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“Not So Long Ago”という教材に出合ったのは
2007年のことで、当時は「英語Ⅰ」という1学年
対象の授業の中で初めてこの教材を扱いました。
最初にこの教材を目にしたときには、先ずベト
ナムの少女の写真があまりにも衝撃的に飛び込ん
できて、どのように教えようかと少し躊躇しまし
た。しかしその後、彼女が戦争の傷を乗り越え、
力強く生きて、現在は幸せな家庭を築いていると
いうことが紹介されていたので、生徒もただ
ショックを受けるのではなく、彼女の生き方に共
感しながら、前向きにこの教材と向き合ってくれ
ました。
「無事」にこのレッスンの本文を終えて、なん
となくほっとした気分になっておりましたら、そ
の間ずっと私の心の中にくすぶっていた思いが、
はっきりと疑問の形として浮かび上がってきまし
た。ベトナムの少女の写真はそれ自体が強烈なイ
ンパクトを持って迫ってきますが、その前に登場
した火葬場の少年の写真の意味は何なのだろう
と。生徒たちは広島の子どもなので、これまでに
何らかの平和教育を受けてきています。そこで、
生徒に「この少年は火を見つめながら、何を思っ
ているのだろうか」と問いましたところ、大半の
生徒が、「戦争が憎いと思っている」というよう
な、いかにも戦後の子供にありがちな通り一遍の
意見が返ってきました。
私自身、少女の写真があまりにもショッキング
なので、指導の際もそちらにばかり気を取られて
いましたが、それに比べるとインパクトの弱いこ
の少年の写真については、よく考えて想像力を働
かせてみないと、その意味は生徒には伝わらない
のではないかと思いました。しばらく写真の少年
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と向き合うようにして見ていたら、少年が語りか
けてくるように感じたので、それをもとに対話文
を作ってみようと思いました。前半を教科書の内
容をまとめて写真展の案内とし、後半を写真展鑑
賞後の2人の対話という構成にして、この課の終
わりに復習として使用しました。少し生徒たちに
は難しい言葉もあったようですが、最後に短い感
想を書いてもらったところ、もう少し自分の身に
引き寄せてこの教材を受け止めてくれたことがわ
かり、私自身もなにか僅かでも使命を果たせたよ
うな喜びを感じることができました。
それからはこの科目を担当することはなかった

のですが、『CROWN English Communication Ⅰ』
と科目名が変わった今もなお、この奥行きのある
題材が姿を消さずにいることにうれしさを感じて
います。
英語の教師として教材を選ぶとき、いつも悩む

のが、教える生徒の現在の力にふさわしいという
点を最重要視すべきか、少し難しいかもしれない
が内容の深いものを与えるべきか、という点です。
担当する個々の生徒の英語の力や英語への興味の
度合いには大きな差があり、教える際にも常にど
のレベルに焦点をあてるかということに悩みます
が、教えてみて感じることは、たとえ多少難しく
ても、結局面白い教材、深みのある教材は、学ん
だ後、どの生徒も満足するということです。生徒
にとって学び応えのある教材をこれからも供給し
てくださるよう期待しております。
最後に稚拙ではありますが、私が作りました対

話文と練習問題を紹介いたします。いくらかでも
参考にしていただければ幸いです。

biting his lip so hard? It seems to me that he 
was trying to endure the fear and the 
loneliness of being left alone. He might be 
trying to tolerate other negative feelings 
welling up inside him : grief, anger...and 
maybe a sense of guilty. 

Yoko :  A sense of guilty? 
Sota :    Maybe he thought the death of the baby 

was his fault.  A little child would cry in this 
situation, but I guess he couldn’t afford to 
cry like a little child because he knew he 
would have to live alone. 

Yoko :  War is terrible especially for children. What 
would you do if he were your own brother?

Sota :    I could do nothing but watch the flames 
together with him.

Yoko :  I would like to hold him by the hand and 
share his pain. I hope he survived the hard 
time after the war and he is having a happy 
life now.

Sota :    If he is still alive, he is as old as my grandfather. 
My grandfather has never talked about the 
wartime. I’ll tell him about this exhibition 
and ask him what he went through.

Yoko :  I’d like to listen to his story. Do you mind if I 
go with you?

Sota :   Not at all. Why don’t we visit him next 
Sunday?

Sota :   There are so many photos in this exhibition.
Yoko :  Yes, I hear there are about three hundred 

photos here. They show us the twentieth 
century was not only an age of progress, but 
an age of war.

Sota :   What picture impressed you the most?
Yoko :  The picture of the Berlin Wall. It looked like a 

symbol of the cold war. How about you?    
Sota :    Do you remember the picture of a boy 

carrying a baby on his back?
Yoko :  Yes, I remember it. I really feel sorry for the 

boy. I saw you standing in front of the 
picture for a while. What were you thinking?

Sota :   Well, I was wondering why the boy was all 
alone. Why did he bring the dead baby to 
this cremation ground all by himself? What 
happened to his family?

Yoko :  This photo was taken in Nagasaki just after 
the war, so maybe they were all dead 
because of the bomb.

Sota :   Was there any place for him to go back to? 
I’m afraid he had nobody to take care of 
him.

Yoko :  What makes you think so?
Sota :   Well, do you remember the look of him? 
Yoko :  Yes. His face was hard. 
Sota :    The photojournalist who took this picture 

says that the boy was biting his lower lip so 
hard that it shone with blood. Why was he 

練習問題

even called the twentieth century “thirty-six 
thousand days of suffering.”  It is perhaps difficult 
to find any sign of hope in the photos here, but 
we can if we try.
     There should never be war again.  This is the 
message we would like the photographs of this 
exhibition to bring to you today.  I would like to 
leave you with the thought that all this happened 
not so long ago.
     Thank you.

     Ladies and gentlemen, welcome to our exhibition 
“Looking Back at the Twentieth Century.”  We have 
collected about three hundred photographs here.  
They will show you something of the history of the 
past century.
     Photographs tell us a lot.  They show us what 
happened in the past.  They sometimes show us 
things we may not wish to see.
     The twentieth century was a century of war.  
There were two world wars, and a cold war, and 
smaller wars all over the world.  A Japanese journalist 
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hard that it shone with blood. 【　　 E 　　】 
It seems to me that he was trying to endure 
the fear and the loneliness of being left 
alone. He might be trying to tolerate other 
negative feelings welling up inside him : 
grief, anger...and maybe a sense of guilty. 

Yoko :  A sense of guilty? 
Sota :   Maybe he thought the death of the baby 

was his fault.  A little child would cry in this 
situation, but I guess he couldn’t afford to 
cry like a little child because he knew he 
would have to live alone. 

Yoko :  War is terrible especially for children. 
   【　　　F　　　】
Sota :   I could do nothing but watch the flames 

together with him.
Yoko :  I would like to hold him by the hand and 

share his pain. I hope he survived the hard 
time after the war and he is having a happy 
life now.

Sota :   If he is still alive, he is as old as my grandfather. 
My grandfather has never talked about the 
wartime. I’ll tell him about this exhibition 
and ask him what he went through.

Yoko :  I’d like to listen to his story. Do you mind if I 
go with you?

Sota :   Not at all. 【　　　G　　　】

Sota :   There are so many photos in this exhibition.
Yoko :  Yes, I hear there are about three hundred 

photos here. They show us the twentieth 
century was not only an age of progress, but 
an age of war.

Sota :   【　　　A　　　】
Yoko :  The picture of the Berlin Wall. It looked like a 

symbol of the cold war. How about you?    
Sota :   Do you remember the picture of a boy 

carrying a baby on his back?
Yoko :  Yes, I remember it. I really feel sorry for the 

boy. I saw you standing in front of the 
picture for a while. 【　　　B　　　】

Sota :   Well, I was wondering why the boy was all 
alone. Why did he bring the dead baby to 
this cremation ground all by himself?

   【　　　C　　　】
Yoko :  This photo was taken in Nagasaki just after 

the war, so maybe they were all dead 
because of the bomb.

Sota :   Was there any place for him to go back to? 
I’m afraid he had nobody to take care of 
him.

Yoko :  【　　　D　　　】
Sota :   Well, do you remember the look of him? 
Yoko :  Yes. His face was hard. 
Sota :   The photojournalist who took this picture 

says that the boy was biting his lower lip so 

１ 次の問に対する答えを本文中の語句（または文）をそのまま抜いて示しなさい。
1）  What is the title of this exhibition?
2）  What did a Japanese journalist call the twentieth century? 
3）  They have two messages they want to send to us through this exhibition.
 What are they?

２ 対話文が自然な流れになるように【A】～【G】に次から適当なものを選んで入れなさい。
あ： What happened to his family?
い： What makes you think so?
う： What were you thinking?
え：  What would you do if he were your own brother?
お： Why don’t we visit him next Sunday?
か： What picture impressed you the most?
き： Why was he biting his lip so hard?
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はじめに

私は、現任校への異動を機に、授業スタイルを
変えて英語で授業を行うことを決意しました。し
かし、そもそも「英語で授業」とはどういうこと
なのかよくわからず、All Englishでなければなら
ないという窮屈な考えに縛られていた時期もあり
ました。その結果、私自身が英語でまくしたてる
ような授業になってしまい、反省したこともあり
ます。また、文法に関しては、説明や知識を整理
するには日本語の方がはるかにわかりやすく、効
率的な場面も多く、そのような場面での英語によ
る説明は、生徒をさらに混乱させかねないと思い
ました。このように、英語で授業をするにあたり、
授業の中でどのように英語を使用するのか、どの
ような授業構成にしたらよいのか悩み、試行錯誤
の毎日でした。しかし、次第に自分なりの授業ス
タイルが確立できたように思います。

1　英語で授業を行う３つのポイント

私が、主に日本語で行ってきた授業から英語で
行う授業に変えた方法のポイントは、「Classroom 

English」「Oral Introduction」「Interaction」です。
英語で授業を行うことを意識してからは、input

中心の授業から、自然とoutputのための活動時間
が増えていきました。
まず、私が最初に徹底させたことは、Classroom 

Englishです。あいさつから英語で始め、指示を出
す時や評価を行う時は英語です。これらの表現は、
毎回授業で使い続けて習慣化することで、生徒も
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すぐに慣れていきます。Classroom Englishに関
しては、1年生の4月から徹底させるとよいと思
います。2，3か月経つ頃には、生徒も英語での指
示に慣れて動けるようになりました。具体的な
Oral Introductionについては、以下の「2 Lesson 

7におけるOral Introduction」で示します。また、
Interactionについては、「3 Oral Introduction後
の授業展開」「4 グループ学習について」で示しま
す。

2　Lesson 7におけるOral Introductionの実践例

（1）Oral Introductionのねらいと方法

私は、Oral Introductionを充実させることは、
英語による授業の大事な要素だと考えています。
私は、各レッスンやセクションごとにプロジェク
ターを使って行うのですが、毎回構成を考える時
には、指導書の「解説と指導編」と「英語で授業
編」を参考にしています。さらに、本文に関連す
る写真や地図を用いて、写真から読み取れるプラ
スαの情報も話題にしながら、広がりのあるス
トーリーを展開していきます。スライドを見せな
がら、一人一人の生徒にQ&A形式で質問を投げ
かけます。答え方のわからない生徒には、別の表
現で言い換える、2択の質問に変える、ジェス
チャーを使うなどして、英語で対話ができるよう
に工夫します。また、新出単語を、写真や絵と英
語での説明で意味を推測させる活動を行います。
この時にも、指導書の「英語で授業編」や英英辞
典がたいへん役立ちます。生徒はこのやり取りが

２


