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１　はじめに
生徒の貴重な学習時間にコスト・パフォーマンスの高い勉強をさせたい。何が「効率が良く」て，何
が「効率が悪い」かを知るには科学的なデータが欠かせません。テスト結果の数字やアンケートの記述
はもちろんのこと，実際に生徒にインタビューするなどして，生徒に課している課題や家庭学習の適
性を判断する必要があります。本当に効果のある宿題や課題なら生徒はまじめに取り組むものです。

２　書く学習の段階
ライティングには次のような段階があります。

①コピーできる
教科書からノートへ（横方向のコピー）
黒板からノートへ（縦方向のコピー）
人間の目は横についているから横方向のコピーの方が簡単です。

②言えたことが書ける
自分や相手が発話した音声言語を文字言語に置き換える

③頭の中のストックを書く
頭の中にストックされている表現を書く

④モデルをまねて書く
教科書や先輩の書いたものをまねて書く

⑤オリジナルの文章が書ける

 • １年生では①から始めて，②へ移行します。
これだけで十分です。時間を最大限かけるべき事柄は聞くことと教科書の音読です。リスニングや
音読により頭の中に英語の世界を作ります。

 • ２年生では②を完璧にできるようにします。
カンマ，ピリオド，大文字，小文字などの punctuationのミスをなくします。同時に③，④を少し
ずつできるようにします。

 • ３年生は④と⑤の段階です。
１年生とは逆に読むことと書くことを大量にさせます。書くことでは量と質の両面から指導します。
話の流れの discourse指導も欠かせません。

ミキノート
「英語の“幹”をつくるノート」    

四訂版

教師用指導書
上智大学文学部英文学科
愛知淑徳大学交流文化学部非常勤講師
前東京都港区立赤坂中学校主任教諭

北原延晃
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３　北原メソッドによる 「ミキノート」 の使い方

「授業ノート」と「ライティングノート」を１冊にしました。
⑴授業ノート ･･･ 授業中に使う部分です。評価には入れません。
⑵ライティングノート ･･･ 家庭学習用に使う部分です。評価に入れます。

⑴ 授業ノート（P.2 ～）
授業中に使う部分です。

① 左ページ上
Date欄に授業の曜日，月，日，天気を
英語で書き入れます。
つづりを覚えていない生徒のためにす
ぐ上に曜日，月，天気を表す語が一覧に
なっています。
学年が上がるにしたがって，天気は

windy, stormy, wet, dry, humid, muggy, 
sticky, freezingなどを加えてもよいです。

② 左ページ下と右ページ
●どんな文を書いたらよいか。
授業中に板書を写させたり，単語や文を書かせたりします。教科書にある練習問題など授業中

に行われたアクティビティを書くスペースです。例えば，ペアワークなどで自分や相手が言った
文を書いてもよいでしょう。

●板書例（既習文型から始め，どんどん文を書かせていくとよい）

新しい文型が　Will you ～ ？　の場合

 You go to Australia every year. 1年　現在形
 Tom  goes  to Australia every year. 1年　現在形
 You will go to Australia next year. 2年　未来形
	 助	 動の原形

Do  you  go  to Australia every year? 1年
Does  Tom  go  to Australia every year? 1年
	 助	 動の原形
Will  you  go  to Australia next year? 2年
	 助	 動の原形

Yes, I will.  /  No, I will not (=won’t).
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■ Unit, Lesson, Program (　　　)̶(　　　)授業ノート

今日のカテゴリー
お題は

★　暗写コーナー　教科書を見ないで基本文を書こう　★

Monday January July sunny / �ne

Tuesday February August cloudy

Wednesday March September rainy

Thursday April October windy

Friday May November snowy

Saturday June December stormy

曜日 月 天気

Date

 曜日 月 日 天気

 ,  ,

♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠

①

②

②

③

④
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③「暗写コーナー」 授業ノートの右下
授業で基本文を指導し，暗唱させたら，そこに書かせて書き終わったら先生のところに持って来さ
せてください。
該当のスタンプに赤丸をつけてあげてください。

④「今日のカテゴリー」 ２，３年用（基線タイプのノート）の右下
小学校英語活動ではたくさんの名詞を学習しますが，中学校の英語教科書にはそれらの語はほとん
ど登場しません。それは中学校教科書には語彙制限があるからです。このコーナーは生活用語や身近
な語彙を習得し，豊かな自己表現につなげるためのものです。カテゴリ別単語書きは２年生２学期か
ら毎時間行ってみてください。教科書の進度とは関係なく，２，３分間の帯活動として実施するとよ
いと思います。
●カテゴリー例　（その他の例は，教師用指導書 P.6 以降にあります。）

【 vegetables 】
cabbages［キャベツ］  carrots［ニンジン］  corn  cucumbers［キュウリ］  eggplants［ナス］   
green onions［ネギ］  lettuces［レタス］  lotus roots［レンコン］  onions［タマネギ］  potatoes 
pumpkins［カボチャ］  radishes［ダイコン］  spinach［ホウレンソウ］  sweet potatoes［サツマイモ］  tomatoes

●語彙を書かせるときの手順例

先生：Todayʼs category is vegetables.  You have one minute.  Write as many vegetable names 
as possible.

（1 分後）

先生：How many words have you written?  Zero?  One?  Two?  ... （挙手させる）
先生：Will you tell us your words?  （1人に尋ねる）
先生：Any other words?  （他の生徒に尋ねる）
先生：Slow down so that your friends can write down the words.

（生徒の答えが速くて他の生徒が聞き取れない，書き取れない場合）
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■ Unit, Lesson, Program (　　　)̶(　　　)授業ノート

今日のカテゴリー
お題は

★　暗写コーナー　教科書を見ないで基本文を書こう　★

Monday January July sunny / �ne

Tuesday February August cloudy

Wednesday March September rainy

Thursday April October windy

Friday May November snowy

Saturday June December stormy

曜日 月 天気

Date

 曜日 月 日 天気

 ,  ,

♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠ 等間隔にドットがあるの
で，単語練習や表を作成
するときなどの罫引きに
便利です。

⑵ ライティングノート（4線ノート P.38以降・基線ノートP.42以降／通し番号があるページ）
 前半の授業ノートとは違い，基本的に家庭学習用の部分です。家庭学習のよい習慣を身につけま
しょう。ライティングノートは，評価に入れます。

4 線タイプ…ライティングノート部分にすべて書き込むと 500文になります。
基線タイプ…ライティングノート部分にすべて書き込むと 900文になります。

●どんな文を書いたらよいか。
① 音読できるようになった教科書の文章を何度も書き写す。　② テスト前の勉強で使う。
③ テストで間違えた英文をもう一度書く。　④ 自分の好きな本や歌を書き写す。
⑤ 英検準２級を取得した生徒や 1500 文を越えた生徒には日記を書くように勧める。
ALT にも読んでもらい，誤りを直してもらったりコメントを書いてもらうと励みになる。

ここに書く文の条件はただ１つ。意味が分かっていることです。声に出して言えるようになった文
を書くことではっきりした理解につながり，記憶に残るようになります。
●ノートの提出と評価

100文おきにマークがありますので，100文単位で提出させ，検印を押し評価します。
また，全員に一定の数の文を書かせるために，例えば「冬休み明けまでに 200文」「４月の最初の

授業までに 600文」「７月１日までに 1000文」などと言って節目節目に全員に提出させます。（すで
に規定の数に達している生徒は提出不要です。）
提出させたら，教師は 100，200…900 文目が含まれる左右のページに書かれていた文すべて
に目を通し，誤りをすべて赤字で直します。そして励ましの言葉を書いて検印を押します。
（誤りは共通なので，それ以外のページの誤りは直さなくてよい。教師の負担軽減にもなります。）

●北原メソッドの評価について
北原は，数の目安を１か月に 100文，そして長期休業中はプラス 200文としています。
学期末の評価は，次のようにしています。（例「言語や文化の知識と理解」に算入）

1600文以上 40点…規定の数を大幅に超えている生徒（10 点おまけ）
1300文以上 30点…規定の数に達している生徒
1000文以上 20点…前回の提出時の規定数で止まっている生徒
700文以上 10点…前々回の提出時の規定数で止まっている生徒
それ以下 0点
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励ましの言葉を
添えてください。

検印をして
ください。

間違いを直して
ください。

●オリジナル文を書けるようになる。
「英作文は英借文」という言葉があるように，自分の書きたいことがモデルの文章にあればそれを真
似て書けば，英文もミスの少ないものになります。教科書本文や辞書の例文をよく使います。
1000 文を超えるとカンマ，ピイオド，クエスチョンマークなどの punctuation の誤りはなくなりま
す。1500 文を超えると単語のスペリングミスもぐっと減ってきます。
その他，「ノート指導」について多くのアイデアがあります。「英語授業の『幹』をつくる本（ベネッセ
コーポレーション）」をご覧ください。

●ページの一番下に　　　　　　　　　　　　　　を入れました。
ライティングノートの各ページ下に書かれているのは本校生徒が後輩のために書いたメッセージで
す。メッセージを読むとモチベーションが上がってきます。

★ミキノートの仕様★

4 線タイプ 基線タイプ
授業ノート部分 18 セクション分 20 セクション分

ライティングノート部分 500 文記入できます 900 文記入できます

教科書の単元数に合わせると，年間 2冊必要です。

B5 プリントが貼れるノート
ワークシート，ディクテーションカード，和訳など B5のプリントを

そのまま貼れる少し大きめなサイズのノートです。

先輩からのアドバイス

■ Unit, Lesson, Program (   )̶(   )授業ノート

今日のカテゴリー お題は

Monday January July sunny / fine

Tuesday February August cloudy

Wednesday March September rainy

Thursday April October windy

Friday May November snowy

Saturday June December stormy

曜日 月 天気

Date

 曜日 月 日 天気

 ,  ,

♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠

♥ ♣ ♦ ♠

好評
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●その他のカテゴリー例
【 animals 】
bears  birds  cats  dogs  dolphins［イルカ］  elephants  horses  koalas  lions  monkeys  pandas  
penguins　rabbits  snakes  tigers

【 fruit 】
apples  bananas  blueberries  cherries［サクランボ］  grapes  grapefruit  kiwi fruit［キウイフルーツ］  
lemons  mangos［マンゴー］  melons  oranges  peaches  pineapples  strawberries   
watermelons［スイカ］

【 vegetables 】
cabbages［キャベツ］  carrots［ニンジン］  corn  cucumbers［キュウリ］  eggplants［ナス］   
green onions［ネギ］  lettuces［レタス］  lotus roots［レンコン］  onions［タマネギ］  potatoes 
pumpkins［カボチャ］  radishes［ダイコン］  spinach［ホウレンソウ］  sweet potatoes［サツマイモ］  tomatoes

【 sports 】
American football  badminton  baseball  basketball  golf  ice skating  marathon  rugby［ラグビー］  
soccer  swimming  table tennis  tennis  track and field［陸上競技］  volleyball   
wrestling［レスリング］　　

【 colors 】
beige［ベージュ色］  black  blue  brown  gold  gray  green  light blue［水色］  orange  pink  purple［紫色］  
red  silver  white  yellow　　

【 food 】
beef  bread［パン］  cakes  chicken  chocolates  curry  hamburgers  ice cream  omelets［オムレツ］  
pizzas  rice  salads  sandwiches  spaghetti  steaks　　

【 drinks 】
apple juice  beer  cocoa  coffee  cola  ginger ale［ジンジャーエール］  grape juice  green tea   
lemonade［レモネード］  milk  oolong tea［ウーロン茶］  orange juice  sparkling water［ソーダ水］  tea  
wine［ワイン］

【 jobs 】
actor  baker［パン職人］  chef  doctor  lawyer［弁護士］  nurse  painter［画家］  photographer  pilot  
police officer  reporter  scientist  singer  soccer player  teacher　　　

【 body parts 】
arms  ears  eyes  face  feet  fingers  hair  hands  head  legs　mouth  neck  nose  stomach［胃］  
teeth  
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【 countries 】
Australia  Brazil  Canada  China  Egypt  France  Germany  India  Italy  Japan  New Zealand  
South Korea  Spain  the U.K.  the U.S.A.　　

【 flowers 】
carnations［カーネーション］  cherry blossoms［サクラ］　cosmos［コスモス］  daffodils［スイセン］ 
dahlias［ダリア］  dandelions［タンポポ］  lavender［ラベンダー］  lilies［ユリ］  lotus flowers［ハス］  
morning glories［アサガオ］　poppies［ポピー］  roses［バラ］　sunflowers［ヒマワリ］　 tulips［チューリップ］
violets［スミレ］　　

【 fish 】
black bass［ブラックバス］  bonito［カツオ］  carp［コイ］  eels［ウナギ］  goldfish［金魚］  mackerel［サバ］  
piranha［ピラニア］  puffer fish［フグ］  rays［エイ］  salmon［サケ］  sardines［イワシ］  sea bream［タイ］  
sharks［サメ］  swordfish［メカジキ］  tuna［マグロ］

【 stationery 】
ballpoint pen［ボールペン］  calculator［電卓］  compass［コンパス］  eraser  glue［のり］   
marker［マーカー］  mechanical pencil［シャープペン］  notebook  paint［絵の具］  pen  pencil  ruler［定規］  
scissors［はさみ］  stapler［ホッチキス］  tape　　

【 electric appliances 】
air conditioner［エアコン］  Blu-ray Disc player［ブルーレイディスクプレイヤー］  
cell phone［携帯電話］  computer  digital camera［デジタルカメラ］  dishwasher［食器洗い機］  
hair dryer［ヘアドライヤー］  microwave oven［電子レンジ］  printer［プリンター］  radio   
refrigerator［冷蔵庫］  rice cooker［炊飯器］  TV  video game  washing machine［洗濯機］

【 landmarks in the city 】
the Diet Building［国会議事堂］  the Ghibli Museum［ジブリ美術館］  the Imperial Palace［皇居］   
Meiji Shrine  the Rainbow Bridge  Roppongi Hills  Sensoji Temple  Tokyo Dome   
the Tokyo National Museum  Tokyo Station  Tokyo Sky Tree  Tokyo Tower  Tsukiji Market  
Ueno Zoo  Yoyogi Park　　

【 something about Christmas 】
cake  candle［ロウソク］　card  chimney［煙突］  Christmas Eve  Christmas tree  church  gift  
illuminations［イルミネーション］  party  poinsettia［ポインセチア］  present  reindeer［トナカイ］   
Santa Claus  stocking　　　　　

【 something about nature 】
flowers  forests  lakes  mountains  oceans  plants［植物］  rain  rivers  rocks  sand  seas  snow  
stones  trees  wind

【 something about winter 】
blankets［毛布］  boots［ブーツ］  coats  cold［風邪］  frost［霜］  gloves［手袋］  ice  ice skating   
north wind［北風］  skiing  snow  snowboarding  stoves［ストーブ］  sweaters  winter vacation　　
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【 something you see in the sky 】
birds  clouds  full moon［満月］  lightning［稲妻］  lunar eclipse［月食］  the Milky Way［天の川］   
the moon  the North Star［北極星］  planes  rainbow  shooting stars［流れ星］  stars  the sun   
sunrise［日の出］  sunset［夕日］　　　　　　　

【 something you see on the beach 】
beach balls  crabs［カニ］  deck chairs［デッキチェア］  hats  mats［マット］  palm trees［ヤシの木］  
parasols  sand  sandals  shells［貝］  sunglasses  sunscreen［日焼け止め］  surfboards［サーフボード］  
swimsuits［水着］  towels 

【 something you see in the school 】
art room  classrooms  computer room  gates  gym［体育館］  library  music room   
nurseʼs office［保健室］  playground［校庭］  pool  principalʼs office［校長室］  school buildings   
science room  teachersʼ room  tennis courts

【 something you see in the kitchen 】
bowls［ボウル］  chopsticks［はし］  cups  dishes  forks［フォーク］  frying pan［フライパン］  glasses  
kettle［やかん］  knives  lunch boxes  microwave oven［電子レンジ］  pots  refrigerator［冷蔵庫］   
sink［流し］  spoons

【 something you see in this room 】
blackboards［黒板］  calendar  chairs  chalks［チョーク］  clock  computers  desks  dictionaries  doors  
lockers［ロッカー］  notebooks  textbooks  TV  uniforms  windows　　

【 something you ride on 】
bike  boat  bus  car  elevator  helicopter  plane  roller coaster［ジェットコースター］  ship  subway  
swing［ブランコ］  taxi  train  truck

【 これまでにならった一般動詞をなるべくたくさん書いてみよう。 】
begin  break  buy  choose  clean  close  come  cut  drink  eat  feel  forget  get  give  go  hit  know  
like  make  meet  open  play  put  read  run  say  see  show  sing  sleep  speak  study  take  talk  
teach  think  wash  watch  wear  write


