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令和３年度 大分大学教育学部附属中学校 英語科セミナー
2022.1.28. 大分大学教育学部附属中学校

日本の英語教育に一番足りないもの ～「じゃれマガ」

を使った目から鱗の指導法～
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 北原延晃

宮崎県延岡市外国語教育アドバイザー、文科省検定教科書 Sunshine English Course監修者、

チャレンジ英和辞典カラー版編者、英語基本指導技術研究会主宰

英語基本指導技術研究会（北研）ＨＰ http://www2.hamajima.co.jp/~kitaken/

１ なぜ「じゃれマガ」を授業で使うようになったのか

「
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2005年 10月 22

Did you know that Japan grows some of the biggest apples in the world? Yesterday I got one that

was the size of a grapefruit! I was working late last night and got so hungry that I ate the whole

thing, but it was really too much for one person. The next time I think I'll share it with someone

else.

２ じゃれマガを使った授業の実際
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Words Time seconds WPM Words Time seconds WPM Words Time seconds WPM

92 10 -10 552 93 10 -10 558 94 10 -10 564

15 11 - 15 368 15 11 - 15 372 15 11 - 15 376

20 1 6 - 2 0 276 20 1 6 - 2 0 279 20 1 6 - 2 0 282

25 2 1 - 2 5 221 25 2 1 - 2 5 223 25 2 1 - 2 5 226

30 2 6 - 3 0 184 30 2 6 - 3 0 186 30 2 6 - 3 0 188

35 3 1 - 3 5 158 35 3 1 - 3 5 159 35 3 1 - 3 5 161

40 3 6 - 4 0 138 40 3 6 - 4 0 140 40 3 6 - 4 0 141

45 4 1 - 4 5 123 45 4 1 - 4 5 124 45 4 1 - 4 5 125

50 4 6 - 5 0 110 50 4 6 - 5 0 112 50 4 6 - 5 0 113

55 5 1 - 5 5 100 55 51-55 101 55 5 1 - 5 5 103

60 56-60 92 60 56-60 93 60 56-60 94

じゃれマガの効用（上智大生）
じゃれマガは、毎回、ジャレル先生の日記のようになっていて、私たちの生活に密着し

た情報であるため、非常に読みやすくなっています。毎回ユーモア溢れるポジティブな内

容が書かれており、読むのが楽しみになる文章です。また、読むと同時に社会のニュース

や世界の文化について知ることができるようになっているので、読み終わった後に生徒の

知識が増えるようになっています。自ら読みたくなる内容であり、楽しく読んでいるうち

にリーディングスキルが向上することに加え、英語以外の領域の知識も同時に習得できる

ようになっている、これがまさに CLIL だと感じました。また、WPM が生徒の心に与え

る影響は大きいと思いました。WPM を測定するとなると、速く、正確に文章を読まなけ

ればならないという思いが生まれます。だからこそ、回数を重ねるうちに、だんだんと生

徒が長文読解の要領がわかってきて、自然と rapid readingや skimmingができるようにな

っているのだと思います。文法解説も含めて五分程度で、英語で他領域も学ぶことができ

るこのじゃれマガを授業で扱うことは、生徒の英語力に大きな差が出てくるだろうと改め

て感じました。また、内容理解のチェック方法も大変勉強になりました。例えば、じゃれ

マガの Question は、文字を書かせずに下線を引かせることで、余計な時間を取りません

し、生徒には scanning の力がつき、教師は生徒が質問に対する答えや長文の内容を理解

しているかどうか、正しく把握できるようになっています。

２０２１年春学期 総合人間科学部４年 KM
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３ じゃれマガを読んでみましょう

じゃれマガ２０２１
written by Douglas Jarrell and arranged by Nobuaki Kitahara, Sophia University

Ｎｏ．１

Q What does Mr. Jarrell think affected the way children think?

the pandemic (has changed the way they think)

Today's Topic・・・Riding with Google
Thursday, April 1

When I wrote about Google Maps a couple of days ago, I said that Street
２年( )-( ) ２，３の～

View was using old pictures of my neighborhood. To my surprise,
１年( )-( ) 近所 驚いたことに

someone at Google read my story and called me. They told me that they
グーグル関係者 ２年( )-( )

change their photos regularly, but they are worried that people might get

定期的に ３年1-3 □ ～かもしれない

a bad image of Google. They asked for my address and are going to send
２年( )-( )

a car to take pictures of my neighborhood today. They will even let me
２年( )-( ) ２年( )-( ) ３年3-3

ride in the car with them! If you notice any old photos in Google Street
２年( )-( ) 気づく

View, send them an email at aprilfools@gmail.com and they may give

２年( )-( ) □
you a free ride, too. １１４語

２年( )-( )

Q1 What should you do if you notice any old photos in Google Street

View?

Q2 Underline the word which has the same meaning as pictures.

ＷＰＭ
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じゃれマガ２０２１
written by Douglas Jarrell and arranged by Nobuaki Kitahara, Sophia University

Ｎｏ．２

Q1 What does Mr. Jarrell think affected the way children think?

the pandemic (has changed the way they think)

Q2 photos

Today's Topic・・・Hard Work Pays Off
Monday, April 5

Sometimes things look bad, but you should never give up. Two years

物事 ２年( )-( ) □
ago, Ikee Rikako found out that she had cancer. She didn't get out of the

わかった がん ～から出る

hospital until the end of the year. She had to stop swimming for months,
～まで ２年( )-( ) 何ヶ月もの間

and when she started training again last year, she was out of shape.
２年( )-( ) 不調で

Although she trained hard, she said that she didn't feel sure that she
～だけど 自信がなかった

would be able to compete in the Tokyo Olympics. Yesterday, she showed
～できる 戦う

the world that she could. She won her race and will be on the Japanese
３年２－３

Olympic team. Her hard work paid off. １０１語

実を結ぶ

Q How did Ikee's hard work pay off?

ＷＰＭ

WPM(Word per Minute)「１分間に何語読めるか」の計算式

語数× 60

ｘ秒 ｘ秒・・・読むのにかかった秒数

Ｑに不正解なら記録無し
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４ 北原メソッドの成績
１ 英検準２級以上取得率

平成２２年度２７％ 赤坂中で初めて３年間教えた学年

英語劇Whose Double Cheeseburger Is This Anyway?

平成２３年度２３％ 英語劇 Run, Melos, Runで都大会出場

平成２４年度３２％ 英語劇 If I Had a Million Dollars

平成２５年度２７％ 英語劇 Barefoot Genで都大会優勝

平成２６年度２５％ 英語劇 the Diary of Anne Frankで都大会審査員特別賞受賞

平成２７年度２８％ 英語劇 Friends

平成２８年度４３％ 英語劇 Night on the Milky Way Trainで都大会出場

平成２９年度４４％ 英語劇 In This Corner of the Worldで港区英語発表会劇第１位

平成３０年度５６％ 過去最高！ 英語劇 Angels With Broken Wingsで都大会３位

２ 平成２８年度３年生２学期評定 評定１，２はゼロ。

３ 平成２８年度港区学力調査結果（４月実施 ３年生）

全国偏差値 ５９

全国平均正答率との差

国語 社会 数学 理科 英語

本校 ６５．３ ５７．８ ６２．６ ５３．９ ７９．０

全国 ６８．２ ５４．１ ５７．６ ５３．９ ５９．４

差 －２．９ ＋３・７ ＋５．０ ＋０．０ ＋１９．６

教科の正答率 さまざまな英文の読み取り

中２ 中３ 中２ 中３

区平均 ７１．８ ７３．７ 区平均 ７４．１ ７２．６

赤坂中 ７８．８ ７９．０ 赤坂中 ８３．３ ８１．０

差 ＋６．８ ＋５．３ 差 ＋９．２ ＋８．４

３文以上の英作文
赤坂中英語は港区トップの成績

中２
港区は東京でもトップ５に入る高学力地区

区平均 ７２．０

赤坂中 ８５．６

差 １３．６

４ 平成２８年度東京都学力調査（７月実施 ２年生）

都平均正答率との差

国語 社会 数学 理科 英語

都 ７０．７ ５７．７ ５６．４ ５４．８ ５５．４
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本校 ７５．３ ５８．２ ６０．４ ５４．３ ７４．６

差 ＋５．４ ＋０．５ ＋４．０ －０．５ ＋１９．２

観点別結果（英語）

関心・意欲・態度 表現の能力 理解の能力 言語・文化の知識・理解

＋１０．５ ＋２４．２ ＋１６．７ ＋１９．１

５ 生徒の英訳による英語劇制作（３年生２学期）

平成２５年度・・・「はだしのゲン」 都英語学芸会で優勝

平成２８年度・・・「銀河鉄道の夜」 都英語学芸会出場

平成２９年度・・・「この世界の片隅に」

平成３０年度・・・「翼の折れた天使たち」都英語学芸会で３位

The Kitahara Method really works!
だれがやっても生徒は伸びる！

つまらない単語テスト、和訳、問題演習をやらなくても本当の英語力が身につ

く！

英検準２級以上取得率５６％（公立中学校日本一）

発音は全国一、スピーキング能力も全国一！

音声を大事にしてやっても作文力も伸びる！

楽しいし力がつくのがわかっているから生徒が自分で勉強するようになる！

２０２１年度の学習指導要領にももちろん対応できる。

On and On(On2)から私の本が２冊同時に出版されました。
１ 「Kitahara de essay 2020-2021」

２０２０年の休校要請で元気のなくなった先生方を励ますために身近な話題についてつれ

づれに思ったことを書いたエッセイ集です。北研会員に投票してもらって評判のよかった

ベスト１００を選びました。「泣ける」「笑える」「考えさせられる」という感想をいただい

ています。

２ 「じゃれマガワークシート 2006-2020ベストセレクト200」

ジャレル先生が書いたメールマガジンを素材にして中学３年生を対象にして作ったワーク

シートです。「語彙力や文法力がつく」「長文読解の練習になる」「とにかく読んでて楽しい」

と生徒や先生方から好評です。これまでに作った１３００枚からベスト２００を選びまし

た。肩肘張らない英語学習に、この１５年間の出来事を振り返るのにいかがでしょうか。

どちらも目次など中身を見られる「立ち読みページ」を作りましたので、ぜひ一度ご覧下

さい。

●立ち読みページ

http://on2.sakura.ne.jp/browse/

●下記のページからご予約下さい。

https://forms.gle/XpayikQS4nS3SkiD6

●定価
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消費税，送料込みで各2000円です。支払方法は，本送付の中に振込先を同封します。

北原メソッド教材のラインナップ

理論書・実践書

「英語授業の「幹」をつくる本（上巻）」２０１０年 ベネッセコーポレーション

「英語授業の「幹」をつくる本（下巻）」２０１０年 ベネッセコーポレーション

「英語授業の「幹」をつくる本（テスト編）」２０１２年 ベネッセコーポレーション

「英語授業の「幹」をつくる本（授業映像編）」２０１４年ベネッセコーポレーション

リーディング

「読みトレ１００」２０１１年 浜島書店

「読みトレ５０」２０１４年 浜島書店

「じゃれマガワークシート 2006-2020ベストセレクト 200」２０２１年 On and On

リスニング

「新・中学生のための Listening Training POWERED」２０１２年 学校図書

英語の歌

「授業で使える英語の歌２０」２００１年 開隆堂出版

「続・授業で使える英語の歌２０」２００８年 開隆堂出版

辞書

「チャレンジ中学英和辞典カラー版」２０２１年 ベネッセコーポレーション

ノート

「Miki Notebook」２０１２年 浜島書店

絵カード

「アクションカード」（絵／文字カード９枚×４セット×４０人分＋教師用カード１セ

ット） ２，４００円（税込み） ２０１２年 開隆堂出版

スピーキング

「スーパー・ペアワーク １年」２０１４年 正進社 廃版

「スーパー・ペアワーク ２年」２０１４年 正進社 廃版

「わくわくペアわーく １年２年３年」２０２２年 On and Onからデジタル版（タブ

レット用）発刊予定

その他

「Kitahara de essay 2020-2021」２０２１年 On and On


