


はじめての英語が楽しく学べる
ユーモア・ゲーム集

E143-S

みんなが「英語に積極的」になるために！ 矢島 ノブ雄（日本即興コメディ協会代表
　　　　　　 埼玉医科大学短期大学非常勤講師）

指導・解説

DVD版・英語教師のための文法指導デザイン
～ 指導目標から逆算した授業展開例 ～

E111-S

無理のないシンプルな文法指導で
生徒が自然と文法の本質部分に気づく！

E116-S

１年間の CAN-DO リストの目標を達成するための
言語活動のつながりを提示！

阿野 幸一（文教大学 国際学部 国際理解学科 教授
　　　　　 同大学院 国際学研究科 教授）

監修・解説

髙杉 廣張（山梨大学教育人間科学部附属中学校）

監修・解説

この DVD では、英語教師が文法指導をデザインする際、何がポイントであるかを具体的に提案す
ることをねらいとしました。
文法指導を効率よく行うためには、文法の特徴をしっかりと押さえて指導を考えることが大切です。
どのように文法の特徴を捉え、それを指導にどう生かすのかを紹介し、次に、指導目標から逆算し
た授業展開を提案します。そして、無理のないシンプルな文法指導とはどのようなものかを提案し
ます。また、教師がどのように英語を使って文法を生徒に理解させることができるか具体的に紹介
しています。この DVD をご覧いただくことで、英語教師がどのように日々の文法指導をデザイン
していけばよいのか、そのポイントをご理解いただけることでしょう。

「CAN-DO リスト」を作ったまでは良いが、使い方がわからない、全く活かされていない・・・。
そのような悩みや声にお応えする DVD ！
例として、CAN-DO リストにおける中学２年生での目標『身近でなじみのある話題について、相手
に質問したりしながら会話を続けることができる』を達成するために、毎日の授業でどのように教
科書を活用したらいいのかを取り上げています。また、学期ごとの活動例として、各単元、そして
１時間の授業単位をどのように作っていけばいいのかを具体的に紹介しています。 
中・長期的な目標を、単元・授業へどのように落とし込むかが見えてきます！

田中 武夫（山梨大学）

E111-1　 授業実演

横内 浩樹（日本即興コメディ協会役員）
ゲーム監修

巻数・価格
全 1 巻　  　    8,800 円（税込・送料別）

(53 分）

巻数・価格

巻数・価格

はじめての英語教育において、障害となるのは「失敗することへの恐怖心」です。「できない」と思っ
てしまった児童･生徒が、消極的なまま授業に入ってしまうようなことがあってはいけません。そこ
で必要となるのが「みんなが失敗」して、「みんなが失敗を歓迎」し、「みんなで笑いあう」雰囲気づ
くりです。それを可能にするのがこの “ ユーモア･ゲーム ” です。
ユーモア・ゲームは、5 人ほどからでき、5 ～ 10 分で英語力がなくても楽しみながら学ぶことがで
きるゲームです。紹介してくれるのは、「教員」であり「芸人」という異色の経歴を持つ矢島ノブ雄氏。
その経歴に違わず、披露してくれるゲームは「面白く」「雰囲気を良くして」「でも英語授業のために
なる」ものばかり。そしてそれらは、児童･生徒がその後の授業で積極的に英語表現ができるように、
工夫を凝らしてあり、英語そのものの導入だけでなく、授業前のウォーミングアップとしても最適で
す。
生徒の英語力に差があると感じていらっしゃる方、授業に入る際の『つかみ』が欲しい方は必見の内
容です。ぜひ、ユーモア・ゲームを使って、積極的で、活発で、笑いのある英語授業を実現してください！ 

「 CAN - DOリスト 」 を使った授業づくり
～ 目標達成のための言語活動の取り入れ方 ～

E111-1 「一般動詞（3 単現）の疑問文」／「過去進行形」
E111-2 「助動詞 must」／「There is (are) の平叙文」

(94 分）

(87 分）

E111-3 「more/ the most を使う比較級・最上級」／「現在完了形（継続）」
E111-4 「受動態（平叙文）」／「関係詞主格（主格 who）」

(106 分）

(84 分）

立川 武 （甲府市立笛南中学校）
E111-2　 授業実演

知見 晴弘（都留市立都留文科大学附属小学校）
E111-3　 授業実演

平井 成二（甲州市立塩山中学校）
E111-4　 授業実演

全 4 巻 　　  35,200 円
各　巻　  　   8,800 円（税込・送料別）

全 3 巻 セット特価  22,000 円
各　巻  　　　　　   8,800 円（税込・送料別）

E116-1 【一学期の授業】休暇や週末の予定について ≪ be going to ≫ (52 分）

E116-2 【二学期の授業】住んでいる町について ≪ There is/Is there ≫ (55 分）

E116-3 【学年末の授業】興味や関心のある事柄について ≪ 総復習 ≫ (51 分）

小泉 香織（渋谷教育学園幕張中学校・高等学校）
授業実演

2016.1

2018.12

2016.11

学習到達目標例、パワーポイント
ハンドアウト （計 19P）

https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd7931
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd7671
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8505


DVD版　TANABU Model
～レッスンごとに教科書の扱いを変える高校英語授業～

E132-S

アウトプット活動を通じて英語の定着を図る！

アクティブ ・ ラーニングによる
協同的な英語授業づくり

E118-S

英語力がぐんぐん身につく音読指導の決定版！ 江利川 春雄（和歌山大学 教育学部・
　　　　　　 同大学院 教育学研究科 教授）

監修・解説

監修

TANABU Model とは教科書に基づいて授業を行い、アウトプット活動を通じて英語の基礎を定着さ
せるために、レッスンの扱いに変化を持たせた “ 持続可能な ”「コミュニケーション英語の授業モデ
ル」です。その特徴は、教科書のレッスンの扱いに軽重を持たせることによってアウトプット活動
の時間を捻出し、アウトプット活動を通じて英語の基礎を定着させることにあります。授業は英語
で行い、アクティブで生徒中心、教科書に基づいた授業であること。汎用性が高く、誰でもできる
授業モデルとなっています。 
この DVD では、その概要と取り組みについて解説し、授業の進め方については模擬授業を通して
詳しく紹介しています。また、田名部高等学校で実施された実際の授業映像も収録していますので、
より実感しやすい内容となっています。

アクティブ・ラーニングとは「教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な
学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」です。そのアクティブ・ラーニングの中でも、最
も質の高い学びをもたらすのが「協同（協働）学習」です。「学習者同士が関わり合い、高め合う
必然性」をいかに組み込むかということが重要となります。
この DVD では、各地で先駆的に協同授業を取り入れている中・高の先生方の実践例を紹介。
あまり過度の準備を必要とせずに実践可能な学習活動や授業展開をメインに取り上げています。
ぜひ、日々の授業づくりの参考にご活用ください！

巻数・価格

巻数・価格

全 3 巻 セット  16,500 円（分売不可／税込・送料別）

CLILで楽しく！
All in Englishでフル活動体験

E126-S

実感＋体験＋気づき＝授業に還元！
英語教育・達人セミナー

授業実演

CLIL（Content and Language Integrated Learning：内容言語統合型学習）の授業とは、 英語の文法
や単語だけにこだわらず、その中からコンテンツ（文章）についてディスカッションや、リサーチ
をして、自分の意見をまとめ、グループでプレゼンを行う授業形態です。内容を生徒に見せながら
考えさせる中で、スピーキングやリスニングを通して自然に英文を身につけさせる、あるいは単語
を定着させていきます。
この DVD は、2016 年 10 月に名古屋で行われた「英語教育達人セミナー」での発表を収録し、さ
らに解説を加えたものです。英語学習、英語授業、英語教育を子どもたちのために考えるフォーラ
ム「暁の会」などで全国的に著名な田中十督先生が「英語でフル活動体験しよう！」というテーマ
のもと、All in English で授業実践例を実演しています。田中先生が普段授業で行っている帯活動、
guess what? クイズから教科書の内容へとリンクさせていく CLIL 型の授業、そして同時通訳トレー
ニングの方法について紹介しています。
All in English 体験で気づき＆発見が満載！英語で過ごすスペシャルタイムをご覧ください！

田中 十督（西南学院中学校・高等学校）

協力

巻数・価格

(119 分）

全 1 巻 　  　    7,700 円（税込・送料別）

E118-1 ジグソー法を用いたアクティブ ・ ラーニング
E118-2 アクティブ ・ ラーニングで読みと内容理解を深める

(66 分）

(97 分）

E118-3 アクティブ ・ ラーニングで Output / 表現力を高める
E118-4 ディベート的手法を用いたアクティブ ・ ラーニング

(137 分）

(135 分）

大野 傑（和歌山大学教育学部附属中学校）
E118-1　 授業実演

上本 晋之（大阪府・四條畷市立四條畷西中学校）
E118-2　 授業実演

有嶋 宏一（鹿児島県立甲南高等学校）
E118-3　 授業実演

竹下 厚志（神戸龍谷高等学校）
E118-4　 授業実演

全 4 巻 セット特価  30,800 円
各　巻  　　　　　    8,800 円（税込・送料別）

金谷 憲（東京学芸大学 名誉教授）

堤 孝（青森県立田名部高等学校）
授業・解説

相馬 唯成（青森県立田名部高等学校）

授業実演

指導案、ワークシート（11P）

2017.11

2017.5

2016.12

https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd7957
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8217
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8058


小学校という年代の子ども達の体を動かし、そしてそれが直結している心を動かしていくことは、小学校の先生
方ご自身が何より一番お上手ですし、しかも他の教科で実践されている。そういった身体性を動かす授業を、英
語でこそやっていくことに大きな意味がある、そこに気づいてもらいたいです。この授業実践の映像の中で、子
どもたちの体がほぐれていくにつれて心もほぐれていく様子も、リアルに見ていただけると思います。

PI を活用した文法指導

E139-S

言語の使用場面、表現形式の意味に気づき理解を深める！

E139-1 PI を活用した文法指導の概要と基本パターン
E139-2 PI を活用した文法指導のバリエーション

この指導法では、生徒に目標文法事項を含む Input をリスニングやリスニングリーディングを通して
与え、意味理解を集中的に経験させ文法形式に気付かせ Output 活動へつなげていきます。
この DVD では、PI を活用した文法指導の概要と、指導の手順、それぞれの活動内容について、解説
と授業実演を通して詳細に紹介。また、文法項目別のバリエーションも多数取り上げていますので、
一つの文法項目からでも実際の授業に用いてみてはいかがでしょうか。 

PI では既習の文法事項と新しい文法事項を対比させながら、それぞれの機能上の違い、場面状況の使い方の違い
を理解していく、そういうインプットを与えられる指導法です。特に時制の指導においては非常に有効で、この
DVD でも過去形と現在完了を対応させ、完了用法についてどういう時に使うのか、どういう機能があるのかとい
うことに焦点をあてて PI の例を紹介しているので、ぜひ真似をして実践してみてください。

杉本 義美（京都外国語大学 英米語学科 教授）
鈴木 寿一（京都教育大学 名誉教授
　　　　　 京都外国語大学大学院 非常勤講師
　　　　　 桃山学院教育大学 特別客員教授）

リム チジャ（龍谷大学付属平安中学校・平安高等
                           学校 教諭）

解説

授業実演

TPRによる英語指導法

E130-S

英語を聴いて体で反応！

身体性を育てる小学校の英語指導

E128-S

早期英語教育に対する具体的指導例を提案

E128-1 ４年生（中学年）の英語活動
E128-2 ６年生（高学年）の英語活動

山本 玲子（京都外国語大学 キャリア英語科
　　　　　 准教授 博士 ( 言語文化学 )）

授業実演・解説

E130-1 ＴＰＲの概論と基本的な指導手順
E130-2 ＴＰＲによるアルファベット指導と語彙指導例
E130-3 ＴＰＲによる文法項目別指導例

鈴木 寿一（京都教育大学 名誉教授
　　　　　 京都外国語大学大学院 非常勤講師
　　　　　 桃山学院教育大学 特別客員教授）

解説・監修

黒川 愛子（帝塚山大学 現代生活学部 准教授
　　　　　 前 京都教育大学附属桃山中学校 教諭）

授業実演

TPR（Total Physical Response）とは、リスニング優先の指導法・学習法の一つで、外国語を聴き、
体の動きを通して学ぶ方法です。英語を「聞く」それに反応して「動作する（話す）」という母国語
を自然に身につけた時と同じこの手法は、小学生のような英語初学者や英語を苦手としている中高
大学生まで広く有効です。 この DVD では、英語初学者に対するアルファベットの指導から、いろい
ろな品詞の語彙指導、文法指導など、様々な指導のバリエーションをご覧いただけます。 

TPR の特徴として「最初から発話をさせずにしっかり聞いて理解する力を伸ばす」方が最初から英語を真似させ
たり、発音を求めたりするよりも、リスニングの能力だけでなく他の三技能の力も伸びるという研究があります。
また、他の指導法に比べ、学習意欲の改善、学習意欲の低下を防ぐ効果があり、99％が英語嫌いのクラスが授業
崩壊から立ち直った事例もあります。英語初学者だけでなく、中学や高校でつまづいた生徒たちでも、もう一度
基本に戻って、具体的な場面状況の中で体を動かしながら TPR をやる、というのは英語の再学習にも有効です。

小学生は英語特有のリズムや日本語にない音を模倣し体得する身体性に優れており、この時期に心
身を開いた状態で十分に英語の世界に浸らせ、その後の英語学習の土台を育てることが重要です。
この DVD では、文字指導、グループ・ペアでのリスニング・スピーキング活動、初見の文字を音
声化するリーディングなどの諸活動を紹介。小学校英語の教科化に当たり、小学校らしさを生かし
つつ中学校以降の英語学習につなげる方法としても、きっと役に立つでしょう。

(106 分）

(124 分）

(90 分）

(98 分）

(98 分）

(72 分）

(94 分）

巻数・価格
全２巻 セット特価  13,200 円
各　巻  　　　　　   7,700 円（税込・送料別）

巻数・価格
全 3 巻 セット特価  22,000 円
各　巻  　　　　 　   8,800 円（税込・送料別）

巻数・価格
全２巻          13,200 円
各　巻  　　 6,600 円（税込・送料別）

ジャパンライムの英語教員向けサイト「JLC e-Teaching」では、各指導法にまつわる先生方の経験談や様々な思い等
をより詳しくご紹介しています。この DVD シリーズの制作に携わってくださった先生方に、このシリーズの意義から
各指導法の特徴とねらい、各指導方法の関連などを語っていただきました。是非、あわせてご覧ください！▶▶▶

▼

2018.8

2017.12

2018.3

https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8251
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8313
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8409
https://jlc-eteaching.jimdo.com/series/kyoto-ufs/


アクティブラーニングの時代、主体的に考えて行動する生徒たちを育てていくというのが１つの目標になってい
ます。しかし、いくら生徒が主体的にしても、きっちり英語を聞いて読んで書いて話すことができなくてはいけ
ません。その基盤になるのが音読指導だと考えています。日本のように日常生活で英語を話すことのない環境に
おいて英語を教えたり学んだりする際に核となる音読指導を、具体的に理論に基づいて紹介しています。

教科書を徹底活用した指導＆
ラウンド制を活用した授業実践

E144-S

様々な指導理論をどのように実際の授業に落とし込むのか…!?

E144-1 教科書を徹底活用した指導　～ Think ！ Pair ！ Share ！～

E144-2 授業つくりの考え方と実践　～ラウンド制の活用～

この DVD では、京都外国語大学大学院で学ばれたお二人の先生が、ラウンド制や音読などの理論や
指導法を元に、実際の現場でそれをどのように活用しているかがわかります。概要解説、ワークショッ
プ、授業映像、監修者との対談等を交えながら詳しく紹介した、まさに『現場で活かせる指導実践編』
と言えるでしょう。日々の授業づくりに、是非ご活用ください！

安木 真一（京都外国語大学・短期大学 教授）

竹下 厚志（神戸龍谷高等学校）

監修・解説

E144-2 : 授業

ラウンド制指導法実践マニュアル

E125-S

英語が得意な生徒にも苦手な生徒にも適応！

『英語力がメキメキUP!』
48の音読・シャドーイング

E129-S

間違えていませんか？音読の指導順序！ 安木 真一（京都外国語大学 キャリア英語科 教授）
授業・解説

E125-A 中学校におけるラウンド制指導

鈴木  寿一（京都教育大学 名誉教授
　　　　　  京都外国語大学大学院 非常勤講師
　　　　　  桃山学院教育大学 特別客員教授）

E125-A 授業・解説

E125-B 授業実演

ラウンド制指導法とは多様な方法、角度から１つの教材を繰り返し学習させることによりコミュニ
ケーションの基礎となる言語処理能力を向上させ、四技能をバランスよく伸ばし、入試に対応でき
る英語力とコミュニケーション力の育成を目指す指導法です。最初はリスニングから入ってリー
ディング。そして音読による英語の内在化。その後ライティングやスピーキングでアウトプットする。
こういう過程が組み込まれています。
この DVD では、その目的と指導手順、指導上の留意点など、解説と授業実践（模擬授業）で詳しく
紹介しています。英語教員の指導経験にも左右されない、効果的な指導方法です！

生徒の英語力 UP には、音読やシャドーイングが有効です。この DVD では音読指導とシャドーイン
グ指導についての理論を解説し、各段階で使える厳選された指導法 48 個をワークショップ形式で
実施しています。どの段階でどの音読やシャドーイングを用いるかを納得した上で、自分の教室で
使える方法を見つけて実施することが可能です。音読指導後の発展活動の方法や評価の方法につい
ても触れていますので、明日からの授業にお役立てください！

E125-B 高等学校におけるラウンド制指導

杉本  義美（京都外国語大学 英米語学科 教授）

E125-B 解説・監修

佐々木  啓成（京都府立桃山高等学校 教諭）

戸田 行彦（滋賀県立守山中学校・高等学校）
E144-1 : 授業

PCPP に基づいた指導手順を取り入れた授業。Presentation（提示）では導入発問・文法導入・語彙導入を、Comprehension（理解）ではリスニング導入・内容理
解を、Practice（練習）では主に音読練習を、 Production（産出）では発問・音読筆写・ディクテーションを行う、というステップを紹介します。楽しく英語学
習に励むには、面白い興味ある発問を考え、身近な達成目標、ペアでの競争（Comfortable Pressure）を大事にし、最終的には人前での発表まで導く。そのために、
どのように教科書を徹底活用、どう提供すれば力をつけられるか、その方法について考えていきます。

EFL（外国語としての英語教育）環境下における学習を通した言語習得は、結局、言語材料の繰り返しを通して「自分の英語」として取り込んでいくことです。そ
のためにはラウンド制は非常に重要です。 ここでは「授業つくりの考え方と実践～ラウンド制の活用～」について、最初に竹下先生の指導の基礎となった SELHi に
ついて振り返っていただき、次にラウンド制によるワークショップを行います。最後に、概念化の授業を取り上げています、。これはバカロレアでも中心となる考
え方で、教材をどのように扱っていくか、その考え方や実践をお見せします。

巻数・価格
全２巻 セット特価  13,200 円
各　巻  　　　　　   7,700 円（税込・送料別）

(116 分）

(91 分）

巻数・価格
全 4 巻 セット特価       26,400 円
E125-A ：２巻セット  13,200 円（分売不可）
E125-B ：２巻セット  13,200 円（分売不可）
　　　　　　　　　　　   　（税込・送料別）

巻数・価格
全２巻 セット  13,200 円（分売不可／税込・送料別）

▼
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https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8280
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8144
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8535


助動詞を見つめてわかる “ 仮定法 ”
～隠れた「もし」の意味を感じることから仮定法を理解する～

E120-S
札幌日本大学中学校・高等学校（高等学校２年生）

授業クラス

「仮定法」は高校生が最もつまずきやすい文法項目の一つです。仮定法の難しさは、助動詞の使い方
にあります。仮定法における助動詞の意味を意識させることで、仮定過去・過去完了・未来を、個
別にではなく、同じ視点で同時に学ぶことができるのです！ (87 分）

巻数・価格
各   全 1 巻 　  8,800 円（税込・送料別）

授業・解説：内田 浩樹（国際教養大学大学院 英語教育実践領域 教授）
協　　　力：英語教育・達人セミナー

「送り手」と「受け手」でわかる “ 受動態 ”
～Knowing More about Passive Voice ～

E127-S
東京女子学園中学校・高等学校

授業クラス

文法を英語で教えるにはどうしたら良いか？「受動態」をテーマとして同じ内容を英語で授業をし
た場合と日本語でした場合の 2本を収録しました。日本語で指導する方が効果的だと思っている方
の考えをすっかり変える授業展開にご注目ください！ (132 分）

攻めの “ ５文型 ”
～先読みして英語を理解できるようになる、攻めの理解～

E136-S
札幌日本大学中学校・高等学校（中学校３年生）

授業クラス

指導をする教師も、指導を受ける生徒も「なぜ、5文型を指導する必要があるのか」をはっきり意
識することが大切です。5文型を身に付けることで出来るようになることを提示しながら進めれば、
退屈な 5文型の授業が、ワクワク体験に！ (94 分）

違いを楽しむ助詞と前置詞

E146-S
東京女子学園中学校・高等学校（高等学校 1 年生）

授業クラス

前置詞の指導のコツは 「どうやってイメージを広げさせるか」 に尽きます。なぜ前置詞が難しいと感
じるのか、体験的に示しながら、どういった点に気をつけて、どこを意識しながら勉強するのかを
提示した授業を展開しています。前置詞のイメージを捉える授業をご覧ください！ (62 分）

指導が難しいと感じる文法項目は、決まって日本語には存在しない概念を含んでいます。したがって、与えた公式に単語を
当てはめて文を作るような方法を学んでも「わかった！」という感覚を味わうことはできません。これが文法嫌いの生徒が
生まれるメカニズムです。日本語と違うから難しいのだという発想から離れて、日本語との違いを楽しむ指導手順を考えて
いくのが本シリーズの特徴です。長い期間を費やして指導するのが一般的な文法項目を、1 回の授業で指導するという方法
に驚かれることでしょう。全体像を先に見せることで、「わかるぞ！」「簡単じゃないか！」という気持ちが生まれます。細
かいルールはその後で指導していけば良いのです。

「木を 1 本ずつ細かく観察する前に、山全体の姿を見せる」指導法。文法項目の指導に新たなアプローチです！！

パワーポイント（31P）

パワーポイント（23P）× 英日２種
解説書 PDF（10P）

パワーポイント（64P）
ワークシート PDF（3P）

パワーポイント（36P）

オンライン月額有料動画配信サイト

ジャパンライムでは1987年より指導用映像の制作を始め、これまで多くの先生方にご協
力を得て数々の映像を制作してきました。英語教育の映像だけでも約3,400コンテンツ！
その膨大な映像コンテンツを月額視聴料のみでご覧頂けるのが「JLCオンデマンド」。
JLCオンデマンドでしか見られない限定動画や特集企画も配信しています。
グローバル化の進展の中でますます重要になる英語教育、その現場で今、必要な情報を
映像で発信してまいります！ぜひ、ご活用ください！

JLCオンデマンド 英語 検 索

動画配信サービスも
合わせてご利用ください！

★ICTを活用したい！
★授業アイデアが欲しい
★実際の指導事例で
　指導力アップ！

JLC オンデマンド 英語コース  月額視聴料 2,200円（税込）

PC・スマホ・タブレットでも視聴可能！！

▼
授業でそのまま使える PPT（パワーポイント）資料付き！ DVD と全く同じ授業を展開できる！

▶▶▶「関係代名詞」「完了形」も好評発売中！

2017.9

2018.7
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https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8037
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8163
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8347
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8601
https://www.jlc-ondemand.com/LP/387_education/387_english/intro_lp/index.php


E45-1
E45-2

４技能を鍛える様々なトピックで教える実践例と指導のコツ！

E135-1 授業を Active にする技／ ICT 活用法

未来の教育のショーケースという位置付けで開催された「未来の先生展 2017」において、7 名の先
生方が様々なトピックでその実践例と指導のコツについてワークショップ形式で講演したセミナーを
収録。未来の授業をつくる様々なアプローチをご覧ください！

有嶋 宏一（鹿児島県立甲南高等学校）
唐澤 博（浦和実業学園中学校・高等学校）

松本 涼一（福島県楢葉町立楢葉中学校）
巽 徹（岐阜大学教育学部）
瀧沢 広人（埼玉県寄居町立寄居中学校）

E135-1  : 講師

E135-3  : 講師

４技能を統合するカリキュラムと成果を紹介！

E119-S

リーディングの能力だけでなく、総合的な英語力が伸びる！ 佐藤  一嘉（名古屋外国語大学 外国語学部
英語教育科 教授／
名古屋外国語大学大学院
TESOL『英語教授法』コース主任）

授業・解説

Paul Crane, Mathew While, Michael Coutu 他

監修・解説

この DVD では名古屋外国語大学で実施されている「コンテンツベースの英語カリキュラム（CBEC）」
を取り上げ、英語の総合力を習得することができるカリキュラムとして中学・高校の英語授業でも
極めて効果的に応用できる授業を提案します。教科書単元の文法事項や既習事項を使って関連する
トピックについて自己表現させ、コンテンツベースのアプローチを応用して４技能を統合し、学び
を深めることが可能です。
今回ご紹介している実践例は大学での授業ですが、中高の英語授業での応用方法についても言及し
ています。ぜひご覧いただき、４技能統合型授業の構築を目指してください！

Extensive Reading とは、学習者の言語能力よりもずっとやさしい本を多く読むことで、多読または
楽読とも呼ばれています。多読の目的は、リーディングスピードを身に付け、スキルの練習をし、
自信をつけて楽しむことです。やさしいレベルのものを多くの量を読む（少なくとも 1 週間に 1 冊）
活動となります。この活動によってリーディングの能力だけでなく、言語能力（文法を含む）、語彙、
スペル、ライティングの能力が向上し、総合的な言語能力が伸びることが明らかになっています。
この DVD では、具体的な指導から評価まで、使用するワークシートや評価表などを用いて詳しく解
説、それらの授業案の中でポイントとなる活動については模擬授業形式にて紹介しています。是非、
参考にして挑戦してみてください！

授業

園元 恭子（鹿児島純心女子中・高等学校）
溝畑 保之（大阪府立鳳高等学校）

E135-2  : 講師

高校での実践例として、生徒たちが楽しみながら 英語を使い、内容を中心に考えられることを目標とした取り組
みである「Shift を取り入れた、生徒に力がつく授業づくり」。英語の４技能習得にとって効果的な ICT の活用につ
いては 「文字」「画像」「音声」「映像」をうまく組み合わせて生徒のやる気を促進するための工夫を紹介します。

巻数・価格
全 3 巻 セット特価  22,000 円
各　巻 8,800 円（税込・送料別）

(76 分）

巻数・価格

巻数・価格

E119-1 多読入門期の指導 (72 分）

E119-2 多読発展期の指導 (99 分）

E138-S

「多読」で深める英語授業の実践
～Extensive Reading(ER) ～ 高橋 恵子（（岐阜県立本巣松陽高等学校） 

授業・解説

コンテンツベースの英語カリキュラム
～4技能を統合して、主体的・対話的で深い学びを達成する～

佐藤 一嘉（名古屋外国語大学 外国語学部
英語教育科 教授／
名古屋外国語大学大学院
TESOL『英語教授法』コース主任）

ライブ！英語教育・達人セミナー
in 未来の先生展2017

E135-S

E138-1 Part-1
E138-2 Part-2

(58 分）
(112 分）

全２巻 セット  13,200 円（分売不可／税込・送料別）

全２巻 セット 17,600 円
各　巻 8,800 円（税込・送料別）

E135-2 アクティブラーニング＆ジグソー
中学 3 年生でのアクティブラーニングの実践例を中心に紹介。ジグソー法などを用いた方法をワークショップ形
式で行い、教師学に基づいた指導の仕方について詳しく解説します。そして、高校での長年の実践を通して確立
されたジグソー法の指導ステップを紹介。教室を主体的、対話的、深い学びの場に変えていく方法です。

(84 分）

E135-3 中学校でも 4 技能を鍛える
帯学習で行う 4 技能を高めるためのトレーニングの方法と、中学 1 年で使用した教科書を表現活動のための教材
としてもう一度使ってみるという「英語授業の 3R’ s」の提案を取り上げています。また、英語の授業のネタを見
つけ出し、如何に授業で文法指導などの活動に結びつけるか、そのための工夫についても紹介しています。

(116 分）

英語教育・達人セミナー
協力

問題を把握し、必要な対策を講じてその結果を検証するアクション・リサーチ。
名古屋外国語大学大学院の TESOL コースでは、このシリーズの DVD を授業実践のモデルとして見て、実際にその理
論をどうやって自分の授業に応用することが出来るかを考えてもらっています。  また、私が長らく英語カリキュラ
ム改革プロジェクトのアドバイザーとして携わっている東海地区の研究校では、DVD を見て、その中で使用してい
るハンドアウトを真似することをおすすめしています。その指導法に慣れてきたら今度は自分たちでオリジナルの
ハンドアウトを作ることを提案しています。大抵の先生方は最初の 1 学期期間は真似して、秋頃にはオリジナルの
ハンドアウトを作れるようになります。忙しくて 50 分間の授業をそのまま真似することが出来なくてもその中で
自分が使えるもの、一つの活動からでもやれることから真似してみてください。

■ 監修・解説：佐藤  一嘉

ワークシート、評価表（計 9 種、計 56P）

▼
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https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8073
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8458
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8273


https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd7611
https://www.japanlaim.co.jp/fs/jplm/gd8152
https://jlc-eteaching.jimdo.com/
https://jlc-eteaching.jimdo.com/
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