商品番号 E89-S
全２巻 14,000円＋税

（各枚 7,000円＋税）送料別

～１度使った教科書を次の年にもう１度使って
内容理解から表現活動へ～
監

修

授業者

金谷

憲（東京学芸大学 名誉教授）

五十嵐明紀子／猪口知津子／鈴木加奈子／滝川美穂／中島那美子
山科保子／渡邉倫生（山形県立鶴岡中央高等学校外国語科）＊五十音順

「スピークアウトの概要と授業実践事例集」

E89-1

「スピークアウト Procedure」

E89-2

特 典 「スピークアウト」の指導案、及びワークシート付き（PDF形式／17P）※E89-2のみ

内容がある
インプット を

科目間の連携

同じ教科書を

行いつつ、

縦
（１年から３年）の

2度使い

まとまった量の

つながりにも有効！

生徒の自信と成績を

アウトプット を

アップする！

行う試み！

「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」では、教科書で扱う英文の難易度が高く、内容理解に時間がかかることから、まとまっ
た量の英文をアウトプットまで持っていく時間が十分に取れない、ということが考えられます。また、
「英語表現Ⅰ・Ⅱ」で
は、内容的に質が高い英文のアウトプット不足が考えられます。そこで、内容があるインプットを行いつつ、まとまった量
のアウトプットを行う時間を十分に取る方法を考えました。

「１度使った教科書を次の年にもう１度使う」という試みです。１年目に学習した英文を、
スピークアウトとは、
２年目にはアウトプットをゴールにすることで、自分が使うために英文を取り込むという意識が生まれ、内容理解も深まり、
Inputがより意味のあるものになります。また、自分が使うために英文を取り込むので、Intakeも深まります。

インターネットからのDVDご注文は……
ダウンロード版
ダウンロード版をご希望の方は：
専用サイト

http://www.jlc-download.com/
へアクセスし、パソコンからご購入・ダウンロード
してください。
（お支払い方法はカード決済のみとなります）
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このDVDでは、スピークアウトの概要と取り組みについて解説し、模擬授業を通して授業の進め方を詳しく紹介していま
す。また、鶴岡中央高等学校で実施された授業の中から、Final Task：Presentationの部分を中心に多くの実践事例も収
録。ぜひ先生方にご覧いただき、挑戦していただきたい内容となっています。ぜひ、1～2巻併せてご覧ください！！

各巻の詳細は裏面へ

http://www.japanlaim.co.jp/

サンプルムービー配信中！

DVD版
○ご希望の商品番号を指定し、電話かハガキ、FAX、もしくはDVD通販サイトにて
お申込みください。受注確認後３～６営業日後でお届けします。
○到着日指定で「代金引換（手数料無料）」の宅配便でお送りします。
※送料は1回につき500円+税。
○学校公費及び教育機関、
また個人研究費などでご購入の場合は、必要書類は担当
者までお申し付けください。※通販サイトの公費FAX申込み書類でも購入可。
○カード
（VISA、MASTER、AMEX、他）
もご利用できます
（分割も可）。

◎お申し込み・お問い合わせはお気軽に！

TEL.03（5840）9980

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-25-14 本郷竹下ビル４Ｆ

FAX.03（3818）6656

2014.09

教科書を２度使う！

山形スピークアウト

商品番号 E89-S
全２巻 14,000円＋税

（各枚 7,000円＋税）送料別

〜１度使った教科書を次の年にもう１度使って内容理解から表現活動へ〜

E89-1

「スピークアウトの概要と授業実践事例集」

86分

「スピークアウト」の概要についての解説と、
山形県立鶴岡中央高等学校で実施された実際の授業を収録。
特にFinal Taskの場面を中心に、６名の先生方の授業をダイジェストで紹介します。
■山形スピークアウトの概要
・Speak Outの背景
・Speak Outとは
・１レッスンの進め方の基本
・評価について
・Speak Outの効果

■授業実践例-5：鈴木加奈子先生
・2nd Debate ：発表例（Speak OutⅡ）
・Skit：発表例（Speak OutⅠ）
・Reproduction：発表例（Speak OutⅠ）
・Presentation ：発表例（Speak OutⅠ）

■授業実践例-1：渡邉倫生先生（Speak OutⅡ）
・Final Task：Debate
（Day1〜3）

■授業実践例-6：山科保子先生（Speak OutⅠ）
・Skit：発表例

■授業実践例-2：五十嵐明紀子先生（Speak OutⅠ）
・授業１：Final Task：Skit（Day1, 2, 7)
・授業２：Final Task：Presentation（Day1, 2, 4, 7）
・授業３：Final Task：Presentation（Day7）
■授業実践例-3：滝川美穂先生（Speak OutⅡ）
・Final Task：Debate ＜Day1, Day6
（日本語ディベート）
Day13
（ディベート２回目）
＞
■授業実践例-4：中島那美子先生（Speak OutⅠ）
・Presentation：発表例
・Skit：発表例

E89-2

「スピークアウト Procedure」

121分

【使用教科書】

BIG DIPPER English Course Ⅱ
Lesson3 The Magic of Color

１レッスンの授業の進め方について、模擬授業を用いてステップ・バイ・ステップで詳しく紹介。
ここでのFinal TaskはSkitとなっています。
＜授業の進め方：模擬授業＞

■Day4 Extra Reading：Read“Color Association”

■Day1：Lesson Review
◎Warm-up ：Oral Introduction
◎Keywords：①Listen to the hints and find the keywords.
②Practice the keywords (Japanese⇒English)
◎Listening ：①Answer the questions by listening to the CD.
②Check your answers.
◎Reading
◎Fact Finding

■Day5

Model Skit：サンプルのビデオを見る

■Day6

Final Task：Practice for the
presentation (First Draft)

■Day7

Final Task：Practice for the
presentation (Second Draft)

■Day8

Final Task：Rehearsal

■Day9

Final Task：Presentation(Skit)

■Day2：Summary
◎Review：穴埋め要約文完成、
練習
◎Summary①：Questions for Oral Summary
・ペアで質問→口頭でまとめる
・４人グループで答えをつなげる
■Day3：Summary
◎Summary②：Oral Summary
・Step 1：各自が考えたＱの答えを書く
・Step 2：接続詞や例を加えて書き直し
・Step 3：ペアで発表
・Step 4：グループ内で発表
・Step 5：数名が全体に対して発表

特

典

Keywords

Practice the

pronunciation

and the spelling

of the keywords

.

１．imagine

「スピークアウト」の指導案、
及びワークシート付き（PDF形式／17P）

V

２．association

想像する

N

３．associate

連想

V

連想する

４．chilly
Adj
５．the tropics
Reading:

Read the text

N

ひんやりとした

熱帯地域

概要把握
and fill in these

blanks.

１
１．青は私たちに（

）や（

）を連想させる。

２．私たちは自然に、

それぞれのものから（

２
３．中国の川や海は（

）を連想する。

）の砂を多く含んでい

るため、（

４．日本人…青は（

）色と感じる。

（対照的に）

熱帯地域の人々…青は

（

５．色の連想は、
（

）色と感じる。
）に応じて異なる。

３
６．中世ヨーロッパで

は、（

７．今日では、世界中

）は悪い色だった。

の人々が緑から（

）に見える。

