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英語科授業デザイン
授業者 伊藤 紳一郎

１ 平成 25 年 11 月 26 日（火） 第６校時 １年１組

２ 内容 PROGRAM８の発展（SUNSHINE ENGLISH COURSE１）

３ 本時のねらい

（１）既習事項の意味・用法を再確認し，活用することができる。

（２）外国の映画の１シーンのセリフの日本語字幕をつくることができる。

４ 授業の流れ

（１）既習事項が含まれた映画のセリフの意味を考える。

（２）映画の１シーンのセリフの意味を確認し，既習事項の意味・用法を再確認する。

（３）映画の１シーンのセリフの日本語字幕をつくる。

（４）書いた日本語字幕を発表し，お互いの考えを共有する。

５ 授業を観るポイント

（１）どこで学びが成立していたか。また，成立していなかったか。

（２）生徒一人ひとりの学びが保障されていたか。

（３）生徒が互いの顔や表情を見ながら聴き合うことや，意見や考えを言うことができていたか。

（４）わからなくて困っている生徒が，自分から友達に「ねえ，教えて」と聞くことができていたか。

   聞かれた生徒が，相手にわかるように教えることができていたか。

（５）高い課題を設定し，すべての生徒の学びが成立するような学習であったか。

６ 座席表

□女１８ ■男２０

■ T.K. □ C.U.

■ T.N ■ K.W. □ A.O. ■ T.M. □ S.T. ■ S.T.

■ Y.T. □ R.K. ■ Y.H. □ K.Y. ■ A.O. □ M.M.

□ R.S. ■ T.O. □ Y.K. ■ N.K. □ R.T. ■ N.F.

■ T.F. □ H.E. ■ S.S. □ A.S. ■ K.K. □ R.N.

□ T.S. ■ S.A. □ R.M. ■ K.W. □ Y.W. ■ H.S.

■ Y.K. □ A.S. ■ T.S. □ N.S. ■ S.S. □ Y.E.

教   卓
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授業について

１．板書計画

AVATAR                          Tuesday, November 26th sunny

Target1                 Target2

                   ①（セリフの意味）

                   ②

                   ③

                           

                           ⑤

                           ⑥

                           ⑦

           

                          ⑨

２．準備物

・ワークシート ・課題１，２の短冊 ・セリフの拡大コピー ・ヒントカード（既習事項）

・磁石 ・和英辞書 ・英和辞書 ・ＤＶＤ ・テレビ，ＤＶＤプレーヤー

・映画のシーン（セリフを言う場面）の写真 ・ストーリーの紙芝居用の写真（１）～（12）

３．指導メモ

（１）直訳…外国語の文章を，原文に忠実に一語一語をたどるように訳すこと。

（２）意訳…原文の一語一語にとらわれず，全体の意味やニュアンスをくみとって翻訳すること。

（３）既習文法事項

①一般動詞の肯定文 ②be 動詞の肯定文，否定文 ③助動詞 can の否定文

（４）ヒントカード

1
I like Japanese.
私は国語が好きです。

2
You are Miho.
あなたは美穂です。

3
I’m not a student.
私は生徒ではありません。

4
I can’t play the guitar.
私はギターをひくことができません。

【日本語字幕の制約】

→１秒間で４文字以内

ストーリー（１）～（12）セリフカード

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ヒントカード

映画の１シーンのセリフの

意味を考えよう！

映画の１シーンのセリフの

“日本語字幕”をつくろう！



- 3 -

（５）セリフの分析（本編 1:57:07～1:58:20）

ネイティリ(Neytiri)
① I See you
私はあなたが見えます→【あなたが見える】

・see…見える

ジェイク(Jake)
② I See you
私はあなたが見えます→【俺も見える】

ネイティリ(Neytiri)

③ I was afraid, Jake
私は怖かったです，ジェイク→【怖かったの ジェイク】

・was（未習）…be 動詞の過去形。～であった，～だった

・afraid…恐れて，怖がって

④ For my people
私の人々のために→【皆が殺されると(思って来てくれたの？)】
・for…＜目的＞～のために，＜原因・理由＞～のために，～の理由で

⑤ I’m not anymore
私はもう（怖く）ない→【もう怖くない】

・anymore…＜否定文で＞もう（～ない）

ジェイク(Jake)

⑥ You are Olo’eyktan, and you are a great warrior
あなたは族長です，そしてあなたは偉大な戦士です。→【君は族長 そして勇

敢な戦士だ】

※warrior…戦士（生徒所有辞書に記載なし）

⑦I can’t do this without you
私はあなたなしでこれをすることはできません→【共に戦おう】

・without…～なしで，～なしに，～のない

ツーテイ(Tsu’tey)

⑧ Toruk Macto,
トルーク・マクト，

※トルーク・マクト…全部族をまとめる絶対的存在

⑨ I will fly with you
私はあなたと一緒に飛ぶつもりです→【一緒に空を飛ぼう】

・will（未習）…～でしょう，（～する）だろう，～するつもりである，～しよ

うと思う

※登場人物情報

・ジェイク(Jake)
本作の主人公の元海兵隊員（伍長）。ベネズエラでの戦争で負傷し，脊髄を損傷したため下半身不随

となっている。軍人年金の額では治療を行うことが出来ず車椅子生活を余儀なくされていたが，アバタ

ー計画に参加するはずだった科学者の双子の兄トミーが強盗に襲われ急死したため，高額な治療費を

RDA が肩代わりすることを条件に兄の代理として計画に参加した。アバターとなってナヴィの生き方を

学ぶうちにその素晴らしさに触れ，人類とナヴィとの間で重大な決断を迫られる。

・ネイティリ(Neytiri)
ナヴィの狩猟部族，オマティカヤ族の族長の娘。自身も強力な戦士。最初はジェイクに敵意を表すが，

母モアトの命で彼にナヴィの生き方を教えるうちに惹かれ合っていく。

・ツーテイ(Tsu’tei)
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オマティカヤ族の戦士でネイティリの婚約者。地球人への敵対心が強くジェイクと対立するが，後に

共闘する。

４．授業の流れ

（１）Target1 映画の１シーンのセリフの意味を考えよう！＜コの字→グループ＞

・１人で考える→状況を見て，グループにする。

・ヒントカードとセリフカードを提示し，既習事項を確認させる。

・書いた答えを黒板に書いてもらう。

（２）意味の確認，文法事項の復習＜コの字＞

・生徒に書いてもらった板書をもとに，セリフの意味を確認する。

・ヒントカード，セリフカードを用いながら文の説明，既習事項の確認をする。

（３）映画について説明をする＜コの字＞

・黒板に掲示した写真（１）～（12）を順番にめくり，映画のストーリーを説明する。

・セリフの場面が，物語のどの場面にあたるのかを確認する。

→（10）「ジェイクは，一度失ったナヴィの人々の信頼を回復するため，グレイト・レオノプテリック

スを飼い慣らし，トルーク・マクトと認めさせることに成功する場面である。」

（４）Target2 映画の１シーンのセリフの“日本語字幕”をつくろう！＜コの字→グループ＞

・ＤＶＤを見る（セリフを言う場面の前後，英語字幕，本編 1:54:25～1:58:20）。

→（10）「ジェイクは，一度失ったナヴィの人々の信頼を回復するため，グレイト・レオノプテリッ

クスを飼い慣らし，トルーク・マクトと認めさせることに成功させる場面のやりとりである」

・日本語字幕をつくる。

（５）ヒントを与える

・字幕について

映画字幕翻訳は，英語のセリフ１秒間で日本語４文字以内という制約に縛られている。その制約の

中で，ストーリーの流れに沿った意味を正確に伝えなければならない。

（６）書いた答えを発表してもらう＜コの字＞

・つくった日本語字幕を「日本語吹き替え版のつもりで発表しよう」

・教師がセリフの写真を紙芝居のように順番に見せ，発表者はそれに合わせてセリフを読んでいくよ

うにする。

（７）ＤＶＤを見て，日本語字幕を確認する＜コの字＞

・DVD を見る（セリフを言う場面，日本語字幕，本編 1:56:20～1:58:20）

・授業の感想を書いてもらう

※授業後，生徒たちがつくった字幕はプリントにし，共有する。
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５．授業記録，分析（上智大学大学院 加藤万実）

①授業の流れ

時間 教師の動き 生徒の動き 机の形

授

業

開

始

５

分

前

・音楽をかける

・コの字型にするよう指示

・辞書を手元に置いておくよう

指示

・席について教材の準備

（教科書・ノートを出す）

黒板に「AVATAR」と書いてあることに気

づき、アバターを見たことのある生徒はア

バターの話で盛り上がっている。

コの字

0:00

4:00

6:30

9:00

13:00

16:00

21:00

あいさつ

T:「今日は、映画アバターを題材と

して授業をしていきます。」

T：「まず、映画のワンシーンの意味

を考えて書いてもらいます。直訳で

いいです。」

課題①【映画の１シーンのセリフの

意味を考えよう！】

・プリント配布

T: 「Let’s study in groups.」

ヒント①(既習事項の確認)の提示

指名して、考えた直訳を黒板に書か

せる。

T: 「Return to a horseshoe.」
・黒板に書かれた訳の確認

・１２枚の場面の写真を使って、ス

トーリーの流れの確認

・訳す部分がどの場面であるか説明

・映画の一部分の映像を流す

C:「大好き。めっちゃ大好き。」

・まず一人で考える

・グループで考える

＜生徒の考えた直訳＞

①私はあなたを見ます。

②私はあなたを見ます。

③私は怖かった、ジェイク。

⑤私はもう違う。

⑥あなたは族長

さらにあなたはすごい戦士

⑦私はあなたなしではできません。

⑨私はあなたと飛ぶつもり。

プリントに書いてある箇所（“I see you”

～）になると、プリントを見ながら映像を

見ている様子。

コの字

グループ

コの字
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24:00

32:00

37:00

47:00

52:00

T:「今の場面の日本語字幕を考えて

もらいます。」

課題②【映画の１シーンのセリフの

“日本語字幕”をつくろう！】

・プリント配布

T:「Let’s do in groups.」

ヒント②の提示

「日本語の字幕は１秒間で４文字以

内」

T：「できた人がいるので、聞いてみ

よう」

「それで、参考にしてください」

・指名して、訳を発表させる（1 名）

T:「Return to a horseshoe」
・指名して、訳を発表させる（３名）

・実際の日本語字幕を映像で確認す

る

T：「これが答えだよっていうことで

はありません。」

・プリント回収

・あいさつ

・グループで字幕を考える

C:えーっ

C:時間なーい

C:こことか１秒じゃん

・自分たちの考えた訳の文字数を数え、改

めて文字数に注意しながら考え始める

・友達が発表する前には、盛り上げる声や

「がんばれー」という声が上がる。聞いて

いる最中には笑い声などの反応。

・再びグループで考え始める。

・見た後で、自分の考えをまとめる

グループ

コの字
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②学び合いの場面の考察

以下では、筆者がビデオカメラで撮影した授業記録から見られた学び合いの様子について記述する。

【場面１】：全員が納得するまでじっくり話し合う

A さん：えー一秒じゃんここ。一秒だよ。

どうする？

B さん：族長！

族長でいいの？

C くん：んー、なんか、、、「あなたは族長」？

A さん：「君は？」

B さん：「きみは族長」（指を折って数える）

A さん：君って漢字にすれば？

B さん：あ！そっか！

全員：（指で数えながら）「君は族長」

A さん：そうだ！それだ！

上は、「一秒間に４文字」という制約を知り、文字数を意識して訳作りを進めている場面である。A
さん、B さん、C くんのグループは、誰か一人が引っ張って進めていくのではなく、一つ一つの言葉を

３人全員が納得するまで辞書で調べるなどして時間をかけて考えていた。

前回のジャンプの課題”Eternal Flame”の授業の際にも、このグループでは協力して学び合う姿が見

られ、一人が分からないと言った単語があれば、それを全員で調べ、複数ある意味の中から相談してど

れがいいかを決める。これを繰り返して、ワークシートを完成させていた。「分からない」と素直に伝

えられ、お互いの意見を聴き合いながら自分の考えを深めていける関係性を見ることができた。

B

さん

A

さん

C

くん
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【場面２】：ストーリーを理解していることで、学び合いの質を深める場面

F くん：あ、ジェイクは人だから、「私も見えます」みたいな感じで

    言わなきゃだめじゃん。（書き直す）

G さん：そうやってやってるの？

F くん：うん。ネイティリだけカタコトで。

E くん：ジェイクは、「私もみえるぞ」

E くん：「私も見えるぞ」（マネをする）

（E くんと F くん、笑いあう）

「アバター」の映画が好きで、何度も見たことがある

という F くんは、「たぶんね、俺がいるから大丈夫だと

思うよ。「タイタンの冒険」と「アバター」は大丈夫だ

よ俺。」と得意気に話し、アバターを一度だけ見たこと

があるという D さん、G さんにストーリーや登場人物

について説明していた。ストーリーを理解していた F
くんは、ある登場人物の言葉だけをカタカナで表記し、

ストーリーの設定や登場人物の関係性を分かりやすく表現していた。他の班員もそれを見て、笑いあっ

たり、この場面の意味を尋ねるなどしていた。

授業内で発表する機会はなかったが、F くんは、授業後にまっすぐ伊藤先生のところに行き、「俺、発

表したかったです。」と伝えていた。

①ワタシアイタカッタ

②僕もあいたかったぞ！

③ワタシコワカッタ

④（皆が殺されると思って来て

くれたの？）

⑤デモコワクナイ。

⑥おい！

族長はすごい戦士だ。

⑦いっしょに戦おう。

あなたなしでは戦えない。

⑧（トルーク・マクト）

⑨りょうかい！

(上表：F くんの考えた訳)

D

さん

E

くん

F

くん

G

さん
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【場面３】：仲間の協力を得て、課題の解決に向かう

Ⅰさん：（” I see you” を「会いたかった」と訳した友達の発表を

聞いた後で、）

「私はあなたを見る」じゃないのかな？

J くん：別に違くていいでしょ。

H くん：いいんだよ！

    よし。じゃあ５番を考えよう。

J くん：５番は終わったよ。次６番だよ。

H くん：えっ終わったの？

   （Ⅰさんのプリントを覗き込み、自分のプリントに書きこむ）

J くん：「族長―！」しか出てこないんだけど。

Ⅰさん：「あなたは」って入れるじゃん。「族長」も入れるじゃん。

   （文字が超過してしまうことを指で表す）

H くん：「ぞくちょー！」でいいじゃん。叫ぶみたいのがいい。

Ⅰさん：普通に「族長ー！」でいいんじゃない？

H くん：うん。そうだ。

    えっだめじゃん！「ぞくちょう」

（指で数えて５文字であることを確認）

J くん：漢字で「族長」でいいんだよ。

H くん：あぁそっかー。漢字でいいのか。

Ⅰさん、Jくんに教えてもらいながら、やや二人に引っ張られる形で話し合いに参加していたHくん。

文字の制約が加わった辺りから頭を抱えるなどの仕草を見せることが増えていたが、実は頭を抱えなが

らも指を折りながら懸命に文字数を数えていた（写真左上）。友達が、「族長―！」と叫ぶような形で発

表していたのを聞いていた H くんは、「叫ぶみたいのがいい。」と自分の意見を言い、その後も話し合い

に参加していた。少し高い課題であっても、仲間の力を借りてチャレンジできる、自分の意見を自信を

持って言える、などの協同学習の良さが現れた場面であった。

I

さん

H

くん

J

くん
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『AVATAR』 No.1

Target1 映画の１シーンのセリフの意味を考えよう！

セリフ セリフの意味

A:①I see you.

B:②I see you.

A:③I was afraid, Jake.  
…でした

④For my people. 

⑤I’m not anymore.

B: ⑥You are Olo’eyktan, 
     族長

and you are a great warrior.  
           戦士

⑦I can’t do this without you.

C:⑧Toruk Macto,

⑨I will fly with you.
  ～するつもり

A：①

（       ）
B：②

（       ）
A：③p

（       ）
④（皆が殺されると（思って来てくれたの？））

⑤

（       ）
B：⑥

（       ）

（       ）
⑦

（       ）
C：⑧（トルーク・マクト）

⑨

（       ）
(  ) – (  ) Name(        )

ワークシート No.1
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『AVATAR』 No.2
●「AVATAR」のストーリーを理解しよう！

（１） （２） （３）

時は西暦 2154 年。人類は，衛

星パンドラで希少鉱物の採掘基

地を開いていた。

先住民であるナヴィと意志を疎

通し交渉するために人間とナヴ

ィの遺伝子を組み合わせ作り上

げた肉体アバターが用いられた。

ジェイクはパンドラに派遣され，

アバターの操縦者を務めること

になった。

（４） （５） （６）

ジェイクは採掘基地の隊長クオ

リッチ大佐から，ナヴィを偵察す

る任務を引き受けた。

ある日，アバターとして，偵察活

動をしていたジェイクは仲間と

はぐれ遭難し，ナヴィの女性ネイ

ティリに助けられた。

ジェイクは，自然と共生するナヴ

ィの人々に共感し，共に暮らして

いく中で，ナヴィの一人として認

められるまでになった。

（７） （８） （９）

人類は，希少鉱物の採掘のため，

巨大なブルドーザーで強引に開

発を進めた。

ジェイクはナヴィの人々に人類

に刃向かうことの無謀さを説く

が受け入れられず，怒りを買い，

ネイティリにも振られてしまう。

人類は，ついに空中機動部隊を発

進させ，攻撃を開始した。戦いは

人類の一方的な状況で進んでい

く。

（10） （11） （12）

ジェイクは，一度失ったナヴィの

人々の信頼を回復するため，グレ

イト・レオノプテリックスを飼い

慣らし，トルーク・マクトと認め

させることに成功した。

トルーク・マクトになったジェイ

クは，他のナヴィの部族を団結さ

せ，人類への戦いを挑む。

激しい戦いの末，ナヴィが勝利す

る！

ワークシート No.2-①
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Target2 映画の１シーンのセリフの“日本語字幕”をつくろう！

① ネイティリ ② ジェイク ③ ネイティリ

④ ネイティリ ⑤ ネイティリ ⑥ ジェイク（右）

⑦ ジェイク（右） ⑧ ツーテイ ⑨ ツーテイ（左）

セリフ 字幕

ネイティリ(Neytiri):①I see you.
【２秒】

ジェイク(Jake):②I see you.
【２秒】

Neytiri:③I was afraid, Jake.  
…でした   【２．５秒】

④For my people. 

⑤I’m not anymore.
【２秒】

Jake:⑥You are Olo’eyktan, 
        族長  【１秒】

and you are a great warrior.  
          戦士【２．５秒】

⑦I can’t do this without you.
【２秒】

ツーテイ(Tsu’tei):⑧Toruk Macto, 
トルーク・マクト

⑨I will fly with you.
～するつもり     【２秒】

ネイティリ：①（               ）

      【               】                

ジェイク：②（                ）

【                】

ネイティリ：③（               ）

【               】

④（皆が殺されると（思って来てくれたの？））

                      

⑤（                    ）

  【                    】

ジェイク：⑥（                ）

【                】

  （                    ）

  【                    】

⑦（                    ）

【                    】

ツーテイ：⑧（トルーク・マクト）

※トルーク・マクト…全部族をまとめる絶対的存在）

⑨（                    ）

  【                    】

(  ) – (  ) Name(        )

ワークシート No.2-②
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     『AVATAR』 No.1 （予想解答）

Target1 映画の１シーンのセリフの意味を考えよう！

セリフ セリフの意味

A:①I see you.

B:②I see you.

A:③I was afraid, Jake.  
…でした

④For my people. 

⑤I’m not anymore.

B: ⑥You are Olo’eyktan, 
     族長

and you are a great warrior.  
           戦士

⑦I can’t do this without you.

C:⑧Toruk Macto,

⑨I will fly with you.
  ～するつもり

A：①

（私はあなたが見えます。      ）
B：②

（私はあなたが見えます。         ）
A：③

（私は怖かったです，ジェイク。   ）
④（皆が殺されると（思って来てくれたの？））

⑤

（私はもう（怖く）ない。        ）
B：⑥

（あなたは族長です。     ）

（そしてあなたは偉大な戦士です。    ）
⑦

（私はあなたなしでこれをすることはできません。）
C：⑧（トルーク・マクト）

⑨

（私はあなたと一緒に飛ぶつもりです。 ）
(  ) – (  ) Name(        )

ワークシート No.1
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Target2 映画の１シーンのセリフの“日本語字幕”をつくろう！

① ネイティリ ② ジェイク ③ ネイティリ

④ ネイティリ ⑤ ネイティリ ⑥ ジェイク（右）

⑦ ジェイク（右） ⑧ ツーテイ ⑨ ツーテイ（左）

セリフ 字幕

ネイティリ(Neytiri):①I see you.
【２秒】

ジェイク(Jake):②I see you.
【２秒】

Neytiri:③I was afraid, Jake.  
…でした   【２，５秒】

④For my people. 

⑤I’m not anymore.
【２秒】

Jake:⑥You are Olo’eyktan, 
        族長  【１秒】

and you are a great warrior.  
         戦士【２．５秒】

⑦I can’t do this without you.
【２秒】

ツーテイ(Tsu’tei):⑧Toruk Macto, 
トルーク・マクト

⑨I will fly with you.
～するつもり     【２秒】

ネイティリ：①（あなたが見える）

       【あなたが見える】

ジェイク：②（あなたが見える）

【俺も見える】

ネイティリ：③（私，怖かったの，ジェイク）

       【怖かったの ジェイク】

④（皆が殺されると（思って来てくれたの？））

⑤（私，もう怖くない）

  【もう怖くない】

ジェイク：⑥（君は族長だ）

      【君は族長】

（そして，勇敢な戦士だ）

【そして勇敢な戦士だ】

⑦（あなたなしでは戦えない）

  【共に戦おう】

ツーテイ：⑧（トルーク・マクト）

※トルーク・マクト…全部族をまとめる絶対的存在）

⑨（俺はお前と一緒に飛ぶ）

  【一緒に空を飛ぼう】

(  ) – (  ) Name(        )

ワークシート No.2-②
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みんながつくった『AVATAR』字幕集（生徒に配布）
●セリフと実際の映画字幕

セリフ 実際の映画字幕

①I see you.
②I see you.
③I was afraid, Jake.  
④For my people. 
⑤I’m not anymore.
⑥You are Olo’eyktan, and you are a great warrior.  
⑦I can’t do this without you.
⑧Toruk Macto,
⑨I will fly with you.

①あなたが見える

②俺も見える

③怖かったの ジェイク

④皆が殺されると

⑤もう怖くない

⑥君は族長，そして勇敢な戦士だ

⑦共に戦おう

⑧トルーク・マクト

⑨一緒に空を飛ぼう

●みんながつくった字幕集

①会いたかった

②ボクも会いたかった

③怖かった。ジェイク

④皆が殺されると

⑤私は変わったわ

⑥族長，あなたはすごい戦士だ

⑦あなたなしでは戦えない

⑧トルーク・マクト

⑨戦うつもりだ

（１－１ 男子）

①ワタシ アイタカッタ

②僕も会いたかったぞ！

③ワタシ コワカッタ

④皆が殺されると

⑤デモ コワクナイ

⑥おい！，族長はスゴイ戦士だ

⑦一緒に戦おう

⑧トルーク・マクト

⑨了解！

（１－１ 男子）

①あなたを（ずっと）見てたい

②あぁ俺もだ

③実は（ジェイクが）怖かった

④皆が殺されると

⑤けど今は違う

⑥族長殿，あなたはすごい戦士だ

⑦俺等はあんたが必要だ

⑧トルーク・マクト

⑨一緒に戦おう！

（１－１ 女子）

①会いたかった

②オレも

③私，怖かったの…

④皆が殺されると

⑤でも，もう怖くない

⑥族長！，あなたはすごい戦士だ

⑦あなたが必要です

⑧トルーク・マクト

⑨お前と戦うぞ！

（１－１ 女子）

①会いたかった…

②俺もだ

③ジェイク，私，本当は恐れてた

④皆が殺されると

⑤でも，もう怖くない

⑥君は族長だ，そして素晴らしい戦士だ

⑦君なしじゃ戦えないんだ

⑧トルーク・マクト

⑨一緒に戦おうではないか！

（１－２ 男子）

①あなたを見てる

②俺も同じ

③私はジェイクに恐れていた

④皆が殺されると

⑤私はいない…

⑥お前は族長だ

⑦お前は俺がいないと早死だ

⑧トルーク・マクト

⑨俺はお前と共に飛ぶ

（１－２ 男子）

①私はあなたを見る

②私はあなたを見る

③私は恐れてた，ジェイク

④皆が殺されると

⑤でも，もう大丈夫

⑥族長だろ，君はすごい戦士だ

⑦僕は君を尊敬する

⑧トルーク・マクト

⑨君と一緒に飛ぶ

（１―２ 女子）

①会いたかった

②おれも会いたかった

③私は怖かった，ジェイク

④皆が殺されると

⑤私はもう怖くない

⑥おまえは族長，すばらしい戦士だ

⑦おまえが必要だ

⑧トルーク・マクト

⑨共に戦おう

（１－２ 女子）
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『AVATAR』の授業についてのアンケート結果
2013 年 11 月 26 日実施（第１学年 72 名回答）

１．授業は楽しかったですか？

（A）楽しかった 71%（B）どちらかといえば楽しかった 25%（C）どちらかといえば楽しくなかった 4%（D）楽しくなかった 0%

当てはまる

記号→

（A）
（B）

その理由

→

・いろんな意見が出て楽しかった。
・考えがいろいろ出てきたから。
・みんなで考えることが楽しかった。
・名訳は楽しいから。
・どんなふうに吹き替えしているのかがわかったから。
・知っている映画で日本語訳をするのが楽しかった。
・映画を使った授業だったから。
・有名な映画が題材だったから。
・「AVATAR」は知っていたので，考えるのに場面を想像
しながらできて楽しかった。

（C）
（D）

・教科書の内容を進めた方がいいと思うから。
・訳すのが難しいから。

２．課題は難しかったですか（一人でできるものでしたか）？

（A）難しかった 49%（B）どちらかといえば難しかった 40%（C）どちらかといえば簡単だった 8%（D）簡単だった 3%

当てはまる

記号→

（A）
（B）

その理由

→

・友達に聞かないとわからなかった・できなかった。
・みんなのいろんな考えがないとわからないものが多かっ
たから。
・一人では終わらなかった・できなかった。
・無理。一人だったら時間もかかってしまうから。
・協力しないとできなかった。
・辞書を使わないとわからないことが多かったから。
・辞書を使うのも難しく，自分で考えなければいけないと
ころもあるから。
・わからない単語が多く，意訳が難しいから。
・意訳が難しく，グループでも難しかった。
・文字制限があり，難しかった。
・その場面にあった言葉を考えるから。

（C）
（D）

・前に「アバター」を何回も見たから。
・みんなで話し合えたから。
・少し難しかったけど，意外に簡単だった。
・発展的な学習は３回目だから慣れてきた。

３．英語の授業中，わからないとき，どうしましたか？（複数回答可）

（A）先生に聞く 10%（B）友人に聞く 86%（C）（辞書，参考書等で）自分で調べる 50%（D）そのままにしておく 1%

（E）わからないことがなかった 1%

当てはまる

記号→

（A） その理由

→

・わからないと困るから。
・友人に聞いてわからなかったら，先生に聞くから。

（B） ・友人の方が聞きやすいから。
・友達がわかりやすく教えてくれるから。
・先生に聞きづらい。
・すぐに聞くことができるから。

（C） ・友人に聞く自信がないから。
・詳しく意味を知りたいから。

（E） ・すぐに頭に浮かんできた。
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４．グループでの学習は楽しいと思いましたか？

（A）楽しかった 74%（B）どちらかといえば楽しかった 21%（C）どちらかといえば楽しくなかった 5%（D）楽しくなかった 0%

当てはまる

記号→

（A）

（B）

その理由

→

・分からないところを（いつでも）聞けるから。
・分からないところを聞いて，解けるから楽しいと思った。
・すぐに教えてくれるから。
・自分では思いつかない考えを聞けるから。
・違う考えがあるから楽しい。
・みんなで意見を言い合えるから。
・みんなと意見の交流ができたので楽しかった。
・相談してできたので。
・みんなで一つのことを考えるのが楽しかったから。
・みんなのいろんな考えが聞けて楽しかったから。
・一緒に考えられたから。

（C）

（D）

・一人の方が集中できたかもしれないから。
・あまりなじめないから。
・あまり意味がなかった。

５．グループでの学習は効果があると思いましたか？

（A）効果がある 74%（B）どちらかといえば効果がある 24%（C）どちらかといえば効果がない 1%（D）効果がない 1%

当てはまる

記号→

（A）

（B）

その理由

→

・何でこうなるのか教えたり，聞いたりして，効果がある
と思う。
・相手がわからないことを教えることで自分も相手もくわ
しくわかるから。
・わからないことを補えることができるから。
・友達に聞いてわかるようになるから。
・わからないところを教え合えるから。
・一人では分からない問題があるとき，みんなで考えられ
るから。
・班全員で協力しながら調べたりするとすぐに分かってい
いし，班の人との「絆」が深まるから。
・みんなが理解できるから効果あり。
・いろいろな意見が聞けるから。

（C）

（D）

・一人で進む人がいるから。

６．授業の感想を書いてください。

●課題について

・今回は少し難しかった。けれど，わかった時の達成感がとてもあった。楽しい授業だった。これから

も取り入れてほしい。

・問題は難しかったが，グループにして意見を出し合えたので楽しくできた。発表をみんなで聞き合い，

納得する解答ができたので，よかったと思います。

・とても難しかったけど，楽しかったです。

・少し難しかったけど，班で聞いたり，発表で分かったりしたのでよかったです。

特にアバターのシーンの訳がこんなにも難しいということに驚いた。

・授業としては難しかったけど，どちらかといえば，楽しかったからためになったと思う。

●協同学習について

・みんなで一緒に考えたり，みんなの考えが聞けたりして楽しかった。

・授業では，いろいろな意見を聞くことができてとても楽しかったです。
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・とてもストーリーが分かりやすかったし，とても楽しく学び合えてよかったです。またやってみたい

と思いました。

・分からない所も聞きやすく楽しかった。

・こういう授業は３回目だったけど，すごく楽しかった。みんなで考えられるグループ学習は，これか

らも続けてほしいです。

・日本語の吹き替えを班で協力して考えるのが，とても楽しかった。

●映画を題材として扱うことについて

・映画を見ることで，身近に英語がわかってくると思う。

・これから英語で映画を見てみたくなった。

・いろんな意訳ができたのが楽しかった。自分で考えた意訳と，他の人が考えたものとテレビでの字幕

を比べるのが良かった。

・映像になると直訳と全然違うことが分かった。

・面白い DVD を見られたのでよかった。これをきっかけに好きになれる。

・映画の訳の授業は，これからも海外の映画を見ると思うから，見ながら，楽しく英語が覚えられると

思うので，今回の授業はとても良かったです。ありがとうございました。

・映画のセリフの意訳をするのが難しかった。

・「AVATAR」は知っていたので，授業がなんとなく分かっておもしろかったです。また，今度もこの

ような授業をやりたいです。

・僕は，英語を訳すのが好きなので，とても楽しかったです。自分の知っている映画だと，想像しやす

くてすぐ浮かんできました。

・アバターは知っていたので，歌（歌詞を意訳する授業）のときよりやりやすかった。

・映画を題材とした授業，楽しかったです。

・AVATAR もおもしろかったけど，次は別なものでやりたい。

・セリフを考えるのが大変だった。また別の映画などでやってほしい。

・「AVATAR」の実際のセリフがあってそれに自分の字幕をつけるのはとても楽しいと思いました。

・こういう授業は自分で考えて意訳できるからおもしろいと思う。

●授業全般について

・英語を日本語にどう訳すのかが分かった。

・難しい単語を知ることができ，自分のためになって楽しかった。

・今回のように，場面ごとに紙（映像の写真）があると，考えやすい。

・英語を直訳，意訳するのが楽しかった。

・時間の関係だと思うが，考えているときに答えやみんなの考えを黒板に書かれてしまうと，考えてい

るのに写すようになってしまうのが… もっと考えたかった。

・訳すのはあまり楽しくないと思った。

茨城県那珂市立第二中学校   

伊藤 紳一郎   

E-mail: goldfrappp@yahoo.co.jp   


