




　英語は、学校教育において最も活発に改革が試みられてきた教科の 1つ
であろう。2015年は「戦後 70年」の年として知られるが、英語教育の
70年はつねに「改革」の掛け声とともにあった。しかしその成果はどう
だろうか。英語教育の成果を測る 1つの尺度として、CEFR（ヨーロッパ
言語共通参照枠）の英語能力 6 段階のスケール（A1, A2: B1, B2: 
C1, C2）を参照すると、日本人英語学習者の多くは A（基礎段階）にと
どまっているという。なぜだろうか。
　その理由は単純ではないが、1つには、改革・改善というアドバルーン
は上げても、それを草の根レベルから着実に実行すること、つまり、実際
に生徒を教え導くべき教師たちへの支援、研修の不足が挙げられるのでは
ないだろうか。たとえば教育職員免許法施行規則によると、英語教員にな
るために教員養成課程で修得すべき科目とその単位数は、教科に関する科
目 20単位、教職に関する科目 8単位で、その内訳は「英語学」、「英米文
学」、「英語コミュニケーション」、「異文化理解」という各科目に関して 1
単位以上計 20単位である（一種免許状。専修免許状の場合は一種免許状
の必要単位数に加えて教科又は教職に関する科目でさらに 24単位）。こ
れはかなり大雑把な内容であり、極端な場合は教科 4科目については、特
定の 1科目で 16単位、残りの 4単位を他の科目で履修することも理論上
は可能である。
　その結果、教壇に立った際に本当に必要な能力や技術が不足したまま教
員志望者が教師になってしまう状況が生まれる。指導に必要な能力や技術
は、新採用教員研修で一定のレベルまで向上して足並みがそろうほど生易
しいものではないのだ。一方、教員はますます多忙になり、日々の授業の
準備の時間を確保するのも容易ではない。このような中で新しい教育政策
が施行されれば、一番苦労するのは現場の教師である。これは避けなけれ
ばならない。本書は、このような視点から、現場の先生方のお仕事を少し
でもスムーズに履行できるようにと願って編集されたものである。
　本書の母体は『教室英語活用事典』（研究社）である。おかげさま
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で、多くの読者に歓迎され、1992年 7月に初版を刊行してから 2004年 7
月の改訂版発行を経て、23年間お使いいただいている。執筆に関係され
た方々に改めて感謝申し上げたい。近年、小学校における「外国語活動」
が必修になり、開始学年も早まることが想定され、小中の連携がさらに重
要になる。そこで『教室英語ハンドブック』の名称で、より使いやすくわ
かりやすいものを刊行することになった。今回特に留意したのは次の 5点
である。

1.   多忙な教員の現状に配慮し、各ページの左側に日本語、右側に英語
を配置し、必要な表現がすぐわかるようにした。

2.   「外国語活動」の必修化並びに予想される開始学年の早期化に対応
するため、小学校英語関連のページを大幅に増やした。

3.   児童・生徒の情意教育の重要性に鑑み、Storytellingに関するペー
ジを設けた。

4.   小中連携のためのページを新設し、オーラル・コミュニケーション
の表現や小中連携を意識した授業モデルを掲載した。

5.   例文の英語の音声を native speakersに録音してもらい、研究社の
ホームページから利用できるようにした。

　本書は『教室英語活用事典』の豊富な例文を資料として活用させていた
だいた。『教室英語活用事典（改訂版）』の編者である髙梨庸雄、高橋正
夫、カール・アダムズ、久埜百合の各氏にお礼申し上げる。この事典は今
後も継続して販売される。
　研究社の津田正、大谷千明、杉本義則の三氏には編集のいろいろな段階
でお世話になった。その貴重なご助言のおかげで、見やすく使いやすいハ
ンドブックになった。心から感謝申し上げる次第である。

2015年 11月

編　者
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本書の構成
　全 4部構成。
　第 1部　「小学校英語」では、小学校で使われることを想定した教室英語を
収録。例文だけでなく、ジェスチャー、指導の際の注意点や Storytellingの具
体的な進め方についても解説した。
　第 2部　「一般的指示」は指導過程のどの段階においても、かなり頻繁に使
う教室英語を集めた。
　第 3部　「授業展開」は授業をする際に必要な教室英語をおおむね指導過程
に従って配列した。
　第 4部　「小中連携のためのヒント」では、教室英語を用いた授業の例とし
て「オーラル・コミュニケーション」「小中連携を意識したタスク活動例」を
紹介している。

本 書 の 使 い 方

本書で使われる記号
[　]　直前の語句と置き換えられることを示す。意味が変わらない場合と，変わる場
合がある。
例： ・Take [Draw] one.（1枚取ってください）
 ・Face the front [the board].（前［黒板のほう］を向きましょう）
 ・Stand by [in front of] your desk.（机のそばに［前に］立ちなさい）
 ・  What beautiful handwriting this is [you have]!（この字は［あなたの字は］

とてもきれいです） 

(　)　カッコ内の語句が省略可能であることを示す。
例 : ・(Go) back to your seat.（席に戻りなさい）
 ・Thank you (very much).（ありがとう）
 ・Clean up your desk(s).（机を片付けて）

/　例文、表現を並列する。
例 : ・  Hello again, class. / Welcome back, everyone!（皆さん、またよろしく）
 ・  Good morning, class [everybody / everyone / boys and girls / students].

（皆さん、おはようございます）
 ・Work in pairs [threes / fours].（2人で［3人で、4人で］やりなさい）

⇒　参照ページを示す。 

xii
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a席の移動 Changing seats

 TRACK 02 01

1. 座りなさい。 Sit down.

2. 早く座って。 Take your seats quickly.

3. 自分の席に戻って。 Go (back) to your seat.

4. 立ち上がって動き回り
なさい。

Stand up and move around.

5. 自由に動き回ってもい
いですよ。

You are free to move around.

6. 質問に答えられる人を
見つけなさい。

Find someone who can answer the 
questions.

7. 隣の人と対面しなさ
い。

Stand face to face with your neighbor 
[partner].

8. 聞きたいことを誰に聞
いてもいいよ。

You may ask anyone, anything you like.

9. よし、班ごとに作業。 OK, let’s make [get into] groups.

10. 好きなように 3人の班
になって。

Get into groups of three as you like.

生徒の応答 Student Response

席を離れていい？ Can we leave our seats now? 

今日の席はいつもと同じ？ Is today’s seating as usual?

席替えしてほしい。 We want a new seating order.

1
Classroom 

English 

Handbook

Chapter

Movement

移　動

タイトルは、その
例文が使われる
状況を示している。

ダウンロード音声のフォルダ番号
と、該当の音声が何番目のトラッ
クに入っているかを示している。

英語の例文と英語タイトルの音
声を収録。例文の切り替わりが
わかりやすいよう、男性の声と
女性の声が交互に吹き込まれて
いる。

「生徒の応答」「教師と生徒のや
りとり」では、そのセクションに
関連する生徒の発話の例を紹介
した。生徒が英語を発話する際
の参考として教えてもよいだろう。

日本語（左）と英語（右）を一
目で対照できる。
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　本書の例文の英語音声は、研究社のホームページ（http://www.kenkyusha.
co.jp/）から、無料でダウンロードいただけます（MP3データ）。以下の手順
でダウンロードしてください。

1） 研究社ホームページのトップページで「音声ダウンロード」をクリックして「音声デー
タダウンロード書籍一覧」のページに移動してください。

2） 移動したページの「教室英語ハンドブック」の紹介欄に「ダウンロード」ボタン
があります。クリックしていただくと、ファイルのダウンロードが始まります。

3） ダウンロード完了後、解凍してお使いください。本書の TRACK番号のアイコン
の表示にしたがって、該当するフォルダ・番号のMP3音声をお使いください。

音 声 の ダ ウン ロ ード 方 法

フォルダ 1 　Ⅰ 小学校英語
フォルダ 2 　Ⅱ 一般的指示
フォルダ 3 　Ⅲ 授業展開 Chapter1～ 3
フォルダ 4 　Ⅲ 授業展開 Chapter4～ 6
フォルダ 5 　Ⅳ 小中連携のためのヒント
フォルダ 6 　タイトル、ナレーター情報

http://www.kenkyusha.co.jp/ 研究社 検索

TRACK 01 28

ダウンロードアイコンの見方

ダウンロード音声のフォルダ一覧

研究社のホームページ

フォルダ番号を示す
フォルダ内での番
号を示す

xiv
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 TRACK 01 01

1. 皆さん、いますか？ Is everyone here?

2. よく聞きましょう。
 ＊Notes①

Listen carefully.

耳に手を当てて、じっと聞くしぐさ

3. よく見てください。
 ＊Notes②

Look carefully.

手を双眼鏡に見立てて、じっと見るしぐさ

4. 本［教科書］の 20ペー
ジを見てください。

Look at page 20 in your book.

1
Classroom 

English 

Handbook

Chapter

Classroom Management

基本的な指示をするとき
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Chapter 1 ｜ 基本的な指示をするとき

5. 本［教科書］の 20ペー
ジを開いてください。

Open your book [textbook] to page 20.

①

②

両手を本に見立ててパタンと開く

6. 本［教科書］を閉じま
しょう。

Close your book [textbook].

①

②

開いた両手をパタンと閉じる

7. 1枚取ってください。 Take [Draw] one.

8. 後ろ［次］の人に送っ
てください。

Pass them down [on]. 
 ＊pass around ～は「順に回す」の意味。

9. もっと、はっきり言っ
てください。

Speak more clearly, please.
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10. 静かにしなさい。 Be quiet. / Shhhh... 

Shhhh（シーっ）と言いながら

11. 用意はいいですか？ Ready? / Are you ready?

12. 質問はありますか？ Any questions?

13. 終わりです。 Time is up. / Stop.

14. 英語で（言いましょう、
書きましょう）。

In English, please.

15. 大丈夫ですか？ Are you OK [all right]?

16. 大丈夫ですよ。 That’s OK.

17. もっと大きな声で言い
ましょう。

Louder, please. / Speak up.

①

②

口を大きく開け、手も同様に大きく広げる

18. あとに続いて言って
［やって］ください。

Follow me.
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Chapter 1 ｜ 基本的な指示をするとき

19. もう一回言ってください。 Say it again.

「もう1回」のジェスチャー

20. もう一回やってみてく
ださい。

Try again.

21. 続けてください。 Go on. / Go ahead.

22. さあ、がんばって。 Come on. Try it.

23. よくできました！ Good job!

24. 大きな拍手をしましょ
う。

Let’s give a big hand.

拍手を促す

25. 今日はこれで終わりです。 That’s all for today.

26. さようなら。また次回
［来週］会いましょう。

Bye. See you next time [week].
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27. よい週末を！ Have a nice weekend!

 ①ジェスチャーもつけて 

　英語を発話する際は、理解を助けるジェスチャーを一緒に使うと効果的。本書では、
いくつかの表現にジェスチャーの例を付けて掲載した。 

Notes:

 ② see / look / watchを使い分けよう 

　see / look /watchのように、日本語では同じ表現に見えても、使い分けが必要な場合
がある。 

　see: 意識しなくても自然と視界に入るとき。 

　look: 意識して静止しているものを見るとき。 

　watch: 意識して動いているもの・変化するものを見たりするとき。 

Notes:



〈中 略〉
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　「教室英語」は、簡潔に定義すれば「授業の中で用いられる英語」である。
しかし実際には、非常に多様な表現で成り立っている。授業では認知、技
能、情意の領域に関する様々なやりとり（interactions）があるからである。
授業では人間（教師）が人間（生徒）を相手にして、説明、質疑応答を行
う。その中では喜怒哀楽の様々な場面が出てくる。教室英語はそれらを対
象にして、授業に活気を与えたり、生徒の心を推し量りながら用いられる。
「先生のあの一言」によって生徒が生き返ることもあれば、時には「死」
に至ることもある。
　つまり、教室英語は単なる例文集ではない。授業でどのように生かして
使うかによって、授業にも生徒にも活気を与えることができるものである。
そのためには、例文を暗記するだけでなく、授業の流れと一体化させる必
要がある。この「小中連携のためのヒント」では、指導例を出しながら、
どのように教室英語を用いるのかを説明している。それは「英語で英語を
教える」ことの実践例となっている。
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Chapter 1 ｜ オーラル・コミュニケーション

a日常会話 Daily conversation

ア．授業前にリラックスさせる  Let’s relax TRACK 05 01

1. さあ、みんなリラック
スして。

Now, class, please relax.

2. 真紀さん、落ち着いて。 Take it easy, Maki.

3. 緊張していますね。リ
ラックスして。

You look nervous. Just relax.

4. リラックスして大きな
声で話しましょう、い
い ?

Let’s relax a little, and speak up, OK?

5. 皆さん、大きく深呼吸
してみましょう。

Everybody, take a deep breath.

6. 授業を始める前にみん
なで歌ってリラックス
しましょう。

Before starting the lesson, let’s sing together 
to relax a little bit.

 オーラル・コミュニケーションの授業は、スピーキングが中心で生徒が過度に
緊張しやすい。授業の導入時に緊張をほぐさせることを念頭に、リラックスさせるため
の例文を示した。 

Notes:

イ．自分のことを話させる  Talk about oneself TRACK 05 02

1. さあ、クラスの皆に自
分のことを話しましょ
う。

Now please tell the class about yourself.

2. 3文で自分のことを話
してください。

Please tell (us) about yourself in three 
sentences.

1
Classroom 

English 

Handbook

Chapter

Oral Communication

オーラル・コミュニケーション
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3. 昨日は放課後何をしま
したか？　話してくだ
さい。

What did you do yesterday after school? 
Please tell us.

4. 昨日は日曜日です。ど
こかへ行きましたか。
クラスの皆に話してく
ださい。

Yesterday was Sunday. Did you go 
anywhere? Please tell the class.

5. 夏休みの予定は何です
か？　話してください。

What are your plans for summer vacation? 
Please tell us.

 1, 2の一般的指示は具体的な発話の場面を想定していることが普通である。3 

以下は生徒が自己表現できるように、身近なことを語る機会を想定し、そのための発問
を例示している。 

Notes:

ウ．ペアで活動させる  Pair activity TRACK 05 03

1. 次の活動はペアで行い
なさい。

Please do the next activity in pairs.

2. ペアになってあらかじ
め考えた 5つの質問を
相手に聞きましょう。

Please pair off [up] and ask your partner the 
fi ve questions you have prepared.

3. ペアになって昨日した
ことをお互いに聞きま
しょう。

Please pair off [up] and ask each other what 
you did yesterday.

4. ペアになって相手と
ノートを交換しなさい。
そこにお互いのコメン
トを書いてください。

Please pair off [up] and exchange your 
notebooks with your partners and write 
down each other’s comments.

5. 前後の生徒とペアにな
りなさい。そして会話
文を音読する練習をし
なさい。

Make a pair with the student behind or in 
front of you. Then please practice reading 
the dialog aloud.
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Chapter 1 ｜ オーラル・コミュニケーション

6. ペアになって私が出し
た問題を解きなさい。
最後に、1つの組にク
ラスのみんなに報告し
てもらいます。

Please pair off [up] and solve the questions I 
have given you. At the end, I’ll ask one of the 
pairs to report to the class.

エ．グループで活動させる  Group activity TRACK 05 04

1. 3人組［4人組、5人組］
を作りスキットの練習
をしてください。

Please make groups of three [four / fi ve] and 
practice the skit.

2. 4人1組になり、スキッ
トを演じる練習をしな
さい。

Form groups of four and practice acting out 
the skit.

3. 3人 1組になり、短い
スキットを書いてくだ
さい。完成したら持っ
てきてください。

Form groups of three and write a short skit. 
When you have fi nished, please bring it to 
me.

4. 4人 1組になり、2人
ずつ向き合うように机
を動かしなさい。そし
て、一緒に発音の練習
をしましょう。

Get into groups of four and arrange the 
desks so two people can face the other two 
and practice pronunciation together.

 グループワークはスキットの創作や練習を中心に例文を示した。 Notes:

bリスニング Listening

ア．オーディオ機器を使う  Using audio equipment TRACK 05 05

1. （最初に）CD［DVD］
を聞きましょう。

Listen to the CD [the DVD] (fi rst).

2. メモを取らないで聞い
てください。

Don’t write anything down. Just listen.
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3. CD［DVD］を聞いて繰
り返しなさい。

Listen and repeat after the CD [the DVD].

4. CD［DVD］を聞きその
内容を話してください。

Listen to the CD [the DVD] and tell me what it 
is about.

5. CD［DVD］を聞いて質
問に答えなさい。

Listen to the CD [the DVD] and answer the 
questions.

イ．教師が音読して聞かせる  Teacher’s reading aloud TRACK 05 06

1. 本文を読むので聞いて
ください。

I’ll read the text. Please listen.

2. その一節を 2度読みま
す。最初はゆっくり、
次は普通の速さです。

I’ll read the passage twice, fi rst slowly, and 
then at a natural speed.

3. これから読む一節を聞
いてください。そのあ
とにいくつか質問をし
ます。

Please listen to the passage I am going to 
read. I’ll ask you several questions afterward.

4. ジョンソンさんと私は
スキットを読みます。
そのあとクラスの皆に
何の話をしていたか伝
えてください。

Mr. Johnson and I will read the skit. Tell the 
class afterward what we are talking about.

5. ジョンソンさん、クラ
スの皆に最初の段落
［節］を読んでくれま
すか？

Mr. Johnson, would you read the fi rst 
paragraph [passage] to the class?

 4は ALTと教師がスキットを読む場合、5は ALTにモデル・リーディングを依
頼する場合。 

Notes:


