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Ⅰ Ｑ＆Ａ活動の指導例 
○ Q＆A 活動の流れ 

① ワークシートにあるＱ＆Ａの組合せのうち、「今日の範囲（No.○〜No.○など）」を指

定して、例⽂の番号を板書で⽣徒に⽰す。 

② 指定した「今日の範囲」の例⽂（Questions と Answers の⽂）を音読練習する。 

③ ⽣徒は指定されたペアになる。 

④ ⽣徒はジャンケンをし、先攻（Ａ）と後攻（Ｂ）を決める。 

⑤ Ａ、Ｂのどちらになったか、それぞれ⽣徒に手を挙げさせ、確認する。 

⑥ 決められた分数、Ａは Questions の英⽂を⾒ながら、Ｂに質問する。Ｂは Answers の

英⽂を⾒ながら下線部を自分自身のことに置き換えて、Ａの質問に応答する。（タイマー

を掲⽰したり、BGM を流したりしてもよい。） 

⑦ ＡとＢで役割を交代して、同様に⾏う。 

⑧ やり取りを終えたら、⽣徒はペアの相手に Thank you. と Goodbye. を言って自分の

席に戻る。 

⑨ ⽣徒はワークシートに活動の記録を記入する。 
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○ Q＆A 活動の指導の工夫 

 ・ 活動の初期には、質問する⽣徒、応答する⽣徒ともにワークシートの英⽂を⾒ながら

やり取りを⾏わせ、⽣徒が応答の方法に習熟するにつれて、応答する⽣徒には英⽂を⾒

せずに質問に答えさせるように指導することもできる。 

・ 「質問 ⇒ 応答」で終わる１往復のやり取りから、２往復、３往復のやり取りへと広

げていくように指導することもできる。 

・ 聞き返し、相づち、つなぎ言葉、感想、相手への質問などを言えるように指導するこ

ともできる。 

■Useful Phrases（P44,48） 

■Talking Techniques（P52） 

■Basic Phrases（P55） 

■自分で質問をしよう︕（P46） 

■便利な⼀言コメント（P47,51） など 

・ 「応答+○⽂」のように、質問に対する応答だけでなく、関連する⽂を付け加えて話題

を広げるように意識させることもできる。 

（例）Q: Do you play tennis?  A:（応答）Yes, I do. （＋１⽂）I practice it every weekend. 

・ 誰とでも良好なコミュニケーションを⾏うことができるようにするため、ペアの相手

を毎時間変えることもできる（全員分のネームカードから２枚を引き、ペアにしていく

など）。 

  

 

 

   ◆ コラム「会話を継続・発展させるために必要なこと」 
    ① 相手に聞き返したり確かめたりする。 

（Pardon? / You mean..., right? など）      
② 相づちを打ったり、つなぎ⾔葉を⽤いたりする。 

（I see. / Really? / Thatʼs nice. など）  
③ 相手の答えを受けて、自分のことを伝える。 

（I like baseball, too. など）  
④ 相手の答えや自分のことについて伝えたことに「関連する質問」を 

付け加える。 
（What kind of Japanese food do you like? / How about you? など） 

中学校学習指導要領解説外国語編（平成 29 年７⽉ ⽂部科学省）P61 より 
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Ⅱ 第１学年 Ｑ＆Ａ活動ワークシート 

Class       No.        Name: 

Useful Phrases 
★聞き返す ★相づち ★話をつなぐ ★感想を述べる

Pardon? Uh-huh.（うんうん） Well…（ええと） Wow!
Sorry? Yeah.（うん） Let’s see…（ええと） Great.
Excuse me? Really? （本当に︖） By the way,（ところで） Good. 
For example? I see. （なるほど） Tell me more. Nice. 

（例えば︖） Me, too. （私もそう） （もっと教えて） Cool. 
What do you mean? Me, neither.（私も違う） How about you? Wonderful. 

（どういう意味︖） You, too? （君も︖） （あなたはどう︖） Interesting. 
Seriously? （本気で︖）  Exciting. 
Right. （そうだよ）
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No 話題 Questions Answers 
1 名 前 What’s your name? My name is （名前）.  Nice to meet you. 

2 名 前 Can I have your name? I’m （名前）.  Nice to meet you. 

3 時 刻 What time is it now? It’s 10:30 in the morning. 

4 時 刻 Do you have the time? Yes, it’s 2:15 in the afternoon. 

5 曜 日 What day is it today? It’s Thursday. 

6 日 付 What’s the date today? It’s January 21st. 

7 天 気 How is the weather today? It’s sunny / cloudy / rainy. 

8 体 調 How are you? I’m good / fine / sleepy / hungry. 

9 年 齢 How old are you? I’m thirteen years old. 

10 〜するの︖ Do you ＋⼀般動詞︖ Yes, I do. / No, I don’t. 

11 好 き︖ Do you like ……? Yes. I love it. / Yes, I (really) like it. / Not so much. / No, I don’t. 

12 ⾷べる︖ Do you eat ……? Yes, I do. / No, I don’t. 

13 するの︖ Do you play ……? Yes, I do. / No, I don’t. 

14 読むの︖ Do you read ……? Yes, I do. / No, I don’t. 

15 持ってる︖ Do you have ……? Yes, I do. / No, I don’t. 

16 趣 味 Do you have any hobbies? Yes.  I like sports / reading / music. 

17 ペット Do you have any pets? Yes.  I have a dog. / No, I don’t. 

18 兄弟姉妹 Do you have any brothers or sisters? Yes.  I have a brother and two sisters. / No, I don’t. 

19 〜なの︖ Are you ……? Yes, I am. / No, I’m not. 

20 〜なの︖ Are you a rock fan? Yes, I am. / No, I’m not. 

21 〜なの︖ Are you sleepy? Yes, I am. / No, I’m not. 

22 好きな○○ What ○○ do you like? I like △△.  ………………………………………… 

23 好きな動物 What animal do you like? I like dogs.  They’re cute. 

24 好きなスポーツ What sport do you like? I like baseball.  I’m a （チーム名） fan. 

25 好きな季節 What season do you like? I like spring / summer / fall / winter. I like swimming. 

26 好きな教科 What subject do you like? I like English.  It’s fun. 

27 好きな○○ What’s your favorite ○○? It’s △△.  ………………………………………… 

28 好きな⾷べ物 What’s your favorite food? It’s ramen.  I like miso ramen the best. 

29 好きな色 What’s your favorite color? It’s blue.  I have a lot of blue clothes. 

30 好きなテレビ What’s your favorite TV program? It’s （番組名）.  I watch it on Fridays. 

31 好きな果物 What’s your favorite fruit? It’s apples.  I eat an apple every morning. 
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32 〜する時刻 What time do you ＋⼀般動詞︖ I ………………………. at 時刻. 

33 起床時刻 What time do you get up? I get up at 7:00. 

34 就寝時刻 What time do you go to bed? I go to bed at 10:30. 

35 ほしいもの What do you want? I want a new CD. 

36 朝 ⾷ What do you eat for breakfast? I eat bread and milk for breakfast. 

37 宝 物 What do you treasure? I treasure my cat. 

38 出 身 Where are you from? I’m from Tokyo. 

39 住まい Where do you live? I live in Nakano. 

40 住まい Where is your house? It’s in Nakano. 

41 誕⽣日 When is your birthday? It’s June 27th. 

42 部 活 What club are you in? I’m in the ...... club. / I’m on the ...... team. 

43 担 任 Who’s your homeroom teacher? Ms. Yamamoto / Mr. Sato is. 

44 先 ⽣ Who’s your English teacher? Mr. Suzuki / Ms. Inoue is. 

45 どっちが好き︖ Which do you like better, A or B? I like A better. 

46 どっちが好き︖ Which do you like better, cats or dogs? I like cats better. 

47 どっちが好き︖ Which do you like better, English or math? I like math better. 

48 持っている数 How many ○○s do you have? I have 数字. 

49 持っている数 How many books do you have? I have 数字 books. 

50 持っている数 How many CDs do you have? I have 数字 CDs. 

51 できる︖ Can you ＋動詞︖ Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

52 できるスポーツ Can you play soccer? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

53 話せる? Can you speak Chinese? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

54 ⾷べられる? Can you eat natto? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

55 料理できる? Can you cook curry? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

★自分で質問をしよう︕ 
〜するの︖  Do you ＋⼀般動詞︖ …なの︖  Are you …? 

何を〜するの︖ What do you ＋⼀般動詞︖ …は何なの︖ What is ………? 

誰が〜するの︖ Who  ＋⼀般動詞︖ …は誰なの︖ Who is ………? 

どこで〜するの︖ Where do you ＋⼀般動詞︖ …はどこなの︖ Where is ………? 

いつ〜するの︖ When do you ＋⼀般動詞︖ …はいつなの︖ When is ………? 

どっちを〜するの︖ Which do you ＋⼀般動詞︖ …はどっちなの︖ Which is ………? 

どうやって〜するの︖ How do you ＋⼀般動詞︖ …はどうなの︖ How is ………? 

何時に〜するの︖ What time do you ＋⼀般動詞︖    
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★便利な⼀⾔コメント 
1 本当︖ Really? 26 幸運を祈る Good luck. 51 あなたは︖ How about you? 

2 私も Me, too. 27 がんばります I’ll do my best. 52 私もそう思う I think so, too. 

3 あなたも︖ You, too? 28 特に何も Nothing special. 53 私はそう思わない I don’t think so. 

4 ごめんなさい I’m sorry. 29 ちょっと待って Just a moment. 54 私のです It’s mine. 

5 ゆっくり話して Please speak slowly. 30 時間をください Give me time. 55 変だね Strange. 

6 わからない I don’t know. 31 〜でしょ? 〜, right? 56 すばらしい Wonderful. 

7 教えて Tell me. 32 以上です That’s all. 57 たぶんね Maybe. 

8 冗談でしょ? Are you kidding? 33 それは絶対だね It’s a must. 58 つまり… I mean… 

9 冗談じゃないよ I’m not kidding. 34 ヒントちょうだい Give me a hint. 59 やったね You did well. 

10 わかった I see. 35 もう 1 つください One more, please. 60 ⾒て Look. 

11 どうしたの︖ What happened? 36 どうぞ（渡す） Here you are. 61 だから何︖ So what? 

12 ⼤丈夫︖ Are you all right? 37 良い⼀日を Have a nice day. 62 どういう意味︖ What do you mean? 

13 助けて Help me. 38 終わったよ I’m finished. 63 不思議〜 It’s a mystery. 

14 すごい︕ Wow! 39 気にするな Don’t worry. 64 信じて Trust me. 

15 そのとおり That’s right. 40 忘れました I forgot. 65 質問があります I have a question. 

16 え〜と Well… 41 これ⾒てもいい︖ Can I see this? 66 今でしょ Now or never. 

17 ショック︕ I’m shocked! 42 これやってごらん Try this. 67 ⼤丈夫だよ No problem. 

18 良いね︕ Great! 43 私にやらせて Let me try. 68 やったね Good job. 

19 かっこいい Cool. 44 急いで Hurry up. 69 おめでとう Congratulations. 

20 何で︖ Why? 45 覚えてません I don’t remember. 70 緊張してます I’m nervous. 

21 本気︖ Are you sure? 46 信じられない Unbelievable. 71 言いたいことわかるよ I see your point. 

22 秘密だよ It’s a secret. 47 次の時にね Next time. 72 楽しんだ︖ Did you enjoy yourself? 

23 わかりますか︖ Do you understand? 48 どうだった︖ How was it? 73 危ない Watch out. 

24 気をつけて Be careful. 49 知らなかった I didn’t know that. 74 乾杯 Cheers. 

25 ⾒せて Show me. 50 もちろん Sure. / Of course. 75 まあいいか Forget it. 
 

 
Date Name Date Name Date Name Date Name 
1 
15 Ken       
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Ⅲ 第２学年 Ｑ＆Ａ活動ワークシート 

Class       No.        Name: 

Useful Phrases 
★聞き返す ★相づち ★話をつなぐ ★感想を述べる
Pardon? Uh-huh.（うんうん） Well…（ええと） Wow!
Sorry? Yeah.（うん） Let’s see…（ええと） Great.
Excuse me? Really? （本当に︖） By the way,（ところで） Good. 
For example? I see. （なるほど） Tell me more. Nice. 

（例えば︖） Me, too. （私もそう） （もっと教えて） Cool. 
What do you mean? Me, neither. （私も違う） How about you? Wonderful. 

（どういう意味︖） You, too? （君も︖） （あなたはどう︖） Interesting. 
Seriously? （本気で︖）  Exciting. 
Right. （そうだよ）
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 話題 Questions Answers 
1 名 前 What’s your name? My name is （名前）.  Nice to meet you. 
2 名 前 Can I have your name? I’m （名前）.  Nice to meet you. 
3 時 刻 What time is it now? It’s 10:30 in the morning. 
4 時 刻 Do you have the time? Yes, it’s 2:15 in the afternoon. 
5 曜 日 What day is it today? It’s Thursday. 
6 日 付 What’s the date today? It’s January 21st. 
7 天 気 How is the weather today? It’s sunny / cloudy / rainy. 
8 体 調 How are you? I’m good / fine / sleepy / hungry. 
9 年 齢 How old are you? I’m thirteen years old. 

10 〜するの︖ Do you ＋⼀般動詞︖ Yes, I do. / No, I don’t. 
11 好 き︖ Do you like ……? Yes. I love it. / Yes, I (really) like it. / Not so much. / No, I don’t. 
12 ⾷べる︖ Do you eat ……? Yes, I do. / No, I don’t. 
13 するの︖ Do you play ……? Yes, I do. / No, I don’t. 
14 読むの︖ Do you read ……? Yes, I do. / No, I don’t. 
15 持ってる︖ Do you have ……? Yes, I do. / No, I don’t. 
16 〜なの︖ Are you ……? Yes, I am. / No, I’m not. 
17 〜なの︖ Are you a rock fan? Yes, I am. / No, I’m not. 
18 〜なの︖ Are you sleepy? Yes, I am. / No, I’m not. 
19 好きな○○ What ○○ do you like? I like △△.  ………………………………………… 
20 好きな動物 What animal do you like? I like dogs.  They’re cute. 
21 好きなスポーツ What sport do you like? I like baseball.  I’m a （チーム名） fan. 
22 好きな季節 What season do you like? I like summer because I like swimming. 
23 好きな教科 What subject do you like? I like English.  It’s fun. 
24 好きな○○ What’s your favorite ○○? It’s △△. 
25 好きな⾷べ物 What’s your favorite food? It’s ramen.  I like miso ramen the best. 
26 好きな色 What’s your favorite color? It’s blue.  I have a lot of blue clothes. 
27 好きなテレビ What’s your favorite TV program? It’s （番組名）.  I watch it on Fridays. 
28 好きな果物 What’s your favorite fruit? It’s apples.  I eat an apple every morning. 
29 好きな種類 What kind of ○○ do you like? I like △△.  ………………………………………… 
30 好きな音楽の種類 What kind of music do you like? I like rock/pop/J-pop/hip-hop/classical music/dance music. 
31 好きな映画の種類 What kind of movie do you like? I like romance/action/science fiction/comedy/musical movies. 
32 好きな本の種類 What kind of books do you like? I like novels/mystery/romance/nonfiction/comics. 
33 〜する時刻 What time do you ＋⼀般動詞︖ I ………………………. at 時刻. 
34 起床時刻 What time do you get up? I get up at 7:00. 
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35 就寝時刻 What time do you go to bed? I go to bed at 10:30. 
36 ほしいもの What do you want? I want a new CD. 
37 朝 ⾷ What do you eat for breakfast? I eat bread and milk for breakfast. 
38 宝 物 What do you treasure? I treasure my cat. 
39 出 身 Where are you from? I’m from Tokyo. 
40 住まい Where do you live? I live in Nakano. 
41 誕⽣日 When is your birthday? It’s June 27th. 
42 部 活 What club are you in? I’m in the ...... club. / I’m on the ...... team. 
43 どっちが好き︖ Which do you like better, A or B? I like A better. 
44 どっちが好き︖ Which do you like better, cats or dogs? I like cats better. 
45 持っている数 How many ○○s do you have? I have 数字. 

46 持っている数 How many CDs do you have? I have 数字 CDs. 

47 できる︖ Can you ＋動詞︖ Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 
48 できるスポーツ Can you play soccer? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 
49 話せる? Can you speak Chinese? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 
50 ○○の感想 How was ○○? It was great/good/so-so/not so good/bad. 
51 週末の感想 How was your weekend? It was great/good/so-so/not so good/bad. 
52 〜したの︖ Did you ……? Yes, I did. / No, I didn’t. 
53 ⾒たの︖ Did you watch TV yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t. 
54 読んだの︖ Did you read a book yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t. 
55 したこと What did you do yesterday? I played…/watched…/read…/studied…/ate… 
56 ⾏った場所 Where did you go yesterday? I went to ＋場所名. 
57 ⾏きたい場所 Where do you want to go? I want to go to ＋場所名. 
58 したいこと What do you want to do? I want to meet （人名）. 
59 なりたい職業 What do you want to be? I want to be a(n) ＋職業名. 
60 週末の予定 What are you going to do this weekend? I’m going to study English. 
61 小さい頃の好み What did you like when you were little? I liked ＋名詞. 
62 ⾏ったことある︖ Have you ever been to Hokkaido? Yes, I have. / No, I haven’t. 
63 ⾷べたことある︖ Have you ever eaten fugu? Yes, I have. / No, I haven’t. 
64 ⾒たことある︖ Have you ever seen a rainbow? Yes, I have. / No, I haven’t. 
65 読んだことある︖ Have you ever read Botchan? Yes, I have. / No, I haven’t. 
66 したことある︖ Have you ever tried bowling? Yes, I have. / No, I haven’t. 
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★便利な⼀⾔コメント 
1 本当︖ Really? 26 幸運を祈る Good luck. 51 あなたは︖ How about you? 

2 私も Me, too. 27 がんばります I’ll do my best. 52 私もそう思う I think so, too. 

3 あなたも︖ You, too? 28 特に何も Nothing special. 53 私はそう思わない I don’t think so. 

4 ごめんなさい I’m sorry. 29 ちょっと待って Just a moment. 54 私のです It’s mine. 

5 ゆっくり話して Please speak slowly. 30 時間をください Give me time. 55 変だね Strange. 

6 わからない I don’t know. 31 〜でしょ? 〜, right? 56 すばらしい Wonderful. 

7 教えて Tell me. 32 以上です That’s all. 57 たぶんね Maybe. 

8 冗談でしょ? Are you kidding? 33 それは絶対だね It’s a must. 58 つまり… I mean… 

9 冗談じゃないよ I’m not kidding. 34 ヒントちょうだい Give me a hint. 59 やったね You did well. 

10 わかった I see. 35 もう 1 つください One more, please. 60 ⾒て Look. 

11 どうしたの︖ What happened? 36 どうぞ（渡す） Here you are. 61 だから何︖ So what? 

12 ⼤丈夫︖ Are you all right? 37 良い⼀日を Have a nice day. 62 どういう意味︖ What do you mean? 

13 助けて Help me. 38 終わったよ I’m finished. 63 不思議〜 It’s a mystery. 

14 すごい︕ Wow! 39 気にするな Don’t worry. 64 信じて Trust me. 

15 そのとおり That’s right. 40 忘れました I forgot. 65 質問があります I have a question. 

16 え〜と Well… 41 これ⾒てもいい︖ Can I see this? 66 今でしょ Now or never. 

17 ショック︕ I’m shocked! 42 これやってごらん Try this. 67 ⼤丈夫だよ No problem. 

18 良いね︕ Great! 43 私にやらせて Let me try. 68 やったね Good job. 

19 かっこいい Cool. 44 急いで Hurry up. 69 おめでとう Congratulations. 

20 何で︖ Why? 45 覚えてません I don’t remember. 70 緊張してます I’m nervous. 

21 本気︖ Are you sure? 46 信じられない Unbelievable. 71 言いたいことわかるよ I see your point. 

22 秘密だよ It’s a secret. 47 次の時にね Next time. 72 楽しんだ︖ Did you enjoy yourself? 

23 わかりますか︖ Do you understand? 48 どうだった︖ How was it? 73 危ない Watch out. 

24 気をつけて Be careful. 49 知らなかった I didn’t know that. 74 乾杯 Cheers. 

25 ⾒せて Show me. 50 もちろん Sure. / Of course. 75 まあいいか Forget it. 
 

 
Date Name Date Name Date Name Date Name 
4 
15 Ken       
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Ⅳ 第３学年 Ｑ＆Ａ活動ワークシート 

Class       No.        Name: 

Show interest. 
相手の言うことに興味を⽰そう 

I see. / Wow! 

Show emotions. 
相づちには感情を込めよう 

Really? 

Clarify 
聞こえない・分からないときは聞き返そう 

Sorry? / Pardon? 

Echo 
聞いたことを繰り返そう 

“I like dogs.” “Oh, you like dogs.” 

Show sympathy. 
思いやりを⽰そう 

Oh, no! / That’s too bad. 

Ask back. 
あなたは︖と、自分からも質問しよう 

How about you? 

Conversation fillers 
考えているときも、英語を使おう 

Let me see. / Well…. 

Change topics. 
話題を変えてもっと話そう 

By the way, …… 

Give nice comments. 
心から感心しよう 

That’s great! / That’s nice. 
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 話題 Questions Answers 
1 あいさつ How are you? I’m good / fine / sleepy / hungry. 

2 あいさつ How’s everything? Everything is good / OK / fine / great. 

3 あいさつ How’s it going? Not too bad. / Pretty good. / Just great. 

4 名 前 What’s your name? My name is （名前）.  Nice to meet you. 

5 名 前 Can (May) I have your name? Sure.  I’m （名前）. 

6 年 齢 How old are you? I’m fourteen years old. 

7 年 齢 Can (May) I ask your age? I’m fifteen years old. 

8 時 刻 What time is it? It’s 10:30 in the morning. 

9 時 刻 Do you have the time? Yes, it’s 2:15 in the afternoon. 

10 曜 日 What day is it today? It’s Thursday. 

11 日 付 What’s the date today? It’s January 21st. 

12 天 気 How is the weather today? It’s sunny / cloudy / rainy. 

13 つづり How do you spell your name? T-O-M. 

14 職 業 What’s your job? I’m a student. 

15 職 業 What do you do (for a living)? I’m a student. 

16 出 身 Where are you from? I’m from Tokyo. 

17 住まい Where do you live? I live in Honcho. 

18 誕⽣日 When is your birthday? It’s June 27th. 

19 部 活 What club are you in? I’m in the ...... club. / I’m on the ...... team. 

20 趣 味 What’s your hobby? My hobby is playing soccer. 

21 趣 味 What do you do in your free time? I usually enjoy reading comics.. 

22 趣 味 What do you like to do? I like to watch TV. 

23 兄弟姉妹 Do you have any brothers or sisters? Yes. I have two brothers. / I have no brothers or sisters. 

24 〜するの︖ Do you like / play / read / have…? Yes, I do. / No, I don’t. 

25 〜するの︖ Do you like baseball? Yes, I do. / No, I don’t. 

26 〜するの︖ Do you play the piano? Yes, I do. / No, I don’t. 

27 〜するの︖ Do you read manga? Yes, I do. / No, I don’t. 

28 〜なの︖ Are you ……? Yes, I am. / No, I’m not. 

29 〜なの︖ Are you a rock fan? Yes, I am. / No, I’m not. 

30 〜なの︖ Are you sleepy? Yes, I am. / No, I’m not. 

31 好きな○○ What ○○ do you like? I like △△.  ………………………………………… 

32 好きな動物 What animal do you like? I like dogs.  They’re cute. 
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33 好きなスポーツ What sport do you like? I like baseball.  I’m a（チーム名）fan. 

34 好きな季節 What season do you like? I like summer because I like swimming. 

35 好きな教科 What subject do you like? I like English.  It’s fun. 

36 好きな○○ What’s your favorite ○○? It’s △△. 

37 好きな⾷べ物 What’s your favorite food? It’s ramen.  I like miso ramen the best. 

38 好きな色 What’s your favorite color? It’s blue.  I have a lot of blue clothes. 

39 好きなテレビ What’s your favorite TV program? It’s （番組名）.  I watch it on Fridays. 

40 好きな果物 What’s your favorite fruit? It’s apples.  I eat apple every morning. 

41 好きな種類 What kind of ○○ do you like? I like △△.  ………………………………………… 

42 好きな音楽の種類 What kind of music do you like? I like rock/pop/J-pop/hip-hop/classical music/dance music. 

43 好きな映画の種類 What kind of movie do you like? I like romance/action/science fiction/comedy/musical movies. 

44 好きな本の種類 What kind of books do you like? I like novels/mystery/romance/nonfiction/comics. 

45 〜する時刻 What time do you ＋⼀般動詞︖ I ………………………. at 時刻. 

46 起床時刻 What time do you get up? I get up at 7:00. 

47 就寝時刻 What time do you go to bed? I go to bed at 10:30. 

48 ほしいもの What do you want? I want a new CD. 

49 朝 ⾷ What do you eat for breakfast? I eat bread and milk for breakfast. 

50 宝 物 What do you treasure? I treasure my cat. 

51 どっちが好き︖ Which do you like better, A or B? I like A better. 

52 どっちが好き︖ Which do you like better, cats or dogs? I like cats better. 

53 持っている数 How many ○○s do you have? I have 数字. 

54 持っている数 How many CDs do you have? I have 数字 CDs. 

55 できる︖ Can you ＋動詞︖ Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

56 できるスポーツ Can you play soccer? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

57 話せる? Can you speak Chinese? Yes, I can. / A little. / No, I can’t. 

58 ○○の感想 How was ○○? It was great/good/so-so/not so good/bad. 

59 週末の感想 How was your weekend? It was great/good/so-so/not so good/bad. 

60 〜したの︖ Did you ……? Yes, I did. / No, I didn’t. 

61 ⾒たの︖ Did you watch TV yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t. 

62 読んだの︖ Did you read a book yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t. 

63 ⾷べたの︖ Did you eat breakfast this morning? Yes, I did. / No, I didn’t. 

64 したこと What did you do yesterday? I played…/watched…/read…/studied…/ate… 

65 ⾏った場所 Where did you go yesterday? I went to ＋場所名. 
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66 ⾏きたい場所 Where do you want to go? I want to go to ＋場所名. 

67 したいこと What do you want to do? I want to meet （人名）. 

68 なりたい職業 What do you want to be? I want to be a(n) ＋職業名. 

69 週末の予定 What are you going to do this weekend? I’m going to study English. 

70 小さい頃の好み What did you like when you were little? I liked ＋名詞. 

71 ⾏ったことある︖ Have you ever been to Hokkaido? Yes, I have. / No, I haven’t. 

72 ⾷べたことある︖ Have you ever eaten fugu? Yes, I have. / No, I haven’t. 

73 ⾒たことある︖ Have you ever seen a rainbow? Yes, I have. / No, I haven’t. 

74 読んだことある︖ Have you ever read Botchan? Yes, I have. / No, I haven’t. 

75 したことある︖ Have you ever tried bowling? Yes, I have. / No, I haven’t. 

Date Name Date Name Date Name Date Name 
4 
15 Ken 

会話のはじめに 会話の途中で 会話の最後に 
①Hello. / Hi. ①Uh-huh. ①Goodbye.

②How are you? ②Really? ②Nice talking with you.

③May I ask you something? ③Oh, I see. ③That’s all.

④I have some questions for you. ④That’s right. / You’re right. ④Thank you for your time.

⑤That’s great. ⑤Have a nice day.

⑥Me, too. / Me, neither.

⑦I know.

⑧Sure. / Of course.

⑨I think so. / I don’t think so.

⑩Pardon? / Sorry? / Excuse me?

⑪For example?

⑫What do you mean?

⑬Could you speak more slowly?

⑭Could you say that again?
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Ⅴ チャット活動の指導例  
○ チャット活動の流れ     

① 今日の話題を板書する。（話題の例は次ページを参照） 

② 話題について話す内容を考えたり、ワークシート（P59~）を⾒ながら使⽤する表現 

 を考えたりする時間を設定する。 

③ 「つなぎ言葉の使⽤」や「相手への質問」を含んだ話題についてのやり取りを実演 

するなど、教師によるモデルを⽰す。 

④ 今日のパートナー（１回目・２回目）を指定する。 

⑤ ⽣徒は席を移動し、１回目のパートナーと向かい合って⽴つ。 

⑥ 決められた分数、会話をする（１回目）。 

⑦ 学級全体で「会話の継続に効果的だった表現」や「言いたかったけれど言えなかっ 

 た表現」などについて振り返り、共有する。 

   ⑧ ⽣徒は席を移動し、２回目のパートナーと向かい合って⽴つ。 

   ⑨ 決められた分数、会話をする（２回目）。 

   ⑩ ⽣徒は自分の席に戻り、ワークシートに活動の記録（日付、話題、会話の相手、自 

己評価など）を記入する。 

 

○ チャット活動の指導の工夫 

   ・ ⽣徒の実態に合わせ、目標となる会話の継続時間を設定することもできる。 

   ・ ワークシートに掲載した、以下の様々な表現を活⽤することもできる。 

■ 相手の発言を「受ける」表現（P60） 

■ 会話を「広げる」表現（P60） 

■ 相手に「返す」表現（P61） 

■ その他の便利な表現（P61） 

■ 会話を発展させるための Tips（P63）     

・ 話題が広がるように、会話のパートナーを毎時間変更し、様々な相手とチャット活 

 動を⾏えるようにすることもできる。また、フィードバックの中で、やり取りの内容 

を深めるため会話の弾んだ例を⽰し、同じ話題で２回、相手を変えてやり取りを⾏う 

こともできる。 

   ・ BGM を流して話しやすい雰囲気をつくることもできる。 
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  Ⅵ チャット活動の話題⼀覧（例） 

Topic List  
for Topic Chat 

    
◆ 身近な話題 

○ What’s your favorite ~? / What ~ do you like?  
     sport, color, music, anime/manga, TV program, place, school event,   

season, subject, book など 
○ What kind of ~ do you like? 
    books, music, movie など 
 
 
 
○ What’s your ~? 
   hobby, treasure, dream など 
○ Who is your favorite ~? 
    singer, artist, …player, character など 
○ Do you play ~? / Are you good at playing ~? 
    soccer, baseball, basketball, tennis, the piano, the guitar, the flute など 
○ What do you want? 
○ What do you want to be in the future? 
○ What do you like to do in your free time? 
○ What do you usually do when you have free time? 
○ What do you do when it rains? 
○ What did you do ~? 
    yesterday, last night, last weekend など 
○ How was your ~? 

weekend, summer vacation など 
○ What time did you ~ yesterday? 

get up, have breakfast, leave home, go to bed など 
○ What did you like (to do) when you were free? 
○ What did you want to be when you were little? 
○ What’s your plan for ~? / What will you do during ~? /  

What are you going to do ~? 
this weekend, the Golden Week holidays, the summer vacation, 
New Year’s holidays など 

    

例えば「My favorite food」とテーマを示し、生徒に既習表現を使ってどのよ
うに相手に質問できるか考えさせてもよい。 

   

【チャット活動の話題設定の視点】 
○ 楽しく話せる内容にする。 
○ 生徒にとって身近な話題を扱う。 

（好きなもの、先週の出来事、 
  夏休みの予定、など） 
○ 全員が共通して話せる内容にする。 

（学校⾏事、季節の話題、など）  
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○ Which do you like better, summer or winter? 

   ○ Which is more important for you, time or money? 
○ Have you ever tried ~? 
    durian, kusaya, matsutake mushroom, wheelchair basketball, bungee jump, 

bouldering など（食べ物やスポーツ名等）      
○ What is the place you want to visit the most? 

 
◆ 全員が共通して話せる話題 

○ What’s your favorite ~?  
   school event, annual event, season など 
○ How was ~? / What are you going to do in ~? /  

What did you like about ~?  
  the sports day, the school trip, the field trip, the chorus contest など 

 
 
 
 
◆ 教科書で扱っている話題など 
 ○ What is ~? / Do you know something about 〜︖/  

What did you learn from (the story of) ~? 
   wheelchair basketball, American school life, islands in Japan, 3 Rs, World 

Heritage Sites, English rakugo, Japanese anime など 
 
 
 
  
 ○ What is the most important thing to（教科書の登場人物）? 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

教科書でテーマとして扱っている話題（上記の内容など）について尋ね合うこ
とで、学年進⾏に合わせ、既習の語彙や表現を活用して社会的な話題について
話すことができるようになる。 

  

全員が共通して体験している話題を扱うことで、相手にどんな質問をしたら答
えやすいか、また、相手からどんな質問がくるかを予想することができ、会話
を継続しやすくなる。 
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Ⅶ 第２学年 チャット活動ワークシート 

Skills for better communication 

Class       No.        Name: 

「返す」
◆相手の発言に関連した質問をする。
◆どんな質問をしたら相手が話しやすいか考える。

「広げる」
◆相手の発言に対して、意⾒や感想を述べる。
◆説明などをして、会話を発展させる。

「受ける」
◆相手からの質問に対して、適切に応答する。
◆相手の発言を確認する。相づちを打つ。

この事例では、第１学年での Q＆A 活
動を受けて、第２学年からチャット
活動を設定しています。 
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相手の発⾔を「受ける」表現 

◆興味を⽰す。 Uh-huh. / Yeah. / OK. / Yes. / Is that so? 

◆賛成・同意を伝える。 
Oh, yes. / I think so, too. / Me, too. / Me, neither. 
I agree. / That’s true. / Right. 

◆反対であることを伝える。 
No. / I don’t think so. / I disagree.  
※反対であることを伝える時には、納得できる理由を付けるな

どして、相手に配慮しましょう。 

◆自分が理解していることを伝える。 I see. / I get it. / I understand. 

◆驚き・意外性を⽰す。 
Really? / Wow! / No kidding. / No way. / Are you sure? 
Seriously? / Unbelievable. 

◆喜び・感動を⽰す。 Wow. / That’s nice. / Cool. / How exciting. / Interesting. 

◆繰り返す。 
※相手が言ったことを、主語を変えてそのまま返す。 

例）A: I like tennis.  B: Oh, you like tennis. 

 

会話を「広げる」表現 

◆意⾒や思いを述べる。 
I think ……… / I don’t think ……… / I want to ……… 
In my opinion, ……… 

◆相手の発言へのコメントを述べる。 
I’m happy for you. / Good for you. / You’re lucky. 
Sounds good. / Good idea. / Good luck. / Never mind. 
I’m jealous. / I didn’t know that. / I have no idea. 

◆自分の感情を伝える。 
I’m … (I was …) 
happy / unhappy / interested / sad / tired / excited 
scared / surprised / disappointed 

◆物事の感想を伝える。 

It’s … (It was …) 
delicious / fun / interesting / cool / great 
exciting / boring / wonderful / terrible 

◆話を後ろにつなげる。 So … / Because … / Then … 

Topic Chat のための表現集 
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相手に「返す」表現 

◆より詳しい情報をたずねる。 
What? / Who? / With who? / When? / Where? / Which? 
Why? / Why not? / How? / How many? / How long? 

◆感想をたずねる。 How was it? / How did you like it? 

◆さらに情報を求める。 What else? / Anything else? / And then? 

◆どういう意味かたずねる。 What do you mean? / What does it mean? 

◆相手の理解を確認する。 Do you understand? / Are you with me? 

◆具体例をたずねる。 For example? 

◆同じ質問を相手に返す。 
How about you? 
※How about you? の前には、必ず自分の意⾒を伝えましょう。 

 

その他の便利な表現 

◆言葉につまったとき 
Well… / Um… / Er… / Let me see… / Let’s see… 
… you know … 

◆聞き取れなかったとき Pardon? / Sorry? / Excuse me? / Once again, please. 

◆話をまとめるとき Anyway… / I mean… / The thing is … 

◆話を切り出すとき 
You know what? / You know … / Speaking of … 
By the way …  
※話題はできるだけ変えないようにしましょう。 

◆相手に質問をしたい・ 
詳しく知りたいとき 

I have a question. / Tell me more. 

◆会話を終えるとき 
Nice talking with you. / See you. / Thank you. 
Have a nice day. / Talk to you soon. 
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Date Today’s Topic Partner’s Name 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Topic Chat Recording Sheet 
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Ⅷ 第３学年 チャット活動ワークシート 

会話を発展させるための Tips 

Class       No.        Name: 

①相づち・つなぎ言葉を使おう

“Me, too.”  “Really?”  “How about you?”  ”Well…” 
②２文以上で答えよう

★説明：より具体的な中身、理由（because）、場所、時、目的、方法などの情報を足す。 
★感想：It is(was)+形容詞、I was 形容詞など。

★意見：I think～.  I don’t think～.
★２文目がすぐに出てこなかったら、”Tell me more.”と促す。

③質問する

疑問文で情報をさらに詳しくたずねる。

 What（何）Who（誰）When（いつ）Where（どこ）Why（なぜ）How（どう）など 
④主語を変える

自分のことから、友だちや家族などの第三者に話題を広げる。

⑤動詞を変える

“What food do you like?”が話題なら、動詞を make, eat などに変える。 
⑥時制を変える

過去（昨日のことなど）、未来（明日のことなど）を話題にする。

⑦逆の話題に変える

「好きな食べ物」が話題なら、「好きではない食べ物」の話題に発展させる。

⑧確認する（繰り返す）

“I like sushi.”に対して、”Oh, you like sushi.”のように、繰り返して確認する。 
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Today’s Topic: 

Date: Evaluation（評価）  
★会話の継続 A   B   C   D ★確認（繰り返す） A   B   C   D 

Partner: ★アイコンタクト A   B   C   D ★２⽂以上の返答 A   B   C   D 
★スマイル A   B   C   D ★さらに質問 A   B   C   D 
★相づち A   B   C   D ★English only A   B   C   D 

 

Today’s Topic: 

Date: Evaluation（評価）  
★会話の継続 A   B   C   D ★確認（繰り返す） A   B   C   D 

Partner: ★アイコンタクト A   B   C   D ★２⽂以上の返答 A   B   C   D 
★スマイル A   B   C   D ★さらに質問 A   B   C   D 
★相づち A   B   C   D ★English only A   B   C   D 

 

Today’s Topic: 

Date: Evaluation（評価）  
★会話の継続 A   B   C   D ★確認（繰り返す） A   B   C   D 

Partner: ★アイコンタクト A   B   C   D ★２⽂以上の返答 A   B   C   D 
★スマイル A   B   C   D ★さらに質問 A   B   C   D 
★相づち A   B   C   D ★English only A   B   C   D 

 

Today’s Topic: 

Date: Evaluation（評価）  
★会話の継続 A   B   C   D ★確認（繰り返す） A   B   C   D 

Partner: ★アイコンタクト A   B   C   D ★２⽂以上の返答 A   B   C   D 
★スマイル A   B   C   D ★さらに質問 A   B   C   D 
★相づち A   B   C   D ★English only A   B   C   D 

 

Today’s Topic: 

Date: Evaluation（評価）  
★会話の継続 A   B   C   D ★確認（繰り返す） A   B   C   D 

Partner: ★アイコンタクト A   B   C   D ★２⽂以上の返答 A   B   C   D 
★スマイル A   B   C   D ★さらに質問 A   B   C   D 
★相づち A   B   C   D ★English only A   B   C   D 
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