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先日、３年生の English B の授業中に、「英語科通信にも書いたけど、英語のテ
ストが変わりますよ～。」というお話をすると、「英語科通信って何ですか？」っ
ていう声がたくさんあって、驚きました。確かに皆さんが終礼で手にするプリン
トはたくさんありますね。学級通信、学年通信、校長通信、保健だより、Try
Japanese、週末宿題などなど、その中に英語科通信も入っています。今回でこの
通信は第３号です。１号は、「大阪府の入試制度と英語の資格試験について」、２
号は、「Can-Do リストの公開と英語のテストが変わる」というお話をそれぞれし
ました。
今は、真偽は別として、世の中に情報があふれている社会です。今まで、図書
館に行って、大きな百科事典を調べなければならなかったことが、パソコンやス
マートフォンを利用すると、一瞬で調べられるようになりました。学校では、例
えば、３年生が高校のオープンスクールや学校説明会に行きたいと思えば、その
高校のホームページを調べれば、中学校から案内を出す前にいつあるのか分かる
ようになりました。このように「情報」は、誰でも簡単に手に入れられるように
なりました。
「情報」の進化は他にもあります。先生が中学生の頃は、「テスト範囲表」も各
担当の先生が授業でおっしゃったテスト範囲やアドバイスなどを自分でメモをし
ていました。今は、各担当の先生が記入して、１週間前に印刷して配られますよ
ね。このように「情報」は、自ら得るというより与えられるものになったという
一面もあります。
「情報」というのはとても大切なものです。自分で仕入れられる情報はしっか
りつかみとれる生徒に成長してください。そのためには、学校から配布されるプ
リントには目を通し、分からないことがあれば、担任の先生や担当の先生に聞く
ということを怠らないようにしてください。また、あふれる「情報」の真偽をし
っかり確かめられる人間になってください。その為には、他人とのコミュニケー
ションが大切です。友だち、先輩後輩、親、先生など、大人、子どもに関わらず
ふさわしい人間関係が保てるかが大切です。

その中で、「英語科」が目指している目標の一つが、「外国語（英語）を学ぶこ
とを通して、広く世界を知り、世界の様々な人々を尊重し、交流することの大切
さを学ぶ」です。いろんな人とコミュニケーションがとれる人に成長してくださ
い。

英語の授業(主に Andy が行う English B)の授業では、「スピーチ」が行われて
います。３年生の１回目は「自分の選んだ国」について紹介してもらいました。
多くの人が自分の調べたことをとても上手に発表してくれました。スピーチを
成功させる秘訣は、まずは、「台本」です。面白いドラマには、面白い脚本(台本)
があります。スピーチは、即興のものを除くと十分に準備ができます。それか
ら、「下準備」です。台本をしっかり頭に入れて、どこをみんなに知ってほしいの
かを強調できるように考えてください。
３年生の１回目のスピーチの「台本」の良かったものを裏面に紹介します。私
が今回のスピーチで気に入っているものは、２つ。１つ目は、「Tuvalu」です。
さんご礁の美しい国ですが、地球規模の大きな問題に悩まされている国です。こ
のようなことに関心を持って調べてくれた人がいることはとても嬉しいです。
そして、もう１つ。これは、みんなが“I want to go there someday.”や教
科書に載っていた“I want to go and see it myself.”で終わる中、寒いロシア
を紹介して、“I don’t want to go there.”と言ってスピーチを締めくくった人
がいました。これは、聞いていたクラスメイトや Andy、濱中先生まで笑いを誘っ
たスピーチでした。
外国人はスピーチが得意と言われています。それは、幼稚園や小学生の頃から
人前で話す機会がたくさんあるからです。私も海外の大学に飛び込んだときに
は、授業中に、生徒同士の議論が活発で、「え？先生と学生ってこんな喋るもんな
ん？」と思い、自分が何かをプレゼンテーションした後には、クラスメイトから
これでもかというくらい質問攻めにあい、そんなこと聞かれてもという内容か
ら、核心をつく内容まで色々ありました。スピーチは練習すれば、うまくなりま
す。

スピーチ原稿(例)
I’m going to talk about the U.K.

Look at the map. The U.K. is west of Japan.

The area

is about 24 million and 28 thousand square kilometres. The population is about 62 million.
I want to go there. If I go there, I want to visit York. York is north of London. We can
enjoy old buildings and afternoon tea.
I’m going to talk about the U.A.E. Look at the picture. U.A.E. is west of India. There is
Burj Khalifa in U.A.E. It’s the biggest building in the world. You can see the desert and
Persia Bay there. Its famous dish is “freedo.” I want to eat it. It is building the biggest
theme park in the world.
I’m going to talk about the United States of America. Look at the map. It’s the world’s
third largest country. Its area is about 9.6 million square kilometres. Its population is about
315 million. There are many places to see in the U.S, like Disney land and the Golden Gate
Bridge.
I’m going to talk about Russia. It’s north of China. Its area is the largest of all countries.
But its population is only about 142 million. There are famous hats in Russia. This
country is very cold.

I don’t want to go there.

I’m going to talk about Tuvalu. It’s on the Pacific Ocean, and it’s the world’s fourth
smallest country. Its area is only twenty-six square kilometres. Its population is ten
thousand. Tuvalu may sink into the sea in the future because of global warming. I hope
it won’t be so.
I’m going to talk about Thailand.

It’s south of China.

Its area is about 510,000 square

kilometres. Its population is about 67 million. Its capital is Bangkok. There are many
places to ride elephants, like the Rose Garden and Samphant Elephant Ground & Zoo. I
want to go there someday.
I’m going to talk about the Vatican City. The Vatican is in Italy. It’s the smallest of the
world’s countries. The population is only eight hundred. There are many places to see in
the Vatican like Saint Peter’s Basilica. I want to go and see it myself.
I’m going to talk about the Netherlands. The Netherlands is famous for tulips and windmills.
The Netherlands is east of the U.K. Its area is about 400 thousand square kilometres. Its

population is about 16.5 million. There are many places to see in the Netherlands. For
example, the Amsterdam National Museum of Fine Arts. I want to go and see it myself.

