: Yes, Mr. and Mrs. Wilson were very kind.

T:  Did Kaito enjoy staying with his homestay 

family?

S: Yes.

T:  Does he want to visit them again?

S: Yes.

T:  He wants to visit them again.  When did 

Kaito want to visit them?  Next year?  Ten 

years after?  Twenty years after?  In the 

near future.

10★

11★

12★

13★

14★
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3段階読みの流れ


