
ONE 
WORLD
 Info

英語教育 通信
2017  Autumn

巻頭エッセイ
異文化と出会うとき
平田オリザ

新連載
英語教育なんでも相談室
本多敏幸

特集

ONE WORLD
わたしの使い方



2

撮影：青木司





4

特集 ONE WORLD のおすすめの使い方を教えていただきました。

〔導入〕
　挨拶のあと，iPadのFlashcardsというアプリケー
ションでスクリーンに教科書本文を日本語で表示
し，手を挙げて英語で答えた生徒から着席してい
く（単語クイズを行う場合もある）。英文にまだ不
慣れな段階では，日本語で意味を答える場合もあ
る（図1）。

　全ての英文の確認が終わると，再度英文を表示
し，教師のあとについて音読練習を行う。

〔展開〕
　DTでpp. 40-41を表示する。教科書欄外に示され
た新出単語にカーソルを移動すると単語が枠囲み
される（図2）。

本校では「次世代を担う人材育成」を目標に教育のICT化を推進している。全教

室に無線LAN・プロジェクター・スクリーンが備えられており，教師も生徒も

iPadを携帯して授業に臨む。私は常にこの環境を活かし，「一斉学習」「個別学習」

「グループ学習」の3つの場面でICT環境を活用し，生徒が楽しく効率的に英語学

習に取り組むことができるよう授業をデザインするようにしている。デジタル教

科書（DT）はそうした授業の要となる教材である。

はじめに
東海大学付属仰星高等学校中等部
関田信生（せきたのぶお）

導入　 フラッシュカードによるPart 1，2の復習（10
分）。

展開　 Part 3の新出単語の意味と発音確認・本文の音
読練習と意味確認（15分）

発展　Activityの英文dictation（20分）
終了　宿題確認・次回予告（5分）

●レッスン名
1年生 Lesson 3 メイの好きなもの

●単元目標
一般動詞とbe動詞の違いを理解し，両者を正しく
使って自分や相手がすることや好きなものについ
て伝えたり尋ねたりすることができる。

●指導計画
Day 1-2 ： 一般動詞の導入（be動詞との違い・

否定文の作り方）と練習

Day 3 ：教科書Part 1の内容理解

Day 4-5 ： Part 1の復習，一般動詞の疑問文の作
り方の導入と練習

Day 6 ：教科書Part 2の内容理解

Day 7-8 ： Part 2の復習と名詞の複数形の導入
（-s, -es,-ies,-ves，不規則等）と練習

Day 9 ：教科書Part 3の内容理解（本時）

Day 10 ：Part 3の復習

Day 11 ：教科書Part 4の内容理解

Day 12 ：Part 4の復習

Day 9 Lesson 3 Part 3（pp. 40-41）の授業

本時の流れ

本時はココ！

（図1）和文カードと英文カード

わたしの使い方
ICT環境を活かした
デジタル教科書の活用
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　そのままクリックすると単語の一覧表に画面が
変わるので，発音練習と意味の確認を行う（図3）。
　また，予習として生徒はノートの左側に本文を
写してきているので，ノートの新出単語の下に意
味を書き込みながら発音練習をする（図4）。
　そのあと，本文を表示し音読練習に入る（図5）。
本文は画面の英文をクリックすると音声が流れる。
生徒たちはその音声を聞きながら音読練習をする

（速度調整・自動または手動での再生が可能であ
る）（図6）。
　次に英文の意味確認に入る。英文を見ながら

「だれが？」「どうした？」「なにを？」「どこで？」「い
つ？」と問いかけると，その流れに従って生徒た
ちが次々と答えていく。和訳するのではなく，英
語の語順のまま日本語で意味を確認し，英文が伝
える内容を理解するようにする（画面上に「訳」
を表示することもできるので，最後はもう一度和
訳をみながら英文の音読をする）。生徒は宿題とし
てノートの右側に自分のことばで和訳を書くことに
なっている（ノート提出で確認する）。

〔発展〕
　このあとp. 41のActivityに入る（図7）。準備した
ワークシートを配布し，まず問題の指示に従って答
え，正解を確認する。その後，英文を聞きながらそ
の文意を日本語で書き取る（図8）。この段階で英文
は書かない。一通り日本語文を書き終えたところで，
今度は日本語文を基に英文を作成する（図9）。英文
がある程度書けた段階でもう一度英文を聞き，書い
た英文と比較して間違っているところや書ききれて
いないところを修正・加筆する。

（左・図2）カーソルを合わせると枠囲みされる
（右上・図3）新出語句の一覧画面
（右下・図4）生徒は写してきた本文の新出語句の下に意味を書く

（図7）  Activity（p. 41）のイラスト

（図8）日本語を書き取ったもの

（図9）書き取った日本語の下に英文を書く

（図5）本文画面
（図6）本文画面下には，音声コントロールバーがある
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　本校ではiPadの授業支援ソフトとしてロイロノー
ト（Loi-Lo Note：LLN）を導入している。生徒への
資料・課題の配布や生徒からの課題提出などWEB
環境を利用して双方向的に授業教材のやり取りが
できる。
　Activityの最後の活動として，生徒は修正・加筆
したワークシートの写真をiPadで撮り，LLN上に取
り込む（図11，12）。

　次に録音機能を利用し，各自音読を画像に貼り
付けて指定されたフォルダーに提出する。LLNを使
うことによって，教師はWEB上で画像と音声を同
時に確認し，授業の有無に関わらず，LLNを通して
すぐに生徒に返却することができる。生徒も返却
されたワークシートを休み時間や自宅で確認する
ことができる。

〔終了〕
　本校では教科書準拠の問題集を副教材として利
用している。本時の復習としてLesson 3 Part 3の問
題を宿題として課し，次の授業で解答確認をする
ことを告げる。また名詞の複数形の単語表を配布
し，次の授業時にテストをすることを予告し授業
を終了する。

（不合格者は放課後再テストを受ける。）

●リモートマウスの利用
　DTはPCにインストールされており，黒板下の差
込口につなぐことで天井に設置されたプロジェク
ターから投影される（図13，14）。
　普段iPadを利用して授業をしていると，教室を自
由に動き回ることが普通になり，PC操作のために
教卓に留まることに不自由を感じる。そこで私はリ
モートマウスを使い，iPadを利用するのと同じ感覚
で，教室のどこからでもDTを操作し，生徒とのイ
ンタラクションを楽しむようにしている。
　最後に，前述のようにDTはその効率性はもちろ
んのこと，拡大表示や電子黒板機能など多様な機
能を駆使することで生徒の学ぶ意欲を引き出し，
集中力を維持することができる有用なICTツールで
ある。ICT環境は教師がいつでもどこでも生徒個々
にアプローチすることを可能にする。教材の回収
や返却が効率的に行えることにより，今まで以上
に生徒へのケアに時間をかけることができる。今
後もこうした環境を活かし，教室をよりよい学び
の場にしていきたい。

（図11）カメラ機能で取り込んだワークシートの一部

（左・図12）ワークシートに書き込む様子。
（中央・右，図13・14）リモートマウスを使えば，パソコンで操
作するために教卓まで戻らなくて済む。
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●レッスン名
2年生Lesson 4 Ms. King’s Trip with Her Friend

●単元目標
「自分の町」についてスピーチを行うことができる。

●指導計画
Day 1-2 ：Part 1の本文の音読と言語活動

Day 3-4 ：Part 2の本文の音読と言語活動

Day 5 ：Part 3の本文黙読と言語活動

Day 6 ：Part 4の本文黙読と言語活動（本時）

Day 7 ：Task

Day 8 ：Part 1とPart 2の本文暗唱

Day 9-13 ：スピーチ原稿作成・練習・発表

●授業を始める前に…
　本校は習熟度別少人数指導を行っているので，

生徒は普段の授業とは異なる席に座る。授業開始

５分前までに自分の机に教科書等を置き，前時の

宿題を教師に見せることになっている。

本時はココ！

私は「生徒が落ち着いて熱中できる授業を行うこと」をモットーとしています。

そのために，チャイムで授業を開始するなど授業規律を徹底して守らせる，授業

パターンを決めて予測がつくようにユニバーサルデザインの手法を取り入れる，

英語の歌など生徒が関心を持つ活動を設定する，ペアやグループで助け合いなが

ら内容を深めるように仕向ける，などさまざまな工夫をしています。

はじめに
八王子市立ひよどり山中学校
宮崎太樹（みやざきたいき）

（1）英語の歌
　Mariah Careyの「Hero」を歌う。2年生で学ぶ，
willやhave toなどの助動詞，接続詞when，if，接続
詞thatを伴うknow，there + be動詞の文が含まれて
いる。
　本校では各学年とも英語の歌で授業を開始する。
1曲を1～2レッスン通して，ほぼ毎時間扱う。最初の
時間は歌詞の穴埋めをさせてから聞かせて答え合わ
せをし，2回目からは起立させ通して歌わせる。
　歌詞の最初を言って生徒が歌いやすいようにし，
ある程度歌えるようになったら，サビの部分でCDプ
レイヤーの音量を下げて，自分たちでもある程度の
音量で歌えるようになったかどうかを確認する。

（2）コミュニケーション活動
　本校では各学年ともほぼ毎時間，英語の歌の後
に既習事項を総動員させるような活動を一定期間
継続して行っている。
　今回は，月・数字・曜日・色・反意語のイラス

導入　 英語の歌，コミュニケーション活動，前時の復
習（10分）

展開　 本文の黙読と内容理解と説明（15分）
発展　本文の音読，言語活動（20分）
終了　宿題確認（5分）

Day 6 Lesson 4 Part 4（pp. 50-51）の授業

本時の流れ

わたしの使い方
誰にでもわかりやすい
授業にするために
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トが描かれたカードをペアの片方がひき，１文で
説明し，交代するということを3分間繰り返す。説
明の仕方は，以下のようになる。
○月・数字・曜日の例
　March：It is the month after February.
○色の例
　black：It is the same color as hair.
○反意語の例
　up：It is the opposite of down.
　なお，これらは定期考査に作文の問題としても
出題し，ALTの前で一対一のパフォーマンステスト
を行い評価する。

（3）前時の復習
　前時では本文の長いStepの課を扱ったため，暗
唱・暗写までは求めず，本文1回と基本文5回をノー
トに筆写してくる宿題を課した。本時ではその成
果を評価するために，基本文のみディクテーショ
ンテストを行う。

〔展開〕
・本文の黙読と内容理解と説明
　Hopの課では，本文はピクチャーカードを用いな
がら英語で描写・問答・言い換えなどをしながら
導入していくが，この課はStepであり，「読む」活
動を重視しているので，それらは行わない。
　最初に，78単語で構成されている本文を80秒以内
で最後まで黙読し，概要を把握することを指示す
る。都立高校の入試では，合計1200単語の英文を40
分間で読み，設問に答える必要があるからである

（10分間で行われるリスニングテストを除く）。単純
に20分で読み，20分で問題を解くと考えた場合，

1200単語を20分，つまり1分あたり60単語を読めるこ
とが最低ラインの速読力であると考えている。また，
当然のことながら，生徒がこれから読む英文が，す
べて生徒の知っている語句で構成されているとは限
らないので，ヒントは与えず，辞書を引いたりペア
で相談したりすることも禁止する。10秒ずつ時間を
読み上げ，教科書の余白に読み終えるのにかかった
時間を記録をさせる。
　次に，新出語句と基本文を導入する。一度読ん
で意味の予測をしているので，日本語で正確な意
味を説明したのちに，発音練習を行う。また，必
ず1時間に1語は辞書を引かせるようにしている（本
校では全学年で自分の辞書を授業に持ってくるこ
とになっている）。今回は，太字（新出重要語句）
の中から特に重要であり，基本文にもある五感動
詞のfeelを引かせる。辞書を引けた生徒は起立し，
まだ引けていない生徒のところへ行き，ヒントを与
え，全員が引き終わるまで待つ（写真1，2）。最後
に起立した生徒に意味を聞いて，全員で辞書に赤
線を引くようにしている。
　ここでもう一度，黙読を行う。今度は詳細を把
握させるために，読み取りのポイントを与える。
今回は「この浴場はできてから何年たっています
か」と「空港に行く前に二人は何をしますか」の2
点について聞く。生徒は自分の力で黙読しなおし，
答えが見つかったら起立する。そして，まだ立ち
上がっていない，つまり読み取れていない生徒の
ところへ行き，ヒントを出す。全員が起立をしたと
ころで答え合わせをし，次の発問に移る。
　最後に，本文の説明を行う。初めにCDを聞きな
がら人さし指で本文を追わせることで，文字と音

（写真1）辞書を引けた生徒は起立していく （写真2）まだ引けていない生徒にヒントを与える
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を一致させる。続いて，教師が1文ずつ読み上げつ
つ，日本語で説明をしていく。It looks really old.の
文の時には『自己表現お助けブック』（教育出版）
p.18で同じ語順で使える動詞を確認させる。辞書
のときと同様に，見つけたら起立させる。そして，
確認したら正の字で，参照した回数を本の余白に
記録させる。毎時間，1回はどこかしらの項目を参
照させ，繰り返し学習を促進させるようにしてい
る。これ以外にも，The guidebook says it’s over 120 
years old.の文を説明するときにも『自己表現お助
けブック』p.53のL-9を参照させ，think，knowなどの
thatを伴う動詞を確認させ，記載のないsayも本に
追記させる。

〔発展〕
（1）本文の音読
　前述したように，この課は「読む」活動を重視
しているので，Hopの課で行ったような暗唱・暗写
までは行わない。表現に慣れ親しめるよう，教師
に続いて1文を2回ずつ音読するだけである。

（2）言語活動
　最初に行うのがListenである。CDを聞かせた後
にペアで30秒間，答え合わせではなく，聞き取れ
た内容の情報交換をさせている。こうすることで，
すぐに答えのわかってしまう生徒も解答に関係の
ない部分まで集中して聞くようになり，また英語が
苦手な生徒も確認することができ，より高い聞き
取りの力をつけることができる。せっかくの素材な
ので，答え合わせをした後には必ずシャドーイン
グをするようにしている。そうすることで次の
Speakにつながる練習にもなる。
　Speakでは，最初に例文をCDで聞かせながら意
味を確認する。教師について発音させた後に起立
させ，ペアで会話をさせる。終わったペアから着
席し，Writeとしてノートに会話を書かせる。書き
終わったらペアで点検をしてから，教師に提出さ
せる。正しく書いてあれば合格だが，1か所でも間
違いがある場合には，できるようになるまで何度
もやり直しをさせる。

〔終了〕
　活動が終わった生徒には以下の課題を出す。
① ノートに本文を1回，基本文を5回写す。（これが

本時の宿題となる。）
② Listenの絵を見ながら，英文をノートに書く。
（例）Bill looks sleepy.

③ 本文を１ページずつ暗唱し，教師に聞かせ，完
全に言えるまで何度も挑戦する。

④ 本文をノートに１ページずつ見ないで書き（暗
写），完全に書けるまで何度も挑戦する。

⑤ Essentialsの該当ページを以下のようにノートに
練習する。

　1　PLUS Dialogの文をそのまま写す
　2　PLUS Activityの文をそのまま写す
　3　 Let’s Try!を赤シートを使いつつ，答え以外の

部分も書く
　4　PLUS Dialogの文の単語を入れ替えて書く
　5　 PLUS ActivityとLet’s Try!の英文を５回写す
　実際に⑤まで終わる生徒はStepの課ではなかな
かいないが，Hopの課では見開きを2時間で扱うの
で，早い生徒は⑤まで終わることがある。
　この授業内の最低限の達成目標は，あくまでも
Writeの文が書けるところである。そして，本文と
基本文の筆写は宿題である。
　しかし，練習した分だけ伸びるのが英語学習な
ので，時間があれば，授業内でも課題が終わった
生徒には前述したように課題を追加する（追加分
を家庭で続きを行う義務はない）。

●定期考査
　このように，授業内で初めて見る英文を自分の
力だけで読み解く指導を行っているので，定期考
査では必ず，教科書本文とは違った英文の読み取
り問題を出題することにしている。

　Hopの左ページをAパターン，右のページをBパ
ターン，Stepの２ページをCパターンと呼んでい
る。Hopのページについてはこれまでにも実践報告
や授業公開は多くされているので，今回はあまり
紹介されることのないStepをあえて扱ってみた。
読者の参考になれば，幸いである。



10

２　ライティングの活動

　ライティングの活動として思い浮かぶのは和文
英訳と自由英作文でしょう。
　和文英訳は英文の基礎を養うために必要な練習
です。私は，教科書から20くらいの文を選び，和
文英訳形式の小テストをよく行います。音読をた
くさん行い，正確に言えるようになった文を正確
に書けるようにするためです。しかし，和文英訳
ばかりではライティングの力は十分に育ちません。
生徒自身に書く内容を考えさせた活動を頻繁に取
り入れる必要があります。
　では，どのような活動を取り入れたらよいので
しょう。
（1）単文ではなく２文以上の文を
　文法などの指導をする際，よく単文で書かせる
指導を目にします。例えば，現在完了形の継続用

１　ライティングで指導すべきこと

　技能（領域）の目標を定める際，「生徒にどのよ
うな力を付けさせたいか」と自問自答します。ライ
ティングの場合，以下を最終目標に掲げます。
　ア　�100語程度の英作文であればさらさらと時間

をあまりかけずに書くことができる。
　イ　�読み手に分かりやすい構成で書くことがで

きる。
　ウ　�文法や語彙の誤りが少ない。主語と動詞が

ある文を書いている。
　エ　�学習段階に応じて，後置修飾や接続詞を

使った複雑な文も書くことができる。
　オ　さまざまな表現を入れて書くことができる。
これらができるようになるための段階的指導や活
動を考えます。

ONE WORLDの著者である本多先生が，
現場の先生方のお悩みになんでもお答えする新連載です。
第1回目である今回はどんなお悩みが寄せられたでしょうか。

千代田区立九段中等教育学校
本多敏幸先生

中央教育審議会教育課程部会
外国語ワーキンググループ委員。
ELEC�同友会英語教育学会会長，
英語授業研究学会理事。

ライティングの指導について悩んでいます。

スペリングや文法・語法の誤りを指摘することで終わってしまい，

生徒がもっと書きたいと思うような指導が思いつきません。

今回の
ご相談

英語教育
なんでも相談室

新連載！

01
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法を教えた後，「（東京に）どのくらい住んでいる
か」「スポーツや楽器などをどのくらい行っている
か」などの課題を与える例です。これ自体は決し
て悪い練習ではありませんが，これで終えてしまっ
てはいけません。ONE�WORLD�English�Course�3で
は次の活動をさせています。

　２.�Speakはフォームに慣れさせるためですが，�
3.�Writeでこれに１文を加えさせることで，文と文
のつながりを考えさせる活動となっています。２
文とも現在完了を使う必要はありません。これま
で習った知識を実際に自分で考えて使用させるこ
とが大切なのです。
　なお，Writing�Tips�1（p.�47）では理由や例の述
べ方を示しているので参考にさせてください。

（2）構成のしっかりとした文章を
　いくら１つ１つの文が正確に書けたとしても，文
章構成がよくなければ読み手にとって読みづらい
文章となってしまいます。文章構成に慣れるまで，
毎回の活動でモデルを示し，それを真似させると
よいでしょう。
　私は中学２年生頃から「コンポノート」と名付
けた週末課題を行わせています。生徒は配布され
た「お題」をＡ４判のノートの上に貼り，その下に
文章を書きます。「お題」には文章構成も含めてモ
デルとなる文章を載せることが多く，生徒はこれ
を手本にします。
　はじめは20～30語程度の文章から始めますが，
３年生の終わりには150語程度ならスラスラと書け
る生徒も出てきます。
　このような自由英作文の課題で教員を一番悩ま
せるのが添削でしょう。私はすべての誤りを直すこ
とはしません。１つの作品について１～２箇所しか
行いません。その代わりに，良い文章の例や他の

生徒にも注意してほしい誤りが含まれる作品を４つ
ほど選び，全文に渡って添削を行い，印刷して全
員に配布します。また，同じ誤りがいくつか見られ
た文法や表現，文章を書くためのコツなども載せて
います。生徒からはすべての誤りを添削してほしい
と要望もありますが，長く続けていくためには教員
が無理をしないことが大切だと私は考えます。
　コンポノートのお題を教科書の題材と関連させ
ることもあります。たとえば，３年生のLesson�1の
Part�4を指導した直後であれば，“My�two�favorite�
places� in�Tokyo”�のお題を出します。教科書の題材
と関連させることで，教科書に載っている表現や
構成を参考にさせたり，内容を深く考えさせたり
することができます。
　コンポノートは，１で挙げたア～オのすべての目
標を達成するための良い活動だと考えています。
実際，「どの活動が英語力を伸ばすのに役立った
か」の生徒による評価の結果では，必ず１位か２
位にランクされています。

３　さいごに

　新学習指導要領では，「正確に書くこと」「まとま
りのある文章を書くこと」「社会的な話題に関して
考えたことやその理由などを書くこと」などが目標
となっています。どの領域でもそうですが，実際
に行わせなければ技能を身に付けさせることはで
きません。帯活動として「文法を教えた後に」「本
文を扱った後に」等，ライティング活動を設定で
きるところはいくつかあるはずです。ライティング
活動を行う目的を考え，その目的を達成するのに
効果のある活動を工夫したいものです。

▲コンポノートのお題の例

イラスト：深川優
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今回ご紹介するのは，アメリカン・フットボー
ル選手マイケル・オア（Michael Oher）についての
実話をもとに作られた映画です。

アメリカン・フットボールはまさにアメリカの
大学で一番人気のあるスポーツで，卓越した運動能
力のある高校生選手を入学させようと各大学が激し
く競い合います。その競争が公平に行われたかどう
かを審査するシステムもあるようです。

 自分の決断

このストーリーの主人公マイケルが，家族とし
て受け入れてくれたテューイ夫妻の母校であるミシ
シッピ大学からのフットボール奨学金を受けること
に決めたとき，NCAA（全米大学体育協会）からの
調査官がその選択の公平性について査察に来ます。
調査官の質問を受けるうちに，マイケルは自分が夫
妻の母校でアメフトの選手になることが，実は最初
から仕組まれたことだったのかもしれないと思い始
め，悩んで街をさまよいます。

母親として面倒を見ているテューイ夫人（リー・
アン）がマイケルを探しに行き，何をしたらよいの
か，何をしてほしいのかという疑問をぶつけるマイ
ケルに答えたのが表題のセリフです。

I want you to do whatever you want. 
It is your decision, Michael.
It’s your life.
（お母さんは君に）自分のしたいことをしてほ

しいの。自分で決めるのよ，マイケル。自分の

人生なんだから。

テューイ夫妻のしたことはやはり，財力がある
というだけではできないことです。暖かい感情が，
最後に残ります。

 the blind side

アメフトのルールには明るくありませんが，
クォーターバックの利き腕と反対側の死角のことを
the blind sideと言うそうで，体が大きいレフトタック
ルがその死角を守る役割を果たします。映画の冒頭
でのリー・アンの説明によると，家計で毎月最初に
払うのが一番大事な住宅ローン，二番目が保険の掛
け金。──クォーターバックとレフトタックルの重
要度はそれに似ていて，クォーターバックを予期せ
ぬ危険（the blind side）から必死で守ってくれるの
がレフトタックルだそうです。主人公のモデルと
なったマイケル・オアも実際に何度もレフトタック
ルとして活躍しています。映画の中で，マイケルが
高校で職業適性検査を受けるのですが，どの項目も
点数が低い中で，保護本能（protective instincts）だ
けはずば抜けて高く，上位２パーセントの成績だっ
たというシーンがあり，彼のレフトタックルとして
の才能が示されています。

 現代アメリカの「文化」と「社会」

この映画の中には中学校の授業で使えそうな
シーンがいくつもあります。まず，文化的教材にな
ると思われるものです。

一つ目はマイケルが家庭での感謝祭の食事
（Thanksgiving dinner）を初めて体験するシーンで

っておきの英語 14
津田塾大学大学院

野田 小枝子

I want you to do whatever you want. 
It is your decision, Michael.

It’s your life.

と
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“

す。Norman Rockwellの有名な絵に見入るマイケル。
リー・アンがアメフトの試合に夢中の家族をテレビ
から引き離してテーブルの前に座らせ，Shall we 
say a grace?と食前のお祈りをする場面です。ホー
ムステイに行く人の多くが体験するシーンかと思い
ます。お祈りも短くわかりやすいものです。

二つ目は母親に本を読んでもらったことのない
マイケルに，リー・アンがほかの子どもたちと一緒
にベッドで本を読み聞かせるシーンです。読んでい
るのは『牡牛のフェルディナンド』。闘牛として戦
うことには興味がなく，花の匂いばかりかいでいる
牛の話です。この牛がまるでマイケルのようだとい
うセリフが後で何回か出てきます。この話はアメリ
カの子どもたちが必ず母親に読んでもらう話の一つ
ですが，英語も大変わかりやすく，要点部分だけが
紹介されています。

三つ目，四つ目は社会的教材です。
まず，三つ目は，リー・アンが友人と話をして

いるシーンです。友人はリー・アンがマイケルを引
き取って一緒に生活していることについて，「マイ
ケルはタコ・ベル（リー・アンの夫が広範囲に経営
するファースト・フード・チェーン）で割引使って
るの？そうなら何店舗かつぶれるわね。」「白人であ
ることに良心の呵責を感じてやってるわけ？」「お
父様が聞いたら何ておっしゃるかしらね。」「お嬢さ
んのこと全然心配じゃないの？」などと，勝手なこ
とを言います。その中で，次のやり取りが心を打ち
ます。

      Friend: Honey, you’re changing that boy’s life.
Leigh Anne: No. He’s changing mine.

四つ目は家庭教師ミス・スー（キャシー・ベイ
ツ）が面接にやって来た時のやり取りのシーンです。

   Miss Sue:  Ms.Tuohy… Umm… There’s 
something you should know 
about me….

Leigh Anne: What is it?
   Miss Sue: I’m a Democrat.

この話の設定はテネシー州メンフィスです。こ
のようなやり取りが相手を驚かせるジョークとし
て取り入れられることからも，テネシー州の白人
富裕層にも共和党支持者が多いことがうかがわれ
ます。

五つ目はアメリカの高校での成績についての会
話のシーンです。たとえアメフトのようなスポーツ
入学者についても成績の条件があり，GPA（grade 
point average）が2.5以上なければ受け入れてもらえ
ないと話しているところがあります。2.5というの
はBとCが半々くらいでAがないといった成績です。
家庭教師が来る前のマイケルの成績は1.76でした。
これはCとDが混在しているけれども，少しだけCが
多いという成績です。数字の聞き取りだけでも「成
績トーク」が体験できます。

非常に残念なことながらマイケル・オアは2017
年4月に運転手と口論，殴ったことで起訴されてお
り，7月に裁判を控えています。有名人として自分
の社会的blind sideは自分で守るしかないようです。

（写真：PPS 通信社）

アメリカン・フットボール全米代表選
手マイケル・オアの実話を映画化。裕
福な白人家庭の夫人リー・アンは，過
酷な境遇にあった黒人少年マイケルを
引き取り後見する。家族の愛情に支え
られたマイケルはアメフトの才能を開
花，注目選手となっていくのだが…。

邦　題：『しあわせの隠れ場所』
原　題：The Blind Side
製作国：アメリカ
製作年：2009年
監　督：ジョン・リー・ハンコック
主　演：サンドラ・ブロック
ＤＶＤ：ワーナー・ホーム・ビデオ
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One of my morning routines involves sitting down in front of 

my computer with a cup of coffee and opening up Facebook to 

see what my friends, family, and colleagues have been up to for 

the last 24 hours. Hey, I see my niece has just started a part-time 

job at a library; that sounds perfect for her! Automatically, I click 

Like  and continue scrolling. I see that a colleague has just 

gotten back from a conference in Sapporo; the pictures of his 

presentation are nothing special, but I click Like  once more.

But what’s this? My old college roommate Kevin has had 

surgery on his foot? That awful photo of his foot bruised and 

bandaged – why would he post such a thing? I hurriedly scroll 

past it… only to run across my friend Bob’s latest post updating 

everyone on his messy divorce proceedings. His personal 

business isn’t really what I wanted to read about at 7:00 in the 

morning.

I understand the appeal of curation in a Facebook or 

Instagram or even a Twitter feed. To “curate” something means 

to care for it; a museum curator, for example, oversees the 

museum’s collection and makes decisions about how to 

present it. When people post updates on the renovation of 

their dining room, photos of their honeymoon, or a video of 

their child’s piano recital, they’re curating their lives. In other 

words, they’re making decisions about what to include in their 

“collection” and hoping it will leave a specific impression on 

curation:
情報を収集，編集し，公開すること。

curating their lives:
自分の生活の中で， 

何を発信するか取捨選択し， 

SNSを通じて公開すること。

Sharing? Or Oversharing?
Peter J. Collins 
Tokai University

さまざまなテーマについて，辞書に載っていないような，
今ドキの英語について紹介する連載です。今号はSNS疲れ
について。

英語事情 16
今ドキ
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people following them.

As the years go by, many of my friends post less and less, and 

so do I. Perhaps we’re all experiencing Facebook fatigue, a 

condition recognized at least f ive years ago. In 2012, 

researchers  conducted a  te lephone survey of  1 ,006 

representative Americans and found that 61% of them had 

taken weeks-long breaks from Facebook. Reasons included a 

wish to escape negative comments and online drama between 

friends; others complained about how tedious it was to read 

everyone’s personal posts.

Clearly, however, Kevin and Bob are not experiencing 

Facebook fatigue. On the contrary, they’re oversharing as 

much as they ever have. Oversharing used to mean simply 

revealing information that the listener or reader didn’t 

particularly need – or want – to have. These days, however, SNS 

and other forms of communication technology allow for 

continual oversharing with a wide range of people. Bob, for 

instance, has over 800 Facebook “friends,” but I doubt that he’s 

met them all face to face. Still, he’s quite comfortable posting 

all kinds of things, from how much weight he’s gained this year 

to the cost of his son’s piano lessons. 

“TMI!” is what I would post on Bob’s Facebook feed if I were 

braver: too much information! This acronym originated back in 

the 90s, but has taken on more significance as people have 

started sharing (perhaps oversharing) more and more of their 

private lives.

It may be time for me to change my morning routine, at least 

for a while… A good magazine article might go better with that 

morning coffee!

TMI:
情報過多。（Too Much Information

の略。）

oversharing:
共有しすぎ。

Facebook fatigue:
Facebook疲れ（積極的には

Facebookを活用しなくなること。）
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〒101- 0051 東京都千代田区神田神保町 2 －10
TEL. 03-3238-6862  FAX. 03-3238-6887「地球となかよし」事務局

応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

ツバメに借家
去年から，うちの外灯の上にツバメが巣を作るよ

うになりました。実はツバメが下見に来た時，巣を

作らせないようビニールをかぶせました。しかし，

新聞で「都市部のツバメの子育て受難」の記事を読み，

ビニールをはずしました。ふんで玄関が汚れないよ

うに外灯にラップをかけ，下にカゴをつけ，新聞紙

をひいて受け入れました。ヒナの成長を観察，見守

ることができてとても幸せな気分になれました。

前
回

入
選
作
品

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会
◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）応募資格

2017年 7月1日～ 9月 30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。応募期間

作品
テーマ

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
作品募集（2017年度）

①身のまわりの自然が壊されている状況を見て感じたことや，自然環境
や生き物を守るための取り組み
②さまざまな人との出会いを通して，友好の輪を広げた体験，異文化交
流，国際理解に関すること
③その他，「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたこと

第15回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

メッセージ
まもなく締め切り

北海道支社 

函館営業所 

東 北 支 社  

中 部 支 社  

関 西 支 社  

中 国 支 社  同和損保広島大手町ビル 5F

四 国 支 社  

九 州 支 社

沖縄営業所 
TEL：098 859 1411　FAX：098 859 1411
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