
中学校週三時間英語を考える

話す活動と他領域の活動との関連をはかった実際の授業を通して

1 はじめに

中学校の英語が週3時間となって丸三年が過ぎょうとしている。私自身これから国際社会に

生きて行かねばならない中学生が、時代に逆行して外国語の時間が削減され九ことに対する深い

不安は残るものの、手をこまねいていろだけでは、従来の4時問、 5時間でさえ満足のいく効果

がみられなかったのに、 3時間制のもとでの生徒の英語の学力低下は明らかであると思う。そこ

で本校英語科でも週3時間の問題と真剣に取組み次にかかげる主題のもとに研究をすすめ今日に

至っていろ。そしてこれらの研究を通して言えろことは、この週3時問の問題を解決すろーつの

大きな方法は生徒の意欲(情意面)を重視すろ指導であると思われる。

昭和53年度「意欲的な表現力を伸ばす英語科学習」明治図書「学習のダイナミック化

と形成的評価」 P 160~173参照

昭和54年度「意欲的な表現活動と読み活動の効果的な結合をねらう授業過程」

昭和56年度「主体性を育てる英語学習」

昭和57年度「自己表現能力を育てろ英語科学習」

昭和58年度「表現力を育てる英語科学習」

以上本校が長年「話す活動」を中心に研究をすすめていく中で、私が一貫して指導してきた方

法のーつに 3-sentence-SもOTy 指導があろ。上記研究の中でも、その指導方法につい

て、触れてはあるが、まとまったものとしては末だ発表をしていないので、週3時間になって丸

三年を迎えるにあたって、本稿では、過去3ケ年の成果を発表して、関係諸氏の御指導と御意見

を賜り、今後の指導に役立てたいと願っている。

田 辺 裕

1 3-sen土ence-S土ory 活動の実際と考察

私が 3 -sentence-story と呼んでいるこの活動は、生徒に自分の話したい話題を三

つの文章でまとめて発表させる活動で、授業の最初のところで5~10分で行なう活動である。

自分の言いたいことを三つの文でまとめて表現すろことは、国語力と大いに関係すろことではあ

ろが、なれてくると、かなり内容のあることを上手にまとめて発表できるようになった。以下

具体的にその方法を実例をあげながら考察を加えていきたい。

1.3 -sentence -story活動の内容

ア) 3 - sentence- Sもoryの作らせ方

新しい単元で新文型を導入したあとは、必らず基本文型を中心に三つの文を用いてーつの
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ストーリーを作らせている。その際何を参考にしてもよい。(特に教科書に出てくる文型の

利用、ラジオテキストの利用、英和、和英辞典の利用をすすめている)あらかじめ課題とし

て提出することもあれば、教室授業のところで条件を提出し、即座に作らせる場合もある。

イ) 3 -sen卞enceで物語を作らせるねらい。

私はこの3 - senもence -story活動に、四つのねらいをもってぃる。

a)俳句の精神から

もちろん自分の言いたいことを三つの文章でまとめて表現することは、英語力以前に、

国語力と大いに関係する分野であるが、俳句が5、フ、 5のことばであれほど豊かな表現

力をもっているとするならば、三つの文章で自分の言いたいことは簡潔に表現できるはず

であるという仮定に立っている。

b)時間的制約から

自分の言いたいことを時間制約なしに言わせることは限られた時間内に不可能なことで

あるし、生徒が短時間の中で作られる文章の数は三っが最良と考える。なれてくれば3つ

の文章でーつの話題を作ろのに5分はかからないし、その発表を含めても10~20分あれば

総当数の生徒の発表が可能である。

C)効果的な他領域の関連をめざして

生徒に自分の話したい話題を作らせる際に、教科書に使われている文型、ラジオテキス

トに使われている文型を参考にさせているので、いざ自分が使おうとすろ文型を教科書に

求めろときには、今まで不注意に見逃してきた文中での文型を再確認することにより、従

来よりょり深い読み活動が、自主的に行われていろと考えられる。また書く活動も、自分

の話したいことがらについて、教科書やその他の資料を参考に書かせるので、より確かな

書くことの言語活動にもつながると考える。

d)話す活動のより的確な評価をめざして

話す活動の評価の困難性については、多くの学者の意見の一致するところであるが、話

す活動と他の活動を関連させることにより、その評価がより容易に、しかもクラス全員の

チェ*クが同時に出来る方法がないものかと過去の研究の経験から考えっいたのがこの方

法である。元来話す活動は音声中心の活動であって、書くこととは関係のない活動である

が、自分で話そうすろ内容を書かせて提出させることによって同時にチェ*クが可能にな

り、あてられた生徒については、自分の書いた文を見ないで発表きせることによって、純

粋な話す活動をさせろことになるのではないかと思われる。教師はその生徒の作品から基

本文のチェ"クをし、個人または全体に形成的評価を加えながら指導することにより、

より適切な話す活動の評価ができ、基礎学力の定着にもつながる指導であると考える。

ウ) 3 - senもence -storyの評価方法

a)音声面の評価

あてられた生徒にっいては、声の大きさ、聞いて話の内容が理解出来た、発音の三点を
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基準に教師がABCDの4段階で評価する。 Aは聞いてよくわかろ。 Bは大体理解できる。

Cはあまりょくわからない。 Dは全々わからない。

b)生徒の作品から

あてられたら言うであろう話しを書いて提出させ、それを次のようにチェ*クし生徒に

返す。あらかじめ生徒にその評価方法は知らせておく。

Aは基本文型の使い方が正しく話しもまとまっている。 Bは基本文型以外の表現の中で

いちじるしいまちがいがあろ力入文法的には正しいが、文のまとまりがないもの。 Cは基

本文型の使い方がまちがっていろもの。 Dは無答または全々話しのまとまりのないもの。

次に代名詞北の使い方についての評価の→テ1jをあげてみる。

生徒Yについて、 Aの評価をした作品

1 1)ave a bicyle.11)e bicycle is old Blt 1 1ike it.

次の同じような作品であろが、別の作品でBの評価をした作品

1 1)ave a piano. A piano is good 1 1ike iも

話題に二度目にのぽるPian0について、 theをつけられない。

さらに同じような作品について、また別の生徒にCの評価をした作品

Sadao has a bicyc]_e.1t is very new.1 Wanも it.

最初に出てくる北の使い方は正しいが、二度目の北は自分も貞夫のもっていろような新

しい自転車が欲しいという内容であろので北の使い方が理解されていないものとしてCを

つけ九が、その生徒には個人指導で非常に高度なあやまりで、その生徒の英語の実力を高

く評価しながらも北の使い方については今後も注意するように指導した。

2 3-sentence-story活動の実際(以下この活動を3-S活動と記述する)

① 1年生の指導伊」(現2年生が1年生の時の事伊D

ア)進行形の指導

新文型(進行形)を10月4日に導入、その後数回上記の方法で活動を重ね約二週問後

の 11月19日の中間テストで、二つの方法で新文型(進行平づ)の定着をチェックしたと

き次の結果を得た。

a)単純テストによる進行形の理解チェック

中間テストの中で進行形の理解をみる単純なテストで、 read もhe bookというこ

とばを用いて、 Heを主語にして、進行平づの文を肯定文、疑問とその答え方、否定文の

三つの文を書かせる問題に対して次のような結果であった。

中学校週三時問英語を考えろ

評定

A

内

B

完全解答

C

合

部誤答

1組

答

27

2組

7

Ⅱ

32

3組

2

Ⅱ

32

4組

3

8

57

31

5

8

122

17

%

38

68.9

9.6

21.5
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上の表でもわかろように、進行形を作るというルール的なことはかなり高い程度に理

解していると考えてよい。

わ) 3 -sen土ence-storyの中でみられる進行形の理解のチェック

中閻テストの中で、進行形を用いて三つの文でーつの話を書かせるという問題に対し

て次のような結果であった。〔資料一〕参照

評定

A

田

内

B

完全正解

C

辺

D

容

部誤答

基本文誤答

裕

誤

中間テストによるこれら二つのテストから、単純な表面的な理解度をみるテストでは

かなり高い正答率に対して、実際に基本文を用いて話しを作る3-S活動では正答率は

かなり低下している。このことから実際に話させる活動の中では、かなり多くのまちが

いをしながら話しをしていることがわかる。単純テストでもみられたように、この種の

テストの中でも、te動詞のない誤答が93名中で54名もいナこ。生徒の発表だけを聞いてい

ると He reading a わookはHe is readin宮 a bookに聞こえているので話しも

よく理解できるが、同じ生徒のものを提出させチェ*クしてみると、be動詞がぬけてい

ろ表現になっている。やはり書かせて提出させて始めてチェックできたことであっ九の

で、この3-sentene-Sもoryを書かせることが基礎学力の定着のチェックと指導に

有効であることがわかった。

全体的に言えることは、文法規則は理解していても、実際に運用させてみると、本当

に理解されていないことがわかった。今後一層この活動を通し、形成的評価を生かし、

フィードバックさせながら着実に指導していきたい。

イ)新文型(進行型)にとらわれない,Yθθなトピックの中での 3-S活動

新文型(進行形)を用いた3 -S活動より、トピックは自由ではあるが新文型にとらわ

れない活動での話題の広がりはひろく、よりダイナミックな生徒の話題の発表がなされた。

このことは次に示す表でも推察できるように、生徒の使った動詞の種類からも明らかであ

る。〔資料二〕参照
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答

10

2組

6

16

14

13

3組

6

14

12

U

4組

H

10
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10

6

10

55

9

29

%

50

31.0

43

進行形を用いナこ3-sentence-story

16.4

Freeな 3-sen力ence-story

17 8名( 1年生全員)

28.2

24.4

ウ)客観テストによる診断

話す活動は3-S活動を中心に指導を展開してきたわけであるが、他領域との学力差に

どのように影響しているかについて、「教研式中学診断学力検査1年英語」を 12月に実

施して、調べてみた。結果は次の通りであった。(昭和57年12月実施)

既習4勵詞

5 7 %

未習4勵詞

5 5 %

4 3 %

4 5 %

種類

21

29

調査月

18仲間テスト)S 57.10

15(授業中)S 57.10

58 -

日
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教研式教科別・領域別(診断)集計表

1 ネン エ、イゴ

人数

ケイ

第 1 。
キクコト・ハナスコト
全国正答率51 満点(2田

中学校週三時間英語を考えろ

5段階分布
現率

88

90

178

18.2

国水準
の比

18.2

上記の表でもわかろように、各領域とも平均して伸びており、極端にある領域だけが低

下していろこともなかった。全国平均から1土較すると、書くことの領域が一番伸びているこ

ことがわかる。やはり、 3-S活動が自分の発表し九いことを書かせろ活動であったので

この結果につながっ九と思われる。いずれにしても上記の結果が、 3-S活動を通しての

み養われた学力であるとは言えないが、各領域とも5段階評定の4段階以上力刃5%を越え

ていろので、この診断テストにみられろ限りにおいては、 3-S活動を中心に行っている

現在の方向が基礎的な学力を形成すろことにおいても有効であったと思われる。

② 2年制の指導伊」(現2年生の事伊D

ア)過去時制の指導例

新文型(過去形)の導入を 2月上旬にLI.,教室で行ない、その後授業の中で他の文型や、

Frθ6なトピ*クについて、 3-S活動を約ーケ月間指導した後に、 3月11日の期末テ

ストで過去時制を用いての3-S活動についてチェックした。次に実際に教科書で取扱う

ようになって、 vi6北θdという動詞を限定して、この動詞を中心に3-S活動を授業中

に指導したものについてチェックした。以下これらチェックを↓嫩しながら考察を加えて

いきたい。〔資料三〕参照

a)テストによるチェック

A.期末テストにみられる生徒の反応 B.教科書で取扱っナこ規則動詞(viS北ed)を

(旧 1年1組 45名について)用いた生徒の反応(同じ生徒について)

18.2

答ゞ100
70.0
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0

70.0

傭一全平均・、高

************

2

2 0
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2

3
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4
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4
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5
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聖警,0
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0
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2
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0

3
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84

17.1

52.5

鴇卦00
69.6
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2

0

3
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2
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4
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Ⅱ

イ
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5

誤

ウ
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現在形と過去形との混同

二L

答

規則動詞と不規則動詞の混同

オ

形容詞との混同

の

力

他文形との混同

種

キ

新文型(過去形)以外の誤答

ク

類

未完成解答し3つの文を用いていない

文のまとまりがない

A(人数)
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B(人数)

1 1

4
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備

7
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b)テストの考察

実際に教科書で取扱うまでに、上工教室で導入してから約三ケ月間があった。その間、

新しい文法事項は不定詞の名詞的用法、動名詞(目的格)を取扱い、それらの運用も平

行しながら今日に至っている。なるほど期間は3ケ月あったが、その間に、卒業式、春

休み、新学年度のあわただしさの中で十分な運用がなきれたわけではないが、以下アか

らクまでについて簡単な考察を加えてみたい。

ア.正解者の数がやや減少しているのは、期末テストでは過去時制ならどんな話題でも

よいという範囲の広い出題に対して、後者はViS北edという限られた動詞を使って

の話題を要求したために起った現象であり、過去時制の定着度が低下したわけではな

いと思われる。資料にもみられるように、かなり豊かな内容、まとまりもすぐれてい

る発表がみられた。(資料三参照)

イ.生徒の作品を通して一番指導の困難性を感じているのはこの点であり、またこの3-S

活動を通してのみ知り得ろ生徒の弱点である。資料にもみられるように。最籾の文は、

文法的にも、発想も正しく使われていろが、二つ目、三つ目の文にいきなり現在時制

との混同がみられる。

このことは、日本語が英語ほど明解に時制に関して表現しない点に起因するものと

考えられる。(資料3参照)次にこの種の誤答は過去時制の使い方そのものが定着し

ないま＼に、試行錯誤の中で行わせた活動で育てられた悪い結果によるものも考えら

れろ。いずれにしても、この種の間違いをしないように形成的評価を加えながら長い

期間を通して、正しい過去時制の運用を身につけさせたい。

ウ.資料3 にみられろように、肌t舶_. n捻k鯛..地〕圃_.飢血加.の限られた動詞ではあ

るが、動詞の変化表を持たせているが、それを使って確かめることをしなかった生徒

がみられた。その生徒には動詞の変化表の使い方を再度注意した。

エ.形容詞との混同は次の 1例1こ過ぎなかった。

I made a cake yeSもerday. 1も iS ▽ery niced.

オ.他文型との混同も次の 1例があった。

I waB played tennis yeSもerday. Be動詞との混同はこの 1名であった。

カ.基本文(過去時制D以外の誤答は一番多く、既習の文型を綜合的に使わせるこのA

活動はや＼最近になってマンネリになり、以前ほど注意深く読み活動との関連がなさ

れず、安易に自分の力で文を作ってしまうところから、多種多様のあやまりがみられ

る。今後、さらに一層の形成的評価をきびしくし、基礎学力の定着を計っていきたい。

キ.三つの文でーつのストーリーを作る約束であるが、時問切れのため、途中で提出を

しなければならなかった生徒は、わずか前回と今回を合わせて4名であったことは、こ

の3-S活動にな松力心りa漣度で1つaメ勿§劭祚られるようになったものと考えていろ。

ク.文のまとまりについては、国語力と大いに関係するところであり、英語力以前のことが

考えられる。また教師の主観的な見方により力心りきびしく評価しすぎるかも知れない。

イ)客観テストによる診断

1年時にも実施した「教研式中学校診断学力検査2年英語」を58年12月に実施し、話す
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活動(3-S活動)と他領域との学力相関を診断をした結果、結果は次の通りであった。

もちろハハこのテストだけで結論を出すことはできなし功ゞ、全体的な英語学力の傾向は伺える。

教研式教科別・領域男IK診断)集計表

2 ネン エ、イゴ

中学校週三噺司英語を考える

ケイ

人数

1 0
キクコト・ハナスコト

全国正答率56 満点(3の

5段砦ラ}'布
出現率

83

87

170

全国水準
との比較

23.2

均

正答率

22.6

22.9

フフ.3

全国モ答率XI00

75.3

76.3

低←全平均一高

************

第 2 部
ヨムコ

全国正答率43 満点(32)

今上の表を 1年時の同種のテストと比較するならば各領域の学力の伸びて考えられる。

2

全国 1年正答率

3

138

得小
平均

10

本校 1年正答率

134

領域

4

136

24.1

32

全国 2年正答率

23.6

正答率

5

23.8

75.3

56

本校 2年正答率

全国モ答率XI00

73.8

聞く

74.4

0

低←全平均→高

***********

年時5
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5段階評定の4段階以上の%は2年時はや＼おとるが、各領域の全国との正答率は 1年

時に比較してほとんど同じであろ。むしろ書く力は 1年時にくらべてや＼正答率が伸びて

いるのは、この活動が話させる活動と書かせる活動を密着させているから、 1年時の学力

を保つことができたと思われる、また読む活動も、生徒が話す資料や表現方法(模範又型)

を読み資料(教科書、 NHKテキスト、辞書、参考書等)から求めてぃろので、読み活動

も深まっていろと考えている。もちろん上記二つのテストは同じ生徒を対象に実施された

ものである。

ウ)現 2年の 3 -S活動

現在は文型を中心というよりもトピック中心に3 -5活動を行なっている。〔資料四〕

にも見られろように、トピックによって、こちらの意図する文型が十分に指導されること

がわかっだ6 今後このトピックを単元に計画的に配列し、工夫すればさらに効果的な3-S

活動ができると思われる。現在はや＼思いつきにトピックを与えているので今年度の生徒

の反応を整理しながら今後の指導に役立てたい。本稿はその整理の第一歩であろ。以下ト

ピックと生徒の反応について提示すろので資料四を参照しながら見てい九ゞきたい。

段階の
の%

読む

18.1

5

76.3(+20.3%)

58

19.8

ーーーーー^XI00

72.0

40qo

93%

60.3

こ

0

66.0

72.9(+32.9%)

低←全平均一高

**********

2

88%

と

3

439'0

3

257

Ⅱ

書く

215

74.4(+31.4%)

4

236

14

37%

97%

5

こ

72

71.3(+ 34.3%)

94%

と

28%

備

66%(+38 %)

()内

の%は全国

との比較を

尓す。

98%

考

86%

61

"
均

得
平

男

女

計

1
4

2
4



険 トピ
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4
文化祭

生徒が一番多く使った文型

田

①については夏休み前に出したので未来形が多かったが、②についても未来形を意図して

出題したが結果は不定詞の名詞的用法(冊nも切)が多かった。このトピ*クは不定詞の名詞

的用法の指導に適したトピ*クであると言えよう。③・(4)についてはこれらの行事が終った

直後に授業中に取扱ったので過去形の使用が多くみられ九のは当然であろと言えよう。実際

の生徒の発表については〔資料四〕を参照されたい、紙面の都合で①メ4)までの例を各5つ

ずつしか提示できないのが残念だが、 1年当初の発表の時より同じ3つの文で発表させるの

であるが、内容の深まり、すなわち表現力が豊かしてなっていろことに気がつかれると思う。

③ 3年の指導例

現高校2年生が中学3年の時、彼らは1年、 2年は週4時問、 3年になって週3時間の生

徒で、いずれも私自身が同じ3-S活動を通して 1年から3年まで指導し九生徒である。 3

年3学期の期末テストで二種類のテストを出した。ーつば教科書の巻末にのっている

諺について、 3つの文で解説をすろ。もうーつは最近のトピックについて3-S活動をすろ。

このテストは辞書を使用してもよいテストにした。内容、表現も1、 2年と上嫩すると相当

高度な表現力が育ってきたと思われる。〔資料五〕参照、また 3-S活動の完成として「さ

らば母校」と題して 15の文で発表をさせた。紙面の都合で生徒のすばらしい発表が十分に

掲載できないのが残念だが、〔資料五〕にその^を掲載してあるので参考にしていただき

たい。また紙面の都合で3年の指導についての考察は省酪する。

未来形

不定詞の名詞的用法

辺

動詞の過去形・動名詞

動詞の過去形・動名詞

感嘆文・不定詞(副詞)

裕 弼

生徒が一番多く使った動詞

WanL

飢〕ooy舶.^恢mt. visil:XX]_.

釦ooy圃.π,土d〕鱒.冊6

become

(1.23.4.を通じて90種類以上の動詞)

出題時期

7月上旬

あとがき

過去3ケ年の資料はあまりにも多く、本稿で十分それをまとめろことができなかったが、生徒

の主体制を大切にしながら指導してきたこの3-S活動が、週3時間英語にマッチし九指導であ

ると断言はできないが、さきゃかな研究を通して感ずろことは、教科書中心に定められた単元を、

限られた文型練習に終る指導にくらべろと、生徒の学習範囲は無限に広く、生徒の使う単語の種

類は教科書に出てくる数倍の量である。もちろん生徒が完全にそれらをマスターしていろわけで

はないが、それらの文型、単語を使って話そうとした意欲はこの 3-S活動を通して育てること

力河能であったし、また教師もその都度チェックが可能であり、生徒ひとりひとりにその場に応

じて指導が可能であった。各単元の到達度も生徒ひとりひとりの発表を通してチェックでき、授

業の形成的評価と深化補充に役立った指導であったと自負している。今後一層研究を重ね3-S

活動を改善し、生徒ひとりひとりの英語の表現力を豊かに育ててきたいと願っている。

7月下旬

10月中旬

Ⅱ月上旬
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〔資料一〕

中間テストにみられる生徒の3-sentence-storyの紹介

1)評価 A

.1 am studying in the living room. My room is very hot. so l can't study in my

.My brother is studying English. He is studying for the test. He is very busy now.

.our examinations are in october. They are very hard. so l am studying.

.Mr. Tanabe is teaching English. His EngliS11 is very interesting.1 1ike English.

.1 aln playin宮 kendo.1t is healthy spod. please try it, every one!

.My father is playing golf. He Hkes it. But my mother doesn't Hke it.

.Adachiis playing soccer with Koura. They are playing soccer in the ground. They

are good pleyers.

.1 am in the Kyodo Geino club.訊le are practicing zenidaiko for the school festival.

Zenidaike is very hard.

.1 am studying English.1 Hke En創ish. our English teacher is Mr. Tanabe.

.W'e are studying EngHsh.1t is very hard. But w'e have a very good teacher.

2)評価 B

.1 aln studying history.1 aln reading about history.1 aln using notebook too.

.Moriis reading E旦且!釜五_互ΩΩk. He can speak EngHsh very we11. He likes English.

. she is playing the piano.1aln playing the piano, to. she p!聖 the piano very much.

.You are studying math.1 aln !獲t旦旦i旦且 Kiso English.1 Speak English very we11.

.Mr. Tanabe is teaching English. He is we11 teach. He is our English teacher.

rooln.

中学校週三時間英語を考えろ

.Hanako calmot play te血is. Tadashiis teaching har now. He is a very nice boy.

.Mizutnoto is skating now. He is a very good skater. He skates in Yona o in Y

S.P.

' Naoko is playing th piano. she p【旦g逃旦 every day. How weⅡ

.You like tennis.1 1ike te血is, too.1 aln playing tennis.

.1 aln not studying Japanese.1 am studying English. But l can

3)評価 C

ア、 be動詞のない進行形

'1 am seeing a rabbit. The rabbit is my pet.1LI1皿旦i塁且 in my room.

.Todoy is sU11day.1 read books. L工旦旦di旦且 Snow white.'

.Mother cooking sup r. she is very bvsy.1 help her.

'△1Σ_!^k旦並旦旦且 a vest. The c010r of the vest is pink. The vest is Inlne.

.1 havin En ish test now'.1t is very hard. please help me.

.11ike English. L望亘旦盤 English.1 Practice English every day.

.L工旦旦4i旦且 book. The book na111e is Heike-Monogatari.1t is very nice.

.1_R!旦yi盤 the piano. Yoko is playing the pia110, too. But l don't psactice With her.

She plays the piano!

(文のまとまりがない)

Study Japanese.

(文のまとまりがない)
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・M

Inuch.

.1 1ive in Nishi-Tsuda. L亘迅旦且 a bicycle.1 going to Scho01.

'1_^四yi旦且 math.1t is very hard. My sister helps me.

イ、他の文型との混同

Sister Ia in

.He doesn't usi.ηg a pencil box.!1旦_旦望旦且 a pencil ckse.1t is Very nlce.

'1)Ω_yΩ^!旦Σi旦且 the piano? NO,1 don't.1 aln playing trulnpet.

'what 4Ω_yΩ旦_」1^? 1_^四Σi旦且 math.1 have much htmework.

'YOU 9旦旦_●!旦yi旦且血e piano.1_』担旦_●!旦Σi旦呂 the piano, too. W'e like music.

ウ、進行形の使い方

'1 am in the basketba11 Club.1 旦!旦_P!旦Σi旦窒 basketba11 旦y旦工^Σ、1 1ike it very much.
4)評価 D

'Today is New Year'S Day.1 Writing to ma11y h'iends.1t is a very hard.

'1 Playing soccer.1 Playin宮 h即dba11.1t is a happy.

..1 Hve in Matsue. Matsue have good fish.1 1ike fishing.

'W'herr is you going? 1 atn going Hbrary.1 am going market, too.

'1 Can playing swhns. You can playing Aikido. You can playing judo,too.

.Don't busy. so l a111 reading book. TMs book is English book.

.1t iS 12:20 now.1 eating lU11Ch now.1t is happer time.

'1 go to liverary on S如day.1 Studying in the liverary. The next day we have exans.

'My dassmyt aying a cite.1 don't 丑y a cite. so l don't aying a cite.

.My father wash him car. My mother wash her dog.1 help them.

〔資料二〕

文型にとらわれない自由なトピツクにっいての生徒の 3 -sentence-storyの紹介

.My name is shU11ji.1 Hke my nalne.1 thank my father and mother.

.W'hen are you busy? 1 aln busy in the mormng.1 UsuaⅡy help my mother in the

mon11ng.

.My grandfather and grand1110ther live in Yokota. W'inter is very cold in Yokota. SO

they visitour house in winter.

.There is a ta11in china.1t is the geat wa11in the world.1t is more than 240okm.

. Matsue has a big river. so there arj many bridges in Matsue. They are Kunibiki・ohashi,

Ohashi, shin・ohashi, atld Tenjin・bashi.

.1 Use a new bicycle. My brother uses it, too. so we always quarrel.

'W'hat time do you get up? 1 get up at six. oh, how early you get up!

'There is a S11rine near my house.1ts nalne is Kasuga. sometimes l visit the shrine.

'My house is in Halnanogi. My house is old. My falnily wants a new house.

.My father is a teacher. He goes to school by his car. He is a very good teacher.

. My falnily has a big Kaki・tree in our garden.1n faⅡ it has many fN壮S. W'e eat them

in fa11.

the piatlo. My brother playing the guitar. They Iike music

田 辺 裕 弼

Very
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.1 1ive in Mihonoseki.1t is near the sea aTld m0山ltains. so we ca11 eat good fish and

Matsu・take.

.1 ho to school by bicyde. But on a rainy day,1 go to school by bus. on the day

I have some coins in my pocket.

. My cat likes Kotatsu. But the Kotatsu in my house is Hori・gotatsu. so the cat is always

bumt.

.1 Can speak English. Because Mr.Tanabe teaches English speech. NOW' 1 如derstand

English.

.My father lives in Halnada. on S山lday he comes home.1t is a very happy day.

.My mother makes good dinner. My halnily like her dinner very much. W'e enjoy her

dinner.

.My father is a policeman. W'e have KU11ibiki・Kokutaiin september and october. He

is very busy in these months.

.My mother'S COU11try is oda. My falnily go to oda in sulmner. Her father's home is

by the river.

.on w'ednesday l watch television.1 Watch T011血y and Matsu on TV.1t is a happy

time.

.My father lives in Tsuwano. He comes home on S山day. He likes S山lday.

.There are 540 students in my scho01. The school haS 30 teachers. They are good

teachers.

.1 am in the Kyodo・Geino club.1 Can play the zenidaiko.1 Practice the zeni・Daiko

for the festival.

中学校週三時問英語を考えろ

〔資料三〕

期末にみられる3-sentence-stow (A)のア

*Did you watch 'E.T.'? 1 Watched it.1t was very exciting.

*1 1ived in shohokudai. NOW I Hve in Kuya.1 1ike Kuya be廿er than shohokudai.

*1 Played tennis with Kamigaki.1 Was stronger than he.1 had a good time.

*W'hat did you do on sunday? 1 Visited Maki's home. Her room was very clean.

*1 1ived in lshibashi before. But 1 1ive in Agenogi now. My house was built four years

ago.

*Keiko played s0丘ba11. she hit a home-r山1. so her tealn won the game.

教科書のVisitedを使った3-sentence-story (B)のア

* Yesterday l visited Kaiyo-center.1 Played basketba11 With my friends.1 had a good

time there.

*1 hada lot of time on S山lday. so l visited chiaki's home. The time was very happy.

*My falnily ?isited Yayoi Depar如ent store.1 Wanted to buy something to eat. But

We didn't buy anything to eat.

* My mother, my br0血er aTld l visited my gandfather's home. The house is near Honjo.

We had a good time there.
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*1 and my mothere visited osaka in March. W'e went to seibu Department store. W'e

Were surprised that it was so big.

*My grand1110ther lives in Kurayoshi.1 Visited there last spring. of course l went to

Utsubuki park, too.

期末テストにみられる 3 -sentence-story. (A)のイ

*Yesterday i旦 S如day.1 Went to Mt. Daisen. W'e skied with my hiend.

*1 ate an apple.1t is very good.1 Want more apples.

゛My mother has cold. So l cooked dilmer.1t is very difficult.

*Yesterday was satoko's bidhday. she made a cake.1t is very nice.

*1 Went to the dentist yestrday. Because l have a toothache.1 go there today, too.

教科書のVisitedを使った 3 -sentence-story. (B)のイ

゛Yesterday my hiends and l visited pino.1 旦旦Σ a bag. The bag is very nice.

*1 Vislted Hiroshilna last S醐day.1 呂9. to Hiroshima with my father.1 bought two
books.

*1 Visited my 醐Cle two years ago.1

期末テストにみられる 3 -sentence-story.

*1 eated octopus yestrday.1 don't like

*wataN rU11ed fast. He Nned as fast

*1 maked cakes.1t is birthday cakes.

教科書のVisitedを使った 3 -sentence-story.

*1 Visited the sea in S山nlner.1 Swhned h)

田 辺 裕 弼

〔資料四〕
S山1血er vacation

*1 aln vely glad to have a happy sU11血er vacation.1 Wi11 go to Hiroshima to play

there.1 hope it wi11 Come soon.

*1 W辺 join the Boy scout camping in lzuha. we had a good time last year.1 hope

it wi11 be fine this year, too.

*Tis S山1血er l wi11 go to my grandlnother's house. But l wi11 have to take part in

my dub activities. so l can't stay there for a long time.

* My falnily wi11 go to Tokyo by car tMS S山1血er. But l W辺 go there by train. Because

my dream is riding 、The lZ繊no Express'.

*1 am looking forward to the sut1血er vacation. Because l wi11 go to my sousin's house

in Hatnasada. W'e can see beautiful Lake shinji from there.

My Dream

*1 Want to become a storekeeper. My fa血er has a falnous cake store named

、Fugetsudo'. His sttre is over one h血dred years old.

*1 Want to become a doctor. Because l respect my father.1 WiⅡ have to study hard.

*1 Want to go to the Mars. Maybe everyone can go to the Mars in the 21St century.

Then we may be able to meet the E.T.

Swimed w'ith hiln. W'e are very happy.

(A)のウ

it. But my father likes it.

as l. He is my good friend.

1 抑盤竺迦呂」主

(B)のウ

it.1 Wi11 Visit the sea this year, too.
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*1Wa11t to become a piano teacher. But there are matly piano teachers in Japan. W'i11

I be a good teacher?

*1 Wa11t to be a policeman.1 Want to catch a robber. W'hat sha11 1 do if l was Ki11ed

by a robber?

School Excursion

*W'e we址 on talking ti111ate at night at the hotel in Kyushu. But we were never

Scolded by teachers. Because when a teacher opened the door of our room, we became

Silent quickly.

*1 Was snoring when l was sleeping in Kuln飢10to. SO Tofuku, one of my friends wasn't

able to sleep we11. Next day he said,"1 Wasn't able to sleep we11 because of your

Snore.

中学校週三時間英語を考える

*W'e visited Horikiri Toge in Kyushu. The scenery was very wondedul.1 Wi11 never

forget that.

*1 heard an interesting thing in Nagasaki.There Few people ride on a bicycle. Beceuse

Nagasaki has many slopes.

School Festival

*we looked at an English drama of FEs club.1ts tiue was that emotional masterpiece

E.T.1t was so interesting that l gave it a loud laugh.

* W'e had our school festival on october 28-29. our dub had a conced then. of course

辻剖'as a big success.

、There was a school festival the other day.1 Was in the movie circle at that time.

I rea11y enjoyed watching movies.

*1 Saw many things in our school festival. But Mr.Akiya111a's lecture was the best

Of a11 the 血iugs. Because l aln interested in south pole.

*W'e members of sakado club gave a tea ceremony party in our school festival. The

tea ceremony party was crowded with many teachers and students. so we were very

busy, but l had a happy and agreeable time.

〔資料五〕

Proverbs:'Teaching is Leaming' 1 Was not good at math. A month ago, my sister asked

me some questions and l taught her. strange to say,

a丘er that l was more interestedin math.

The other day,1 1eft home later than usual, so l hurried

to scho01. But 110st my bag on my way to scho01, SO

I had to come back to the place where 1 10st it. This

accident told me that hurrying was not good.

'Experience is tlie best teacher' when l was in 血e third gade,1 Couldn't swim at a11.

I wont swilmning in a pool almost every day, and l

Could swim one hU11dred meters at the end. of the

S山r帥er. Then lthought this proverb was rea11y true.

'More haste,1ess speed'
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Topics:

*soon the third space shuttle wi11 be laU11Ched.1 admire Nasa and its workers. But

I hope them not to use it for war.

*Last week the airplane of JAL crashed.1 thought the management w'as worse than

the captain. The captain. The mana宮eme址 made the captain sick,1 think.

*Yesterday the orphans who remained behind in china ca!ne to Japan to find their

falnilies.1 hoN that they wi11 beable to find 血eir falnilies as soon as possible.

And l want them to be as happy as we are.

Good by to our scho01:

The time has come to say good by. Three years have passed and l have a lot of

happy events to remember. Especia11y l have many valuable memories of English. TWO

years ago,1 Studied English with Mr.Tanabe for the first time. At first l thought he
terTible teacher. But soon l f0山ld he was not only terrible but also kind,Was a very

Wise and cheerful. Thanks to him l can have a memory of two famous English speech

Contests.1 Practiced speaking En部ish hard with my 丘'iends. kld l took part in the

Contest as a represntative of this scho01. Although l couldn't get NO.1 in both contests,

I could get more important things from these experiences. W'hat a happy boy l am

to have such a nice memory! Now l have to say good by to Mr.Tanabe.1 Wi11 enter

the high school and leam a lof of new things.1f l meet a difficulty,1 Wi11 Surely

Overcome it. Thank you very much. Good by!(a boy student)

T11ree years have passed since l entered this scho01.1 Can't believe that we must say

good by this March. W'e could make a lot of happy memories and l always feel happy.
The festivals, the student c01111Cil, our graduation trip, everything is the dear memory

that we can forget. W'e were leaming a lot of things, about frionds, the life and so

On. And we were studying English for three years and we can write, speak and read

it now,. And English is the best subject that l Hke. Last S山1血er l went to canada
and l talked to some people wh11rlever l was free. They were very wonderful for me

to be able to use English that 1 1eamed and know other countries and peoPⅡ. They

WiⅡ become my friends of my heart when l aln happy of sad. From now on, we are

going out in a larger world and going our ways by ourselves.1 Want to know' a lot
Of things and become a good adult.1 WiⅡ do my best and l wi11 Cha11enge everything.

I wen't forget this school forever. Good by and thank you very much.(a girl student)

田 辺 裕 弼
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