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Instructional
Planning

here are many elements to successful teaching. The two previous
chapters discussed professionalism and learning theory; a basic understanding of both is vital for success. Yet without good instructional
techniques, neither professionalism nor learning theory gets us very far.
Good instruction involves planning before lessons even start. The goal is
to move students from one level of understanding to another. To do this,
effective teachers work backwards by thinking of the big picture, or what
they want their students to accomplish by the end of the year, and then
designing lessons to propel the students towards that goal.

上手な教え方には多くの要素が関わっています。第１･２章では、プロ意識
と学習理論について論じました。ALTとして成功するためには両方を基本的
に理解していることが必要です。しかし、良い教育技術がない限り、プロ
意識や学習理論だけではあまり成果がでません。上手く教えるということ
には、レッスンが始まる前の計画から含まれています。目標は生徒の理解力を向上させることであり、それを達成す
るために能力のある教師は「全体像」からさかのぼります。言い換えると年度末までにどんな目標を生徒に達成させ
たいのか考えて、そこへ到達させることができるようレッスンを計画します。

指導案

⒉⒉“Creating and Using Goals in the Classroom” will

outline how to create effective goals for students.
By: Sarah Kortemeier

⒉⒉“Standards and MEXT” will explain the rationale

behind the standardization of EFL curricula.
By: Chris Hammond

⒉⒉“Long-term Planning” will show how teachers can

use goals and standards and map out instruction for
the entire school year.
By: Sarah Kortemeier

⒉⒉“Unit Planning,” which is closely linked to long-

term planning, will describe how teachers can create grammatical and thematic units.
By: Sarah Kortemeier

⒉⒉“Planning an Effective Lesson” will illustrate how

to develop a five-step lesson plan.
By: Chris Hammond

⒉⒉“Using Assessments in the Classroom” will explain

assessments techniques, and how ALTs can use an
understanding of these techniques to develop effective end-of-term projects.
By: Sarah Kortemeier
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⒉⒉教室で目標を設定して実行
どのように学生のために効果的な目標を掲げるかを
概説します。
翻訳：アンドリュウ・コバーン

⒉⒉基準と文部科学省
EFLカリキュラムの基準の背後にある論拠を
説明します。
翻訳：ケイコ・チェン

⒉⒉長期計画
どのように目標と基準を基に年間の指導計画を立て
るかを示します。
翻訳：ブランドン・ライト

⒉⒉単元計画
長期計画に密接に関連する単元計画としてどのよう
に文法・テーマの単元を計画するかを述べます。
翻訳：ブランドン・ライト

⒉⒉効果的な授業計画
５段階授業計画の展開のし方を示します。
翻訳：ジェームス・ラゾ

⒉⒉教室においての評価の使用
評価法、またどのように評価法を用いて効果的なプ
ロジェクトを計画するかを説明します。
翻訳：ジェームス・ラゾ

Creating and Using Goals in
the Classroom
If you have built castles in the air, your work need not be
lost. That is where they should be. Now put the foundation
under them.
~Henry David Thoreau

When formulating goals for an English class, instructors
must ask themselves a number of questions:

(1) Specific goals

content and standards?
For example:

– Are the goals based on specific

⒉⒉Good: I looked at the Ministry of Education’s Stan-

dards for English Education and talked to my JTL
about what skills we will be covering in class. I have
created a chart of English skills I want my students to
master by the end of the year.

「築いたのがたとえ砂上の楼閣だったとしても、それは
無駄ではない。今度はその下に土台を挿し込めば良い。
」
ヘンリー・デイビッド・ソロー
多くの人は「目標がなければ何事も成し遂げられない」
という事実を経験により知るでしょう。例えば、2000
字もの常用漢字を覚えようとする人は、それを途方も
ないことのように思うかもしれません。しかし、「毎
日３つずつ新しい漢字を覚える」といった身近な目標
を立てれば、それは実現可能となります。英語の学習
でも目標設定は大切です。ただし目標は、Specific：
具体的、Measurable：測定可能、Achievable：達成可
能、Realistic：現実的、Timely：タイムリー（頭文字を
繋げてSMARTと呼ぶ）なものでないといけません。SMART
な目標こそがカリキュラム作りの土台となり、生徒の学
習意欲を引き出すのです。
英語学習における目標を設定する際、教師は以下の点に
注意しなければなりません。

１．具体的な目標：具体的な基準や内容に基づい
た目標ですか。

⒉⒉良い例：文部科学省の英語教育基準を見た上で、授業
でどんなスキルを教えるかについてJTLと相談し、学
年中に生徒が身に付けるべきスキルを表にまとめた。

⒉⒉悪い例：質問をするのはすごく難しいので、もっと上
手くできるように生徒を練習させるべきだ。

⒉⒉Bad: Asking questions is really tough. I think my kids

ought to be better at asking questions.

(2) Measurable goals – Are the goals quantifiable?

In this way, both the teacher and the student know not
only when the goal has been achieved but also what progress they have made toward the goal along the way.
⒉⒉Good: My students are going to write a three-para-

graph letter describing one member of their family,
using a personal pronoun in every sentence.

２．測定可能な目標：到達度を測ることができ
る目標ですか。目標を達成したかどうかだけでなく、途
中の段階でも目標に対してどの程度まで到達しているか
分かることが望ましいです。

⒉⒉良い例：自分の家族の１人について、３つの段落から
なる手紙を書く。その際、全ての文章で人称代名詞を
使う。

⒉⒉悪い例：ペンパル宛ての手紙を上手に書く。

⒉⒉Bad: My students are going to write really good letters

to their pen pals.

Creating and Using Goals in the Classroom

Planet Eigo 45

Instructional
Planning Ch 3

M

ost of us can attest to the fact that we rarely accomplish anything without setting a goal. For example, people trying to learn 2,000 daily use kanji find it
to be a daunting task. But with a manageable goal—such
as learning three new kanji a day—the task becomes possible. Goal-setting is equally important in English classes.
However, this only works if the students’ individual goals
are specific, measurable, achievable, realistic, and timely
(SMART) (Meyer 1999). The creation of SMART goals
for a foreign language course helps instructors shape the
curriculum and is also essential to student motivation.

教室で目標を設定して実行

(3) Achievable goals – Do the goals push their students past their current ability level? Goals should also
focus on the success of the entire class, not just a select
few students.

⒉⒉Good: All of my students will earn at least a 75% on

the unit exam.

⒉⒉Bad: 75% of my students will pass the unit exam.
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(4) Realistic goals

– Do the goals call upon students’ existing knowledge and skills? Time and working
constraints should also be taken into consideration when
formulating goals.

３．達成可能な目標：現在の生徒の能力から考え
て、達成可能な目標ですか。一部の生徒だけでなく、クラ
スの全員が達成できなくてはなりません。

⒉⒉良い例：試験ではすべての生徒が７５%以上は正解する
ことができる。

⒉⒉悪い例：生徒の７５％が試験に合格する。

４．現実的な目標 ：生徒が既に有している知識を
深め、スキルを磨く目標ですか。目標設定においては、時
間的制約も考慮に入れなければなりません。
⒉⒉良い例：英会話に役立つ５つのキーフレーズを学習
し、それを使って４分間の会話を行う。

⒉⒉Good: My students will learn five key conversation-

al English phrases and be able to use them in a four
minute conversation.

⒉⒉悪い例：学年中に英語をペラペラに話せるようになる。

５．タイムリーな目標 ：目標に期限を設けてい

⒉⒉Bad: My students will be fluent in conversational
English by the end of the year.

ますか。目標というのは、期限がはっきり決まっていた方
が取り組みやすいものでしょう。

(5) Timely goals – Do the goals have realistic dead-

⒉⒉良い例：11月20日までに親しい間柄での手紙の書き方

lines? Having a clear end point gives students a clear
target to work towards.
⒉⒉Good: Students will master the structure of informal

letters by Nov. 20 and will begin writing their penpal letters the following week.

を身に付ける。翌週からペンパル宛ての手紙を書く。

⒉⒉悪い例：生徒が手紙の書き方を覚えたら、ペンパル宛
てに手紙を書くことで実践練習をする。
これらの要件が満たされれば、生徒の能力を望ましいレベ
ルまで向上させるカリキュラムが出来上がるでしょう。

⒉⒉Bad: When my students get around to learning how

to write letters, they will practice their skill by writing to a pen-pal.

Once these questions have been answered, we can design units and lessons that will guide students toward the
desired level of proficiency.
Goal-setting represents the big picture when structuring a class. Teachers and students alike must ask themselves where they want to be at the end of the course in
order to make concrete progress. If we as ALTs can help
JTLs and students to set goals that are SMART, we can
positively change classroom learning.
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目標を設定するということは、授業を形にしていく上での
全体像を決めることです。教師も生徒も、課程が終了する
時点で何を身に付けていたいかを考えておかなければ、目
に見える成果を望むことはできません。JTLと生徒がSMART
な目標を設定する手伝いをALTができれば、授業はより良い
ものになるでしょう。

Standard-Based Education and the
MEXT Course of Study

標準規格に基づいた教育と文部科
学省学習指導要領

Y

ious subjects for each
grade level, and teachers and textbooks are
supposed to meet these
benchmarks.”

Teachers in Japan (and
elsewhere) now use these standards to guide teaching and curriculum development. Most school districts or
boards of education lay out specific benchmarks for the various subjects for each
grade level, and teachers and textbooks are
supposed to meet these benchmarks. This
system allows for a uniform curriculum to
be taught throughout a district, region, or
country. Government educational standards function as
big-picture goals in the classroom.

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and
Technology (MEXT) has written standards for foreign
language instruction at the lower and upper secondary levels. These standards are called the Course of Study. Teachers throughout Japan are expected to teach in accordance
with these standards, and they are available in English on
the MEXT website (http://www.mext.go.jp/english/shotou/030301.htm). They are a useful resource for making
sure lessons are on track with Japan’s educational goals,
or for justifying a lesson plan to a wary JTL.

め、中央政府
と多くの自治
体が教育共通基準を
設置しました。

現在、日本国内外の教師は、
この基準をもとに教育とカリキ
ュラム開発を行います。多くの
学区や教育委員会は、それぞれ
の学年レベルに対する様々な科
目の具体的な基準を提示してい
ます。そして教師と教科書はその基準を満たすものとさ
れています。このシステムにより、地区、地域、そして
国内で一貫したカリキュラムを受けることできます。政
府教育基準は、教室内で全体目標としての役割を果たし
ています。
日本の教育部門に関与する文部科学省には、中高におけ
る外国語教育指導書があります。この指導書は学習指導
要領と呼ばれ、日本全国の教師はこの基準に沿って教え
るよう求められています。学習指導要領は、文部科学省
のウェブサイトにて英語で入手できます。(http://www.
mext.go.jp/english/shotou/030301.htm)。これらの学習
指導要領は、授業が日本の教育目的と一致している事を
確認するのに、また授業計画に対し懸念を抱くようなJTL
に正当性を主張するためにも、役に立つソースです。

Standard-Based Education and the MEXT Course of Study
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ears ago, teachers wrote all their lesson plans, tests,
しばらく前までは、教師たちは教育計画、試験とカリキ
and curricula independently. Thus, in order to pass ュラムなどすべて単独で書いていました。そのため、他
classes, students had to fulfill the requirements of indi- の学校の生徒や同じ学校の他のクラスとの参照もなく、
vidual teachers, with no reference to students in other 生徒は単位を修得す るため、個々の教師のそれぞれ異
schools or even in other classrooms. Inevitaなる要求条件を満たさなければ
bly, this bred inequality. Students in School
ならなかったのです。当然この
A received a completely different education
ことは不平等を引き起こしまし
than students in School B, and students in
た。A学校の生徒はB学校の生徒
economically depressed areas were often
“Most school districts とまるで違う教育を受け、経済
at a disadvantage. In an effort to equalize
的に落ち込んでいるような地域
or
departments
of
edueducation from school to school, many
の生徒はしばしば不利な立場
cation lay out specific
national and municipal governments
に立たされました。学校
established universal education
ごとに異なる教育を
benchmarks for the varstandards.
平等にするた

JTLs are familiar with the MEXT Course of Study. In
Japanese, it’s called the gakushuu shidouryouryo. Sadly,
many new ALTs will not have given it more than a cursory read. The Japanese versions can be found at the following links:
⒉⒉Junior High School: http://www.mext.go.jp/b_menu/

shuppan/sonota/990301/03122602/010.htm.

⒉⒉High School: http://www.mext.go.jp/b_menu/shup-
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JTLは文部科学省学習指導要領に精通しています。残念な
がら、ALTは時間が限られているので、ざっと読み通す程度
に留まることが多いでしょう。日本語版は下記のウェブサ
イトで入手できます：

⒉⒉中学校：

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/
sonota/990301/03122602/010.htm
⒉⒉高校: http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603/009.htm.

pan/sonota/990301/03122603/009.htm.

While the pressures of entrance examinations may be
the most important factor in directing a JTL’s teaching
focus, teaching in accordance with the MEXT Course of
Study should be incorporated into the primary goals of
the English classroom.
Next time you plan a lesson, check out the MEXT
Course of Study to see how you can incorporate the objectives listed there into your teaching. These objectives
can even be borrowed directly to become the specific
aims for your lesson.

入学試験の圧力がJTLの教育焦点で最も重要な事項にな
っているかもしれませんが、文部科学省学習指導要領に
沿った教育が英語の授業においては主要な目標であるべき
でしょう。
次回授業計画を立てる際に、文部科学省学習指導要領を見
て、記載されている目標がどのように授業の中に取り込め
るかを考えてみてください。この目標を直接取り入れて、
授業の具体的目標にすることもできるでしょう。
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Approaches to Curriculum Planning
While there are several schools of thought regarding
curriculum planning, two of the most commonly used
are the grammar approach and the natural approach
(Krashen & Terrell, 1983).
The grammar approach is the method traditionally used
in Japanese schools. Students acquire a grammatical
framework upon which to expand as they learn to communicate in the foreign language. Using this method, it is
easy to measure students’ progress through grammatical
forms, and their progress tends to be rapid. The grammar
approach is also relatively easy to teach, as most Japanese
English textbooks follow this method, and so there is a
wealth of material from which to choose when planning
the curriculum. However, learners may find this method
boring, and it sometimes makes students so focused on
grammatical accuracy that communication becomes unnecessarily difficult.
A different method of instruction, the natural approach,
has been gaining in popularity for some time. This method is based on the way infants learn language (Wooden,
2001). Knowledge of grammar rules is believed to emerge
as students learn to communicate. Activities are designed
to interest students by mimicking real-life tasks. For example, writing emails and listening to music are examples
of practical instructional tasks using this method (Krashen
& Terrell, 1983, p. 21; Wooden, 2001). Under this method,
student confidence and motivation increase every time
they successfully navigate a real-life situation in English.
However, measurable progress is sometimes slower than
that achieved using the grammar approach.

カリキュラムプランを立てるのは教育の過程には不可欠
なことです。長期的なカリキュラムプランを立てること
によって、教師は自分が思い描く最終目標をデザインす
ることができます。これは首尾一貫した、より意図的な
教示ができることになります。またカリキュラムプラン
はそのコースを通して生徒の達成度が明らかになり、つ
まりはどれくらい生徒が目標のレベルに達したかが分か
ります。ALTの人は大抵の場合、カリキュラムの内容に直
接には関わりません。とはいえ、授業の中でどんな役割
を果たそうとも、ALTはクラスがどこへ、そしてなぜ向か
おうとしているかを知り、そのための役割を担うことは
できるのです。それゆえにALTはクラスにおいてはとても
当たり前であるカリキュラムプランを立てる技をよく知
っておくべきなのです。

カリキュラム計画のアプローチ
カリキュラムプランを立てるのにいくつかの方法があり
ますが、「文法によるアプローチ」（訳読）と「自然な
アプローチ」という二つの方法がごく一般的に利用され
ています（カラシェン・テレール、１９８３年）。
日本の学校では「文法によるアプローチ」が伝統的に使
われています。生徒たちは彼らが外国語でコミュニケー
ションを習えるように発展するための文法的枠組みを習
得します。この方法を使うことで、生徒たちの達成度が
文法の形式を通して把握しやすいし、また生徒たちの達
成度は速くなる傾向にあります。そのうえ、「文法によ
るアプローチ」は教えるのも比較的簡単で、日本の英語
教科書の大半がこの方法に従っているぐらいで、だから
カリキュラムプランを立てる時の教材は溢れるほどあり
ます。しかしながら学習者にとってはこれは退屈なもの
となるかもしれないし、時としてあまりにも文法の正確
さにこだわることで生徒にコミュニケーションすること
を不必要に難しくさせるきらいがあります。
もう一方の教育の方法、「自然なアプローチ」は最近、
注目を集めてきました。これは幼児が言語を学ぶ方法に
基づいた方法です（ウッデン２００１年）。生徒がコミ
ュニケーションすることを習うことで文法を自然に理解
していくと信じられています。やる気は生徒たちに日常
的な場面を模倣することによって興味を持たせることで
引き出されるのです。例えば、メール書き・音楽鑑賞な
どはこの方法で使われる日常的な場面の例になります（
カラーシェン・テレール１９８３年、２１ページ；ウッ
デン２００１）。この方法で、生徒は実生活で英語を用
いられる度に自信が付き、やる気も起こってくるので
す。しかし文法によるアプローチよりも 目に見える程に
上達するにはやや時間がかかります。

Long-Term Planning
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urriculum planning is an important part of the teaching process. With a long-term curriculum plan, teachers can design lessons with the ultimate goals of the course
in mind. This results in more purposeful and coherent
teaching. A curriculum plan also helps to gauge student
progress throughout the course, that is, how quickly the
students are approaching the target language level. ALTs
do not usually contribute substantially to the shape of the
curriculum. However, no matter what the ALT’s role in
the classroom, they are better able to perform that role
knowing where the class is going and why. Therefore,
ALTs should be familiar with the curriculum-planning
techniques that are most common in classrooms.

長期計画
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Fundamentals of Foreign Language Curriculum Planning

外国語のカリキュラムプランの基本

When planning a curriculum, a few essential questions
need to be answered. First, will all four language skills
(reading, writing, speaking, and listening) receive equal
weight in the course? Ideally, students should become
equally proficient in all four areas. In practice, though,
every course has different goals and skills that will be
emphasized accordingly. Next, how much new material will the course cover, and how much time can be
allotted for review? Regular opportunities for review
are important, because only through frequent practice
(language recycling) will the learners gain a practical
command over the language (Krashen & Terrell, 1983,
p. 65). Finally, how and when will students be assessed?
A plan for major unit assessments enables the teacher to
pace evaluations.

カリキュラムのプランを立てるには、まず基本的な質問が
あります。まず第一に、コースの中で４技能（リディーン
グ・ライティング・スピーキング・リスニング）の重要さ
を同程度に扱われていますか？生徒が全４技能において等
しく有能であるのが理想的です。現実はどんなコースにも
それぞれ違った目標があり、またそれぞれ異なった技能が
重視されます。次に、新しい教材がそのコースをどれだけ
カバーするか、復習の為にどれくらい時間が割かれるか？
常に復習する時間は大切で、日頃からの練習、（いわゆ
る“言葉の反復練習”）をすることによってのみ、生徒が
実際に言葉を操れるようになります（カラシェン・テレー
ル１９８３年、６５ページ）。最後に、いつ、どのように
生徒を評価するかということに関しては各単元にまとまっ
た計画があれば評価は安定します。

It can be difficult to keep track of all these factors when
planning a curriculum. The best way to solve this problem is by creating a curriculum map. The map can be laid
out in any format, and focus on any aspect of instruction
the instructor finds useful. A simple curriculum map for
a junior high school’s third year class might look like the
table on the following pages.
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カリキュラムプランを立てるうえで一つ一つすべての
要素を追うのは難しいでしょう。解決するのに最善の方
法は「カリキュラムマップ」を作ることです。カリキュ
ラムマップはどんな形式でもいいし、教師が便利だと思
うどんなポイントに焦点を当てても構いません。例とし
て、簡単な中学校の三年生の授業のカリキュラムマップを
下にあげました。

Curriculum Plan (Table 3.1)
カリキュラムプラン
ユニット

ターゲット文法

Skill (Grammar)

Assessments

Term 1:
April-July

Unit 1: Introductions: “My Life…”

Present tense: “I play.” and “She
does.”

Speaking test

一学期
4月〜7月

ユニット第一：紹
介／自分の生活につ
いて

現在形：“I play.” and “She does.” スピーキングテスト

Units

評価方法

Weekly (planning)
journals

ユニット第２：予定
の日記

未来形： “Will,” “Going to.”

毎週の
「予定」
の日記

Unit 3: Difficult
Solutions!

Modal verbs: “Must be,” “might
be,” and “can be.”

Debate

ユニット第３：困難
の解決！

助動詞： “Must be,” “might be,”
and “can be.”

討論

Term 2:
Sept.-Dec.

Unit 4: “It’s raining.”

Present continuous: “Are playing” and “am doing.”

Exam: sentences

9月〜12月

ユニット４：雨が降
っている

現在進行形： “Are playing” and
“am doing.”

試験：文章

Unit 5: “What if…”

First conditional: “If you play,
you’ll have fun.”

ユニット第５：
○○ならば

条件(real conditional): “If you
play, you’ll have fun.

Unit 6: “Tell me
more…”

Qualifiers: Too, enough, a lot,
few, many, etc.

ユニット第６：もっ
と教えて！

修飾語： Too, enough, a lot, few, 日記
many, etc.

Journals
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Long-Term Planning

Planet Eigo 51

Instructional
Planning Ch 3

Unit 2: Day Planners Future tense: “Will,” “Going to.”

Term 3:

Unit 7: “Where am I
going?”

Prepositions:
Directions Project
Place: In front of, opposite, behind, between, across, etc.
Movement: Straight on, on your
right, past the house, into, out
of, etc.

三学期：
1月〜3月

ユニット第７:
ユニット第７：どこ
へ行くか

前置詞
「方向」
プロジェクト
場所： In front of, opposite,
behind, between, across, etc.
移動：Straight on, on your right,
past the house, into, out of, etc.

Unit 8: Verbs I

Common phrasal verbs: Get
along with, look after, fed up
with, put off, make up, etc.

Jan.-March

指
導
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Exam: Verbs

Verb and gerund: Doing, enjoy
doing, go swimming, etc.
ユニット８：
動詞・１

よくある句動詞: Get along with, テスト：動詞
look after, fed up with, put off,
make up, etc.
動詞＋動名詞: Like doing, enjoy
doing, go swimming, etc.

Unit 9: Verbs II

Verb and infinitive: Hope to do,
want to do, manage to do, etc.
Basic verb and preposition combinations: Listen to, arrive at, go
through, etc.

ユニット９：
動詞・２

動詞＋to不定詞: Hope to do,
want to do, manage to do, etc.
動詞＋前置詞: Listen to, arrive at,
go through, etc.

Curriculum planning is a complex process, but a wellplanned curriculum can produce startling results. Like
courses in any field, foreign language courses require
disciplined and deliberate guidance. Using a long-term
plan will give you the perspective necessary to maximize your time with students.
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カリキュラムプランを立てるのは一気にできるものでは
ありませんが、よく練られたカリキュラムを作り上げる
と驚くほどの結果が出てきます。どの分野の授業でもそ
うですが、外国語の授業においてもよく考え抜かれ洗練
された指導が求められます。長期的な計画を立てること
は、生徒との時間を最大限に有効利用するための視野を
拡げてくれます。

Unit Planning

M

単元計画
選択授業や大人向けの英会話、時には小学校の授業など
多くのALTが特別な単元の準備をするよう求められます。
カリキュラムプランと同じように単元計画でも、英語授
業の目標と指導計画を設定します。どちらも長期的な計
画を立てるのに大切ですが、単元計画の方がより短期的
で、より詳細な計画ができます。さらに、単元計画はた
いてはカリキュラムの目標が念頭に置かれています。外
国語の授業でもっとも利用される単元は「文法」中心の
単元と「テーマ」中心の単元です。
ほとんどのALTは文法中心の単元の指導を手伝います。
もしカリキュラムの目標に、複雑な文法構造をしっかり
理解できるようになるという目標を含むなら、文法中心
の単元はとても役に立ちます。１つか２つの文法事項に
集中することによって、生徒が文法を正しく、より徹底
的に身に付けることができるのです。このような単元は
生徒達が同一のペースで勉強できるので、特に公立学校
で使われています。そして、ALTが英語のポピュラー音楽
や映画を授業に利用することで、生徒が自分の生活と英
文法をより密接に感じ、授業をより面白くすることがで
きます。例えば、人気のあるカナダのバンド 「ベアネイ
キッド・レディース」の“If I Had a Million Dollars”
という曲は仮定法の練習になります。

Most ALTs will help to teach grammatical units. If curriculum goals include providing students with a firm grasp
of complicated grammatical structures, grammatical units
can help us to achieve these goals. By focusing exclusively on one or two grammatical points, this unit gives
students time to thoroughly master elements of correct
grammar. This type of unit is frequently used in Japanese
public schools because it allows every student in the class
to learn at a uniform pace. However, ALTs can often make
grammatical units more relevant to Japanese students’
lives by bringing examples of the grammar points (such
as popular English-language songs and movies) to class.
For example, the song “If I Had a Million Dollars,” by the
Canadian music group the Barenaked Ladies, works well
for practicing conditional sentences.
At the Restaurant

Traveling Abroad

Animals

The Alphabet

Unit Planning
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any ALTs are called upon to plan special units in
elective courses, adult conversation classes, and
sometimes even in elementary schools. Just as a curriculum plan outlines the goals of the unit plans, the unit plan
outlines the goals and pacing for individual foreign language lessons. Unit plans and curriculum plans are both
important parts of long-term planning. However, the unit
plan covers a shorter period of time, and can be mapped
out in greater detail than is possible with a curriculum plan.
In addition, unit plans are usually designed with curriculum goals in mind. Two of the most common unit types in
a foreign language classroom are grammatical units and
thematic units.

指
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If curriculum goals emphasize integrated skills, thematic units can be extremely useful. In order to demonstrate mastery of scientific, literary, or current-events
themes, students must expand their listening, speaking,
reading, and writing skills in English (Mora, 2006). Thematic units also allow teachers to design lesson plans
tailored to students’ varying levels of English proficiency; thus they are often useful in the mixed-ability
eikaiwa (English conversation) classes that many ALTs
are asked to teach. At the first level (initial introduction
to the theme), students can focus on their listening skills
and ability to pick out clues from context, as well as
on building concrete, theme-specific vocabulary. At the
next level (preparing an oral presentation or skit on the
theme), students can focus on oral production of English, along with slightly more abstract vocabulary and
concepts. Finally, after a thorough grounding in the
theme, students can focus on reading simplified texts
(or instructor-generated texts) on the subject, further expanding their theme-specific vocabulary and deepening
their understanding of the subject (Mora, 2006; Howard, 2002). Thematic units can also be useful even in the
grammar-focused junior high and high school English
courses since they can break up the classroom routine,
and can become excellent motivational tools. Below is
an example of a thematic unit for a high school’s second
year class developed from “Extra! Extra!”

Objectives:

もしカリキュラムの目的が総合的な能力を中心としたも
のならば、テーマ中心の単元がとても役に立ちます。生徒
が自分の科学や文学、時事問題の知識を示すためには、リ
スニング、スピーキング、リディーング、ライティングの
能力を高めなければなりません（モーラ２００６年）。そ
してテーマ中心の単元は、生徒の様々な英語のレベルに合
わせた指導計画を作り上げることができるので、多くのALT
が指導している能力差のある英会話のクラスにも役立ちま
す。最初の段階で（テーマの紹介）生徒が内容の手がかり
を見つけるためにリスニングに集中し、テーマと関係ある
語彙を増やすことができます。次の段階で（テーマに基づ
いたスキットとかスピーチなどの）英語の口頭発表に集中
し、やや抽象的な語彙と観念を身に付けます。最後に、テ
ーマについての基礎知識を得たら、生徒は主題についての
簡単な文章（指導者が書いた文章でもいい）を読むことに
集中し、テーマと関連する語彙を増やしながら、主題の理
解を深めることができます。（モーラ２００６年、ハーワ
ド２００２年）。テーマ中心の単元を使うことによって、
中学校や高校での文法中心の英語授業に変化を与え、生徒
の意欲を高めることができます。以下は高校２年生の授業
で作った「号外！号外！」というテーマ単元を例としてあ
げました。

Extra! Extra! Making an English Newspaper (Table 3.2)
号外！号外！英字新聞を作ろう！

⒉⒉Students will write an English newspaper for their class.
⒉⒉Students will be introduced to and practice reading an English newspaper.
⒉⒉Students will complete a worksheet on the content of an English newspaper.
⒉⒉Students will gain a better understanding of the different sections of a paper and each section’s

purpose.
⒉⒉Students will work individually and in groups to write their articles and create their
newspapers.
⒉⒉Students will read each others’ papers, have some students give oral readings to the class.
目的:

⒉⒉授業で生徒が英字新聞を作る。
⒉⒉英語新聞に触れ、読む練習をする。
⒉⒉新聞の内容についてのワークシートを完成させる。
⒉⒉生徒が各欄の内容と目的を理解する。
⒉⒉生徒が個別やグループで記事を書き、新聞を作る。
⒉⒉書いた記事を互いに読み合い、
あるいは生徒がクラスの前で発表する。

Organization: Groups of 2 or 3
グループ分け：２、
３人のグループ

Continued on the next page 次のページに続く
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Extra! Extra! Making an English Newspaper (Table 3.2)
号外！号外！英字新聞を作ろう！
Time: 5-7 days
所要時間：５〜７日間

Materials: Paper for writing articles, model articles (including horoscopes), advice columns,
comics, weather reports, etc. Ideally, a large poster-sized visual of a newspaper’s components
(front page, etc.) should be used for the introduction.

Lesson 1: Introducing an English Newspaper
Introduce project to the students. Hand out example projects and allow
time for students to explore them. Also, organize project teams and hand
out time-line worksheet.
レッスン１：新聞を紹介する
クラスにプロジェクトを紹介する。見本を生徒に配り、読み込むための時間
を与える。それからプロジェクトに取り組むためのグループを作り、計画
用紙を渡す。

Lesson 2: Student Writing Tasks.
Teacher introduces the major parts of a newspaper. Students read examples of newspapers and complete a self-guided worksheet. Then, students
will begin brainstorming ideas for their project.
レッスン２：生徒に執筆の仕事を割り当てる
教師が新聞の主な部分を紹介する。生徒が新聞の見本を参考し、
自分でワー
クシートを完成させる。
それから生徒はブレーンストーミングを始める。

Lesson 3: Production Time
Teacher models the writing process. Students begin writing their articles.
(Depending on student progress, two days may be needed for writing.)
レッスン３：仕事を開始
教師が生徒達にライティングプロセスの例を挙げる。
生徒が記事を書き始める。
（生徒の進み具合によって、
２日間必要な場合もある。)

Instructional
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準備・教材： 記事用の紙、見本の記事（例えば：占い欄、相談欄、漫画、天気予報など）。
できれ
ば、紹介する時に新聞の欄が張ってある大型の掲示物があるともっとわかりやすいでしょう。

Date: 11/20
Notes:

日付：
１１月２０日
備考：なし

Date: 11/21
Notes: Make sure
to provide a writing example for
each step of the
writing process.
日付：
１１月２１日
備考：ライティン
グプロセスの各ス
テップをはっきり
説明する。

Date: 11/22
Notes:

日付：
１１月２２日
備考：

Continued on the next page 次のページに続く
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Extra! Extra! Making an English Newspaper (Table 3.2)
号外！号外！英字新聞を作ろう！
Lesson 4: Creating the Paper (Day 1)
Students will assemble the newspaper. Each member of the team will be
assigned roles to help organize work for the groups.
レッスン４：新聞を作る
（第１日）
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生徒が新聞の各欄を書き込み始める。各チームのメンバーは協力して仕事
が進むように分担する。

Lesson 5: Creating the Paper (Day 2)
Students will complete the assembly of the newspaper.
レッスン５：新聞を作る
（第２日）

Lesson 6: Presentation Day!
Students will read each paper, some giving oral readings to the class.
Celebrate the completion of the project! At the end, pass out a review
worksheet for students to reflect on the skills they learned throughout the
project.
レッスン６：発表する日！
生徒が全部の新聞を読み、皆の前で発表する。
ようやく完成のお祝い！ 最後に反省用のワークシートを配り、
プロジェク
トを通して学んだことをまとめる。
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付：
１１月２３日
備考：美術の道具
を集め、ALT用の棚
においておく

Date: 11/24
Notes:
日付：
１１月２４日
備考：なし

生徒が新聞を完成させる。

Detailed unit plans such as the one above can help us to
develop course goals set out in a curriculum plan. Both
grammatical and thematic units serve a definite purpose
in the foreign language classroom. Grammatical units allow
students to form a linguistic
framework; they can then use
and expand upon this structure
when working on the highly
motivational thematic units. A
foreign language course that
mixes the two unit types will
be very effective.

Date: 11/23
Notes: Gather all
art supplies and
store them in the
ALT file cabinet.

Date: 11/27
Notes: Ask to use
conference room
for student presentations.
日付：
１１月２７日
備考：会議室を使
って発表。

上記のような詳細な単元計画はカリキュラムプランの目
標を達成するのに有効です。文法中心の単元もテーマ中心
の単元も、授業では重要な役を果たしています。文法中心
の単元によって、生徒が言語的な
知識の枠組みを築くことができ、
そこから学習意欲を喚起させるテ
ーマ中心単元へ楽に進むことがで
きます。この２つの単元をうまく
利用すれば、授業はより面白くな
り、効果的に生徒に学習させるこ
とができるのです。

Planning an Effective
Lesson

L

How to Plan an Effective Lesson
Let’s take a look at the components of a good lesson
plan. While lesson plans come in all shapes and sizes, the
essentials are the same. The initial step in planning is to
ask the first question mentioned above: “What exactly do
I want my students to learn?” The answer is the learning
objective for the lesson.
Learning objectives can also be called aims for instruction or learning targets. They are a vital component of any
lesson plan. Objectives should be clear, focused, and measurable. What does this mean? Let’s look at an example of
a poor objective:

Objective – Students will learn about the meaning of

love while singing a Beatles song.

Although this may sound like an enjoyable and meaningful lesson, the objective is too vague, and most importantly, it can’t be measured. There is no way to tell with
any certainty if the students are actually learning anything,
especially while they are singing.
Below is an example of an objective that can be
measured:

すべてのカリキュラムや単元学習において基本となるの
が授業案で、クラスの長期的目標を達成するためには不
可欠なものです。そのため教師には授業案の目的と作成
過程を理解することが求められます。授業案の基本的な
役割としては、教師が「何を」「どのように」教えるか
について真剣に考えるきっかけとなり、授業時間を扱い
やすい長さのパートに区切る際の基準となることです。
更に重要な点は、良くデザインされた授業案は具体的な
学習目標に対する明確なイメージを与えてくれる上、そ
の目標が達成されたかどうかを評価する手段にもなるこ
とです。つまり、良い授業案は「本当に生徒に学んで欲
しいことは何なのか」「生徒が確かに学んでいるという
ことを示す証拠があるのか」という疑問に対する答えを
与えてくれます。その答えこそが質の高い授業を作るた
めの指針となるのです。

効果的な授業案の作り方
良い授業案の要素を考えてみましょう。授業案には様々
な形式と規模がありますが、本質は同じです。計画の第
一歩は、先に述べた「本当に生徒に学んで欲しいことは
何なのか」を自問することです。その質問に対する答え
が授業における学習目標となります。
学習目標は、指導目標や学習目的と呼ぶこともありま
すが、いずれにしても授業案において最も重要な要素で
す。目標は明確、重点的かつ測定可能でなければならな
いのです。これが何を意味するのか、悪い例を取り上げ
て考えてみましょう。

目標―ビートルズの歌を歌い、愛の真意について学ぶ。
一見したところ楽しくて有意義な授業になると思うかも
しれませんが、この目標はあまりに曖昧ですし、更に問
題なのは達成度を測ることができない点です。生徒が実
際に何かを学ぶことができているかを確実に知る方法が
何もなく、特に歌っている様子からはまったく分からな
いでしょう。
以下は目標が測定可能な良い例です。

目標―ビートルズの歌「愛こそはすべて」を通して新
しい語彙を学び、クラス全員で歌う練習する。

Objective

– Students will be introduced to new vocabulary in the Beatles song “All You Need is Love” and
practice singing as a class.

Planning an Effective Lesson
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esson plans are the basic building blocks of any curriculum or unit plan. Thus, they are vital to the pursuit
of long-term classroom goals. Understanding the purpose
and process of lesson planning is an essential skill for
teachers. On a fundamental level, a lesson plan helps the
teacher focus his or her thoughts on what to teach and
how to teach it, and break allotted class time down into
manageable parts. More importantly, a well-designed lesson plan provides a clear picture of the specific learning
goals for the lesson, as well as some form of assessment to
measure whether or not those goals are accomplished. Put
more simply, every good plan should address the questions, “What exactly do I want my students to learn?” and
“What evidence do I have that tells me that the students
are learning?” The answers to these two questions can
then act as guideposts for developing the substance of a
quality lesson.

効果的な授業画

In this lesson the teacher can show flashcards of new
words to the students, hand out song sheets including
the new words, play the Beatles song, and try to get
the students to sing. Looking back, it’s clear from the
terminology that the objective for the lesson has been
accomplished.
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After clear objectives have been mapped out, the rest
of the lesson plan can be developed, and every section
designed to help reach the goals laid out by the learning
objectives. Thinking of the lesson plan in this way will
help to cut away extraneous information and dedicate
the entire class period to very specific learning targets.
Lesson planning begins with the preparation section
long before stepping into the classroom. Here, the teacher plans for materials needed and considers the way the
classroom and the students will be organized. This section can be brief, and may even take the simple form of
a list. For example:

この授業では、生徒にビートルズの歌の歌詞カードを配
り、それを見ながら曲に合わせて歌ってもらいますが、知
らない単語はあらかじめ単語カードを使って説明しておき
ます。このようにすれば、目標が達成されたということが
授業の終わりにはっきり分かるでしょう。
明確な目標さえ立てれば、授業案の残りの部分は自然と出
来上がりますし、その目標達成のために各セクションをデ
ザインすることができます。以上のように授業案を考えれ
ば、余分な情報を排除し、授業時間のすべてを具体的な学
習目標のために活用することができます。
授業案の作業は、授業時間よりもずっと前に準備作業で始
まります。この段階では必要な教材を用意し、グループ分
けどうするか考えておきます。準備は簡単なもので良く、
リストを１枚作る程度で済ませても良いでしょう。以下に
例を示します。

グループ分け―４～５人のグループ
教材―新聞記事のコピー１０枚、ワークシート３０枚、

Organization – Students will form groups of four

ノートパソコン、おもちゃのサッカーボール

Materials

このようなリストを作っておくと、必要なものがきちんと
揃っているかを授業前に確認するのが容易です。準備作業
が終わったら、次は授業の進め方です。

or five.

– Ten copies of newspaper article, 30
worksheets, laptop, and foam football.
A list like this enables you to do a quick check before
class, making sure you have everything you need. After
the preparation section is completed, the next step is to
design the lesson itself.
The first element of a successful lesson plan is the introduction. When planning the introduction for a lesson,
there are a few important things to keep in mind. A good
introduction sparks the students’ interest and makes
them eager to start. It also offers an explanation of the
purpose and direction of the lesson. Unfortunately, many
teachers overlook this and launch into instruction without telling students what they are doing and why they
are doing it. Taking time to outline the plan for the day,
even writing it on the board, can help keep the students
on track. If a student gets lost, they can refer back to the
agenda written on the board.
Another important thing to remember is to take time
to make sure the introduction is simple, clear, and understandable. This is harder than it sounds, especially
with beginning learners. Sometimes, using gestures or
drawing pictures on the board is helpful, but keep in
mind that too much gesturing can be confusing for the
students. The introduction should be short, and should
segue into the next stage of the lesson.
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良い授業の第１の要素は内容説明です。授業内容の説明を
行う際には、気を付けておかなければならない点がいくつ
かあります。説明がうまければ、生徒の興味をかき立てて
やる気を引き出す上、授業の目的と方針を理解させること
ができますが、残念ながら多くの教師はそのことに気付か
ず「何をするのか」「どうしてするのか」ということを生
徒に説明しないまま進めてしまいます。その日行う内容の
説明にもう少し時間をかければ、生徒は授業に付いていき
やすいはずです。更に説明の内容を黒板に書き留めておけ
ば、生徒が分からなくなった時にそれを見直すこともでき
ます。
もう１つ覚えておかなければならない重要な点は、簡潔か
つ明確で分かりやすい説明をすることです。特に低学年の場
合、これは思いの外難しいことです。時にはジェスチャー
を使ったり、黒板に絵を描いて説明したりすると良いでしょ
う。ただし、ジェスチャーが多すぎると生徒を混乱させるこ
ともあるので注意しなければなりません。説明は簡潔に済ま
せ、スムーズに次の段階へと移っていきましょう。

The key to running an engaging activity
that matches the learning objectives for
the lesson is to make sure that when giving instructions for an activity, they are
clear and precise. Japanese students
may be hesitant to ask clarifying questions, so try to
check for understanding
by looking for nonverbal facial cues (Anderson,
1993, p.102). This is another
reason why careful modeling is so
important.

学習目標によって、次の段階はいくつかの形式があり得
ます。１つは教師による手本です。新しいことや、あま
り練習していないことを行う場合には、先ず教師がやっ
てみせるのは良い考えであり、それが手本の本質でもあ
ります。手本のやり方には学習テーマによって様々なも
のがあるのです。生徒がペアになって会話を行う授業で
あれば、JTLとALTが模範会話を行うと良いでしょう。ラ
イティングの授業なら、黒板に模範文章を書くと良いで
しょう。生徒に何をすべきか理解してもらうためには、
ただ口で説明するよりも実際にやって見せる方がはるか
に有効な方法です。

“Showing students instead of just telling
them is a much more effective way for them to
comprehend what they
are expected to do.”

Modeling will change depending on the
age of the students. With very young students, the teacher must take care to model
every step of a process, such as showing
how to write the student’s name in the top right corner of
a page. With older students, these steps become unnecessary. In addition, the more experience you have with a
class, the less modeling support your students will need.
Once an activity has started, classroom management may
become more difficult. Therefore, it’s wise to thoroughly
explain the rules for the activity and make sure students
understand before you begin. Model the behavior expected of the student if it’s a particularly disruptive class.
When the activity is rolling, it’s critical to keep track of
time. Don’t let the activity run too long, so that there is
time for a summary at the end of the lesson. A nice way
to wrap up and review a lesson is to bring the whole class
back together as a group to discuss the activity or have a
few student volunteers demonstrate before the class. Doing this requires at least five to ten minutes at the end of
the class period, so check the clock and remind students of
the time frequently.

学習目標に合った魅力的なアク
ティビティーを行うために重要な
ことは、明白で正確な説明を行う
ことです。日本の生徒は分からな
くても質問するのをためらう場合
がありますので、きちんと理解
しているかどうかは、生徒た
ちの表情をよく観察し
て、口に出さない
情報を読み取
らなくてはなり
ません（アンダー
ソン，1993年，p.102）
。このことが、丁寧に手本を
行うのが重要なもう１つの理由で
す。

教師による手本のやり方は生徒
の年齢によっても異なります。低
学年の場合は、ページの右上に
名前を書く際の書き方まで含めた全てのステップを丁寧
にやって見せる必要がありますが、高学年の場合、この
ようなステップまで手本を見せる必要はありません。更
に、生徒たちが慣れるに従って、手本は要らなくなって
くるものです。
アクティビティーが始まってしまうと、クラスを制御す
るのはより難しくなります。そのため、開始前にルール
説明を十分に行い、生徒たちが理解したことを確かめて
おくのが賢明です。落ち着きのないクラスの場合はきち
んと手本を示しておきましょう。
アクティビティーの進行中は時間の経過を追うことが大
切です。アクティビティーの時間が長くなりすぎないよう
に注意し、授業の最後にはまとめを行いましょう。授業の
まとめとして良い方法は、グループでアクティビティーの
内容について話し合ってもらったり、何人かの生徒に教室
の前で実践してもらったりすることです。そのための時間
として５～１０分が必要なので、ときどき時間を確認し、
生徒に残り時間を伝えるようにしましょう。
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Depending on the learning objectives, the next part of
the lesson can take different forms. One route is teacher
modeling. If students will be working on something new
or something with which they have limited practice, it’s a
good idea to show them how it’s done. This is the essence
of modeling. Depending on what is being taught, modeling can take many forms. If students are to work in pairs
to complete a speaking task, the JTL and ALT can do a
model dialogue for the class. If students are to complete
a writing task, the teacher can model a writing sample on
the board. Showing students instead of just telling them is
a much more effective way for them to comprehend what they are expected to do.

指
導
計
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So how do teachers design time-efficient lessons? Every seasoned teacher has had the experience of conducting a great lesson with engaged and energetic students,
only to have the bell ring in the middle of an activity.
The opposite problem is even more common: a poorly
planned lesson finishes with 15 minutes left in class,
leaving the teacher struggling to find an activity or game
to fill the time.

さて、時間効率の良い授業をデザインするために、教師は
どのようにしたら良いでしょう。ベテランの教師たちは皆
さん、素晴らしい授業に生徒が夢中になり、アクティビテ
ィーの最中に終業ベルが鳴ってしまった経験があるはずで
す。一方で、十分に計画を立てなかったために１５分も早
く終わってしまい、余った時間をつぶすために別のアクテ
ィビティーかゲームをしなければと頭を悩ませたことがあ
る教師はもっと多いかもしれません。

There are two remedies for the problem scenarios
above. The first is to plan each section of the lesson
down to the minute. The second is to always have a
back-up plan. Sometimes a lesson will end before the
bell, so it’s always good to consider beforehand what the students will do should this
occur. More commonly, some students will
finish an activity before others, leaving them
with nothing to do. It’s important to find
extensions for activities to challenge higherlevel students who finish early, and also to
plan support for students who work slower
than rest of the class. Using the suggestions
above, you can determine which activities
include the entire class and which need supplementary activities.

上記のような状況に陥らないようにするための解決策は２
つあります。１つ目は各セクションの時間配分を書き記し
ておくことで、２つ目は常に予備の計画を用意しておくこ
とです。終業ベルが鳴る前に授業が終わってしまうケース
はしばしば起こるので、その時生徒にやってもら
うことをあらかじめ考えておくのは良いことでしょ
う。さらによくあるケースは、早く終わってしまっ
た生徒が何もすることがなくなることです。先に終
わった生徒がより難しいものに挑戦できるように、
アクティビティーの応用編を用意しておくのが重要
です。逆に、他の生徒よりも進むのが遅い生徒に
は、手助けをする方法も用意しておきます。上記の
授業案を活用すれば、どのアクティビティーならク
ラス全体がやり遂げられるか、どのアクティビティ
ーなら予備のアクティビティーを用意しておく必要
があるかということが分かるでしょう。

How to Assess What Students Are Learning

生徒の学習を評価する方法

Assessments can take many forms, and describing each
in detail is beyond the scope of this text. Below are a few
brief examples.

評価には多様な形がありますが、この章ではそれぞれを詳
細に述べることを割愛します。いくつか簡潔な例を下にあ
げます。

⒉⒉Tests, quizzes, and worksheets – The classic forms

of assessment.

⒉⒉Observational assessments – Here, the teacher ob-

serves the students and takes notes while students
perform an authentic English activity. These assessments are more casual and ideal for tracking students
during the course of a unit.

⒉⒉Performance-based assessments

– Students are
given assessment criteria before a performance (a
speech, a conversation with the teacher, a piece of
writing) so they know what they need to do to receive a good grade, and then perform the activity.
The teacher then uses the criteria to grade the student. These assessments are more formal and good
for wrapping up units.

60 Planet Eigo Planning an Effective Lesson

⒉⒉試験、クイズ及びワークシート―評価の典型。
⒉⒉行動観察評価―ここでは生徒が実際の英語の活動に取
り組んでいる様子を観察し、メモを取ります。こうい
った評価はよりカジュアルで単元の指導過程で生徒を
評価するのに適しています。

⒉⒉パフォーマンス評価―生徒に評価基準を説明し、活動
（スピーチ、教師との会話、作文など）をさせます。
教師は評価基準をもとに生徒を採点します。この評価
はより形式的で単元のまとめるに適しています。

採用する評価は授業の学習目標に一致しなければなりま
せん（プレター、１９９１年、１７ページ）。一致する
と、教えていることと生徒が学習していることが明らか
になるからです。

So what is the reality of lesson planning? The chances
that you will have the opportunity to write out a complete
lesson plan for every lesson are slim. Sometimes, JTLs
will approach an ALT five minutes before class and ask
for a lesson plan. At other times you may have more time
to plan, but a detailed, two page plan for every class isn’t
necessary. Most teachers simply do not have time. If this
is the case, it’s wise to focus on the sections of a lesson
plan and at least jot down some notes for each, paying
careful attention to time and pacing.

さて、実際の授業案はどうでしょうか。授業の度に完璧
な授業案を立てる可能性は低いです。時には授業が始ま
る５分前に授業案が必要となることもあります。この場
合に重要なのは、指導過程で前述の２つの質問に集中す
ることです。またある時には計画する時間があっても、
２ページもある授業案は必要ないのです。ほとんどの教
師は単に時間がないからです。ですから、授業案の学習
過程に集中し、それぞれの時間配分と流れに注意しなが
らメモを取れば良いでしょう。

For a demonstration lesson, it’s helpful to write up a fully
detailed plan. Take time to type it up in an easy-to-read
format and add in scripted lines if it is helpful. Then, print
it out and highlight the important points, transitions, and
time limits for each section of the lesson. If the pressure
is on, especially if you are being evaluated, it will be a
great comfort to have your lesson plan in front of you,
ready for quick and easy referencing. On the next page is
an example lesson plan for a 50 minute class:

研究授業の場合は細案を立てると役立ちます。時間をか
けて読みやすい形で打ち込み、必要であれば台詞も書き
込みます。次に、それを印刷し、各学習過程の重要な部
分、変わり目及び制限時間を目立たせます。もしプレッ
シャーがかかり、時に自分が評価されている場合は、素
早く、容易に参照できるように手元に用意しておけば安
心できるでしょう。例として下に５０分の授業のための
レッスンプランを次のページに挙げました。
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Whichever assessment is used must coincide with the
learning objectives for the lesson (Prator, 1991, p.17).
This way, what you are teaching and whether or not the
students are learning it will be immediately clear.

Introducing Diversity (Meeting People from Different Places) (Table 3.3)
タイトル：多様性の紹介（様々な国からの人々と会う
Objective:
Content objective – Students will be exposed to names and photographs of people from various
countries.
Process objectives – Students will practice self-introductions including:
1) Shaking hands and making eye contact.
2) Using target English phrases: “Hello, my name is,” “I’m from …,”
“What’s your name?” “Where are you from?” and “Nice to meet you.”

指
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題材：
内容―様々な国から来る人の名前と写真を生徒に提示する。
方法―生徒は下記の事項を含めて自己紹介を練習する。
1) 握手とアイコンタクトをとること
2) “Hello, my name is” “I’m from …” “What’s your name?” “Where are you from?”
“Nice to meet you.”などの英語のフレーズを使うこと。

Organization: Whole class
グループ分け：クラス全体

Total Time: 50 minutes
所要時間：５０分

Materials: 20 cards with photos of people from France, India, Australia, USA, and China; 20 survey
worksheets; laptop with slide show (photo collage of people from different places set to music).
教 材：フランス 、インド、オーストラリア、アメリカ 及 び 中 国 の 人 々の 顔 写 真 名 刺 を２０枚 、ワー
クシートを２０枚 、ノートパソコンで用 意されたスライド（ 音 楽 付きの、様々な国の人々の顔 写 真
コラージュ）。

Introduction:
Explain the day’s plan to students. Write agenda on board.		
Agenda: Meeting People from Different Places (lesson title)
(1) Computer slide show.
(2) What is a good self-introduction?
(3) Self-introduction activity
(4) Who did you meet?
Introduce and show diversity slide show.		
		
Ask a few questions.					
Transition to (2) What is a good self-introduction?
導入：
生徒に今日の予定を説明する。
日程を板書する。
日程：
「様々な国からの人々と会う」
（レッスンタイトル）
(1) パソコンのスライド
(2) 良い自己紹介とは？
(3) 自己紹介活動
(4) 誰と会った？
スライドショーを紹介し、見せる。
いくつかの質問をする。
(2)「良い自己紹介とは？」
に進む

Time: 10 min.
Notes:

所要時間：
１0分
ノート：

Continued on the next page 次のページに続く
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Introducing Diversity (Meeting People from Different Places) (Table 3.3)
タイトル：多様性の紹介（様々な国からの人々と会う

Time: 20 min.
Modeling:
With JTL, model a self-introduction using two photo/name cards. Show stu- Notes:
dents the cards first. After model, break down components of intro, number
them, and write them on the board:
(1) A: Hello! B: Hello.
(2) A: My name is Pierre, what’s your name? B: My name is Sapna.
(3) A: I’m from France, where are you from? B: I’m from India.
(4) A: It’s nice to meet you. B: It’s nice to meet you too!

Instructional
Planning Ch 3

Show students the survey worksheet. Draw a large version of the grid (a two
column table with five rows, with “Boy” and “Girl” written at the top and the
five countries listed down the side). Explain the activity. Students must take
their photo/name card and go around the room and practice self-introductions
until they meet a boy and a girl from each country. They must write the person’s
name in the box (katakana is ok, but encourage English). Model this process
with JTL. Have students write their names on their worksheets.
モデルパターン：
所要時間：
２０分
２枚の顔 写 真 名 刺を使ってＪＴＬと一 緒に自己紹 介をやってみる。まず、名 刺を
ノート：
見せる。
その後、紹介のいくつかのポイントを挙げ、番号を振り、板書する。

(1) A: Hello! B: Hello.
(2) A: My name is Pierre, what’s your name? B: My name is Sapna.
(3) A: I’m from France, where are you from? B: I’m from India.
(4) A: It’s nice to meet you. B: It’s nice to meet you too!

生徒にワークシートを見せる。マス（横２列に“Boy”と“Girl”を、縦５行に５つの
国名を書く）を大きく板書する。活動を説明する。生徒は配られた顔写真名刺を
持って各国の少年と少女と会うまで教室を回りながら自己紹介をお互いに練習す
る。必ずその名 前を欄に書く
（カタカナはO Kだが 、英 語で書くように励ます）。
この手順をＪＴＬと一緒に示範する。
生徒の名前をワークシートに書かせる。

Activity:
Classroom management – Explain to students that it is important to show respect for other cultures. It’s ok to have fun, but it’s rude to laugh at a person’s style
of dress just because it’s different from that of people in Japan.

Time: 10 min.
Notes:

Pass out worksheets and photo/name cards. Give students a chance to look at
their pictures and share them with neighbors.
Have students stand and get to work. Circulate during activity.
言語活動：
ルール― 生徒に異文化に敬意を払うのが重要だと説明する。楽しむのはＯＫだ
が、
日本のと異なるというだけで、人の服装を笑うのは失礼であることを言う。

所要時間：
１０分
ノート：

ワークシートと顔写真を配る。生徒に自分の顔写真名刺を見たり、隣の人に見せ
る機会を与える。
生徒を立たせ、活動を始める。活動中に巡回する。

Continued on the next page 次のページに続く

Planning an Effective Lesson

Planet Eigo 63

Introducing Diversity (Meeting People from Different Places) (Table 3.3)
タイトル：多様性の紹介（様々な国からの人々と会う
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Closing/Wrap-up:
Bring students back and call on some students to help fill out a survey grid on
the board. If there is time, ask for two brave volunteers to demonstrate for the
class.			
Collect survey worksheets.

Time: 10 min.
Notes:

まとめ：
生 徒を席に戻す。指 名し、黒 板のマスを書き込ませる。時 間があれば 、２人のボ
ランティアに教室の前で発表させる。

所要時間：
１０分
ノート：

ワークシートを回収する。

Assessments:
Observational assessment during activity. Check worksheets to see who completed the activity.

Time: NA
Notes:

評価：
活動中に観察評価を行う。
ワークシートを完成させたかどうかを確認する。

所要時間：
ノート：

Extensions (Back-up Plan):
Students who finish early can draw a picture of their photo card person doing
an activity and write a sentence describing the picture.

Time: 5 min.
Notes:

発展（予備計画)：
先に終わった生徒は顔写真名刺に載っている人が何かやっている様子の絵を描
き、
その絵について文章を書く。

所要時間：
５分
ノート：

On typical days, whether there is a full written plan,
a few jotted-down notes, or only a last-minute effort,
the important components of a quality lesson should
still be kept in mind. Focused objectives, simple instructions, and showing students what, why, and how they
will learn that day through engaging introductions and
careful modeling are the key parts of an effective lesson.
Activities should be fun, but teachers should anticipate
classroom management issues and keep a watchful eye
on the clock. Lastly, students must be monitored to make
sure they are learning what is being taught.
Delivering a successful lesson from a well-designed
lesson plan is a rewarding experience. Teachers should
practice writing lesson plans in different ways to find a
format that fits their teaching styles.
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普通は、完璧に書き込んだ計画でも、わずかのメモでも、
または土壇場にやったこと、良い授業の要素を心にとめて
おくと良いでしょう。効果的なレッスンに大切なのは、焦
点をしぼった目標、簡潔な指示、また興味をそそる紹介や
注意深いモデルプレーによって生徒に何をなぜ、どうやっ
て学ぶかを示すことです。活動は楽しいはずですが、教師
は学級管理上の問題を予想し、時間配分を考えるべきで
す。最後に、教えられていることを学生が学習しているの
か確認するために生徒を観察すべきです。
うまく計画された授業案を通して授業を成功させるのは、
やりがいのある経験です。教師は様々な形で授業案を作成
してみると、自分の教え方に合った形を見いだすことがで
きます。

Using Assessments in the
Classroom

M

Assessments, which often take the form of projects or
exams, are a vital tool for organizing instruction. Having a
clear sense of what skills students have mastered enables
teachers to make decisions on whether or not they can
progress to new material. Assessments can also be used to
bolster student confidence. Learning English is a stressful
proposition. The ultimate goal (communication with English speakers) is a real-world application, and one that is
fraught with potential embarrassment. However, students
who are made aware of their steady progress in the language through goal-oriented assessments are more likely
to perform (Wiggins, G. & McTighe, J., 1998). The following are tips to help create effective assessments:
⒉⒉Use a diagnostic – Diagnostic assessments show what

students know coming into a unit. Teachers need to
find out what vocabulary or grammatical concepts the
students are familiar with before the course begins.
Diagnostic assessments can also show what biases
students bring into the classroom. Some students have
prejudices against certain
material (“I don’t want to
learn how to speak English,
why can’t I just do grammar
worksheets?”). These biases
can seriously interfere with
learning. It’s best if teachers
uncover and address the biases early. Diagnostics come
in many different forms. For
example, they can be hourlong tests, a journal entry, or
an informal chat.

ALTはよく学期末の課題や試験の形で「おまけ」を作るよ
うに頼まれます。こういった評価はALTが創造力を働かせ
る良い機会となり、生徒にとっても教師にとっても楽し
めるものとなります。ただし、楽しみの要素が授業の要
素を薄れさせないようにすることが重要です。主要な課
題や試験には具体的な目標がなければなりません。評価
をよく理解していると、まとまりのある楽しい課題や試
験を計画するのに役立ちます。
課題や試験の形としてよく用いられる評価は、授業を
体系化する不可欠なツールとなります。生徒が習得する
スキルについて明確な意識を持つことは、教師に新しい
題材に進むかどうか決めることを可能にします。また、
評価は生徒の自信を高めることにもよく用いられます。
英語学習はストレスのたまる活動です。英語を話す人と
コミュニケーションをとるという究極の目標は、現実世
界への適応であり、困惑の可能性も秘めています。しか
し、評価という目標を通し、言語学習の着実な進歩に気
が付いた生徒はより上手にこなすでしょう（ウィギンズ
G.、マックティJ.１９９８年）。以下は、効果的な評価
を作成するのに役立つ助言です。

⒉⒉診断評価を使いましょう。診断評価は、単元を始める
ときに生徒が理解していることを示します。単元が始
まる前に、教師は生徒が知っている語彙・文法の概念
を理解しておく必要があります。また、診断評価は生
徒が授業に持ち込む偏見も示します。ある題材に反感
を覚える生徒もいます。（「英語の話し方なんて学び
たくない。文法ワークシートだけでいいんじゃない。
」）このような反感は学習を大きく妨げる場合があり
ます。教師はこの反感を早めに明
らかにし取り組んだ方が良いでし
ょう。診断評価は多様な形があり
ます。例えば、１時間の試験、日
誌記入、雑談などです。
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any ALTs are asked to contribute extras for classes
in the form of end-of-term projects or exams. These
assessments provide a good chance for ALTs to exercise
creativity and they are often very enjoyable for students
and teachers alike. However, it’s important not to let the
fun element eclipse the teaching element in these tasks.
Major projects and exams need to have a specific purpose.
A good understanding of assessments helps in designing
projects and exams that are both focused and fun.

教室における評価の使用

⒉⒉Be purposeful with tests – When writing tests, make

指
導
計
画

sure that the questions are valid, reliable, objective,
and efficient. Writing tests is a difficult skill to master. However, the easiest way to write effective tests
is to pull information directly from previous lessons.
Bloom’s Taxonomy is a useful guide when writing
questions: students should be tested on several different levels (knowledge, application, analysis, and
so on) at once. Effective tests often begin with easy
true/false questions (knowledge), then move to multiple choice questions (analysis), then to open-ended
short answer questions (application), and finally to
essay questions (synthesis/evaluation). However, no
one test has to include every level in Bloom’s Taxonomy. Remember to test only material covered in
class. It’s often a good idea to include some questions students have seen before (either from homework or from the diagnostic assessment). Familiarity breeds confidence.

⒉⒉Set performance tasks – As was discussed earlier

in this chapter, many students have different intelligences and learning styles. Performance assessment tasks vary widely, and thus can target different
learning types. Performance tasks can include plays,
debates, journals, portfolios, drawings, speeches,
presentations, dancing, acting, constructing a models, etc. Be creative!

⒉⒉Use rubrics – Rubrics lay out the procedure, dead-

lines, and expectations for the assessment task. When
rubrics are used at the beginning of a unit, students
can see exactly what they are expected to learn. This
enables them to follow along as the unit progresses;
students can then judge for themselves what progress
they have made and where they can improve. When
writing a rubric, make it simple, clear, and easy to
understand. A popular rubric maker for teachers is
“RubiStar” (http://rubistar.4teachers.org).

Assessments are one of the most effective methods of
communication between teachers and students. Through
assessments, students can demonstrate exactly how
much new material they have absorbed. In addition, assessments can provide an outlet for creativity, and are
often highly motivational. By using the suggestions
above, teachers can create assessments that build confidence and are informative and fun.
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⒉⒉意図的に試験を行いましょう。試験を作成する時、問
題が妥当で、信頼性があり、客観的で効果的な問題で
あるよう確認しましょう。試験作成は習得することが
難しいスキルです。しかし、効果的な試験を作成する
には最も良い方法は、前の授業から直接情報を取り入
れることです。問題を作成する際、ブルームの認知領
域分類法を参考にすると良いでしょう。生徒はいくつ
かの異なる「レベル」（知識、応用、分析など）をす
ぐに試験されるべきです。効果的な試験ではまず簡単
な真偽を問う問題（知識）から始まり、多岐選択問題
（分析）へ進み、また空欄への短文記述問題（応用）
へ進み、そして最後に小論文問題（作成・評価）とし
ます。しかし、１つの試験にブルームの認知領域分類
法のレベルをすべて含める必要はありません。授業に
取り上げられた題材についてのみ試験を行うことを忘
れないでください。また、宿題や診断評価などに出た
問題をいくつか含めると良いでしょう。知識から自信
が生まれます。

⒉⒉パフォーマンス・タスクを定めましょう。前述のよう
に多くの生徒は様々な知能・学習法を持っています。
パフォーマンス・タスクの評価は非常に幅が広く、そ
れゆえ異なる学習法を対象とすることができます。パ
フォーマンス・タスクは遊び、討論、日誌、ポートフ
ォリオ、描画、スピーチ、発表、ダンス、演技、手本
の作成などを含めることができます。創造力を働かせ
てみてください！

⒉⒉評価指針を使いましょう。評価指針は評価課題の流
れ、締め切り、期待されることを提示します。単元を
始める際に評価指針を使うと生徒は具体的にどういっ
たことを学習するのか理解することができます。そし
て生徒は、授業が進むにつれてどれほど進歩している
か、また改善できる点を自ら判断できるようになりま
す。評価指針を作成する際、簡単で明確、そして分か
りやすいものにしてください。教師に人気のある評価
指針を作成する人は「ルビスター（RubiStar）」です
（See
http://rubistar.4teachers.org を参照して
ください)。
評価は、教師と生徒の間での最も効果的なコミュニケーシ
ョン方法の１つとされます。評価によって生徒は、新しい
題材をどれくらい身に付けたかを正確に実証できます。加
えて、評価は創造力を発揮する機会を与え、しばしば高い
動機付けとなります。上記の提案を用いることで、自信を
築き上げさせ、有益かつ愉快な評価を作成することができ
ます。

Instructional
Planning Ch 3

Planet Eigo 67

