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時間 名前 教師の発問，生徒の発言・会話

0:22 warm-up
Have you ever been to Okinawa?千葉

Yes, I have. I want to go to Okinawa again.生徒

Have you ever tried bungy jumping?千葉

No, I haven't. But I want to try it. ………生徒

2:09 Move your desks.千葉

千葉 （絵本を見せる）2:41 Today we will read the picture book. This.
（生徒が手を挙げる）Do you know this story? Yes, I do.

Have you ever read this picture book?
（生徒が手を挙げる） （生徒が手を挙げる）Yes, I have. No, I haven't.

So, today we will read the Rainbow Fish.
At first, look at these pictures. This is the first picture of Rainbow Fish. But the

（表紙の絵と裏表紙の絵を見比べlast one is like this. What's the difference?
させる）

This is the first picture. And this is the last one. What's the difference?
Today's target. "Why has the Rainbow Fish changed?"
At first, please watch the DVD on your tablets. And listen to the story. OK? Make
your gorups.

4:25 ( )タブレットで物語を聞く

11:15 Return your desks.千葉 はい，一旦ちょっと戻します。

千葉 どんな話だった？どんな事聞けた？Ｏさん，どうですか？12:05
ＫＯ （首をかしげる）

千葉 ご近所の人と相談してみて。どんな話だった？

ＣＮ 全然わからない…シンプルすぎて…最初は，いらなかった…何か変な色の12:30
…

千葉 少し聞いてみようかな。どんなことが聞き取れた？Ｏさん，どうだった？13:00
ＫＯ 鱗を他にいる魚にあげた。

千葉 Ｔさん，どう？

ＴＩ 同じで，他にいる魚にあげた。

千葉 Ｉさん。

ＳＩ （とても小さな声で）最初は魚は鱗はあげなかったけど，みんなが羨まし

がったのであげた。

千葉 聞こえた？聞こえなかった？Ｄさん，Ｉさんは今何て言ったの？

ＤＳ 最初は魚は鱗はあげなかったけど，みんなが羨ましがったのであげた。
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千葉 Ｈさん，どんなこと聞けた？

， ， 。ＭＨ 私はＩさんと同じで 最初はあげないと言ったけど 最後には鱗をあげた

， ， 。 。千葉 何で じゃあ あげたんだろうね もうちょっと詳しく読んでみましょう

OK, I will give you the worksheet. Look at the worksheet.
There are some blanks. So, please listen again and fill in the blanks in English
and Japanese.

15:17 OK? Do you understand? So, make your groups again.

20:40 I have for you… for you…ＨＴ なんちゃら ?

ＣＮ 何て言った？

beenＮＧ

been I have beenＨＴ だ，やっぱ。

ＣＮ ウイーニング？

ＨＴ じゃない。been
ＫＫ リーニングだ。

ＨＴ リーニング ．でも，その前に何か言ってる。I have for you
ＣＮ 意味何？ リーニング ．I have for you
ＨＴ なんちゃらリーニング だよね。I have a for you
ＣＮ 意味何？何？

ＨＴ なんちゃら なんちゃら。

ＣＮ タコが何か言ってんだよ。

ＫＫ 低い声でタコが何か言った。

then!ＮＧ

ＨＴ ？待って。 ？その時？then then
ＣＮ 意味は？私は？

ＨＴ 私は…その時…あなたを…

ＣＮ 辞書は？辞書。

ＮＧ 他にどんな意味があるんだろうね。

ＫＫ みんなわかんない。

ＨＴ って何？then
ＣＮ リアニング。読むこと？あなたを読むこと？

千葉 はい，みんな一回 辞書使い始めてるグループもあるからね，ちょっ24:45 Stop!
とみんなにヒントを。実は，こんな日本語訳がついているんです。これを

見て，聞こえた音とつなぎ合わせてみて。

ＴＮ おまえを待っていたよ。

ＨＴ ．ほら，何か言ってる。waiting
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ＮＧ って言ってるよ。then
ＨＴ その時。

ＣＮ これ何？ｔ･ｈ・ ・ｎe
ＨＴ ｔ・ｈ・ ・ｎって言うのは 。その時。e then
ＣＮ 私はその時を待っていた。

ＨＴ 何て言ったんだっけ？待つって？ ？waiting
ＮＧ ｗ・ ・ ・ で 。a i t wait
ＣＮ って何？for you
ＨＴ あなたのために。

ＣＮ やっぱりそうだよ。私はあなたにその時，その時を待っていた。私はその

時を待っていた。をじゃん。私はその時を待っていた。

27:30 way! story!ＣＮ

ＫＫ だけ聞こえる。story
ＨＴ もう一回，もう一回。

ＫＫ って言った。 って何ですか。wave wave
ＣＮ 波がおまえのことをしてくれた。話をしてくれた。 って話？story
ＮＧ 波が話してくれた。

ＫＫ だろ。wave
28:44 Return your desks.千葉 じゃあ，戻します。

千葉 Ｎさん，何て言ってた？29:40
I was waiting for you.ＮＮ

千葉 Ｏさん，何て言ってた？

I have been waiting for you.ＴＯ

千葉 Ｙさん，どう？

I have been waiting for you.ＨＹ

千葉 （英文を見せる）これさ，誰が待ってたんだっけ？

生徒 たこ。

千葉 うん，待ってたんだよね。何でこう言わないの？

待ってたんでしょう？何でこうやって言わないの？(I was waiting for you.)
今待っているんでしょう。何でこうともこうとも言わ(I am waiting for you.)

ないんだろう？何が違うんだろう？ご近所さんと相談してみる？

， 。 ， 。31:30 have beenＮＧ ずっと待っていたんだから 継続じゃないかな だから のはず

ずっと待っていたんだから。

ＣＮ あの二人は待ってたんでしょう？

I haveＨＴ 待ってた。待ってたんだけど，今は待ってないってことだよね。

。今待ってると，今まで待っていたってことでは？waiting for…



- 4 -

時間 名前 教師の発問，生徒の発言・会話

ＨＴ だから，ずっと待っていたっていう意味だけど。

ＣＮ ずっと待っていたでしょ。

千葉 Ｋさん，どういうこと？32:10
I was waiting for you. I was waiting for you.ＫＳ だと 今待っていたということで， ，

I am waiting for you. I have been waitingは待っていたで は今待っているで， ，

は今も待っているし，前からも待っていたんで，現在完了だと思いfor you.
ます。

千葉 Ｔさん，どう？

ＨＴ だと，前は待っていたけど，今は待ってないというこI was waiting for you.
とになってしまって， だと，今は待っていたけど，前I am waiting for you.
はまだ待っていなかったと言うことになっちゃうので，前から今までずっ

と待っていたということを多分言わなきゃいけないので，現在完了形の文

を使ったと思う。

千葉 Ｓさん，どう？

ＳＩ んと （前の）二人と一緒で， は，前のことで，その， I was waiting for you.
時待っていたという意味で， は，今は待っているといI am waiting for you.
うことで前は待っていなくて，この文はおまえを待っていたよ，おまえを

I have been waiting forずっと待っていたみたいな感じの意味で 現在完了の，

になると思う。you.
千葉 ふーん，なるほどね。みんなが言いたいことってこういうことなのかな。33:42

こういうこと？ 線分図を書いて 何かこんなのやったね。そういえばね。( )
ノートなんかも見てみる？

ふーん，前のことから今のことまでずーっとが分かるのが，みんなが言っ

てくれた現在完了なんだ。

これ，じゃ，いってみよ，２番。これ，何て言ってたかというとね。 英文(
を示す）３番いってみよ。これ，こうやって言ってたの。 英文を示す）(
何で， を書きながら こうじゃないの？波が話(The waves told me your story. )
してくれたのって，いつ？何でこう（ を指しなThe waves told me your story.
がら）じゃなくて，こう を指しながら な(The waves have told me your story. )
の？ご近所さんで相談してみようか？どうぞ。

ＮＧ 波を待っていたんじゃないの？36:07
ＣＮ そしたら，下 は何て言うの。下の訳。(The waves told me your story.)

話してくれた…話した…波が…私に…あなたの話を…した

千葉 ちょっと，Ｋさんの話聞いてみようか。Ｋさん，どう考えた？37:15
ＲＫ んと，過去形だと，そのずいぶん時間が経ってるんですけど，現在完了を

使うことによって，うーんと，あの魚が過去のところに行って直前に魚の

ことを教えてくれたっていうことが言えるんじゃないかと思いました。

千葉 Ｋさん，どう思う？
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ＳＫ よく分かんないんですけど，下の だと，何かThe waves told me your story.
(The waves have told me your story.)前に話してくれただけなんですけど，上

だと，待っている間に話してくれたという意味になるんじゃないかなと思

いました。

千葉 なるほど。Ｇさんはどう思った？

ＮＧ 私もほぼ同じで，待っていた間に話してくれただから，多分，上に がhave
入ったのかなと思いました。

千葉 うーん，なるほど。これ（ を指しながら）って何なんだっけ？こhave told
れ何？Ｎさん，何？

ＮＮ 現在完了。

千葉 Ｍさん，何？

ＭＳ 現在完了。

千葉 あれ，現在完了って，どんな特徴があったんだっけ？さっきみんなで考え

てたけど，どういうことなんだろう？もう一回，今のＫさん，Ｉさんとか

， 。Ｇさんの考えを参考にしながら もう一回グループの人と相談してみよう

何が違うんだろう？あれ，グループになる？グループでいいよ。じゃ，グ

ループにしてみようか。どうぞ。

ＣＮ 現在完了の意味って？40:15
ＮＧ ずっと何とかしてる。継続。今もするし，過去もするみたいな。

ＣＮ じゃあ， がないとずっと前に？ずっと前から？have
ＮＧ がないとしたっていう過去だけの形になっちゃう。have
ＣＮ 波が魚のことを話してくれた，話した。

ＮＧ 波がおまえのことを話したになる。 が入っていないと。have
ＣＮ が入っていると？have
ＮＧ が入っていると，待っている間に， を待っている間に…have Rainbow Fish
ＣＮ 何で待ってる間なの？あっ，そうか。そういうことか。

ＮＧ おまえを待っていたよの続きで。

ＣＮ 君のことを知っているよーみたいな。

ＨＴ 経験の現在完了になっているということなんじゃないかな。

ＣＮ 現在完了がちょっとよく分からない。

ＮＧ まだ迷ってる。常に…まだだっけ？always。まだ何とかしよう。もう何と

かした。

ＨＴ 何かし終えたってこと。

ＣＮ じゃ，話したと話してくれたの違い？

ＮＧ ねえ，どうしてさ，真っ黒な墨の中に入って行ったのにさ，インクなの？

ＣＮ 黒いインクが出てきた。黒 インク？墨？タコが出すのって墨だよね？…
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ＫＫ でも，外国ではインクって言うんじゃん。例えば日本では墨って言うけど

外国ではインクって言うんじゃん。

ＮＧ 本当は墨じゃなくねえか？

ＫＫ 知らねえ。

千葉 墨（３番の問題）にいったの？２番はどうなったの？

ＣＮ 話をしたと話してくれたの違い。

千葉 どう違うの，それが？

ＮＧ 話したは過去。もう過去に話したみたいな （話して）くれたっていうの。

は続いてるし，何か過去が…

ＨＴ あと，話してくれるっていうのは，何とかしてくれる…いるみたいな。し

たことが…過去になったときに，何かしてくれる。

ＣＮ その前に話してくれたよみたいな。

ＨＴ さっきの待っていたよ，待っているよじゃなくて，待っていたよ。

千葉 Ｋさんは？

ＫＫ うーん…

千葉 おまえのことを話してくれたよって，どういうこと？Ｋさん。

ＫＫ 自分，よく分らないんです。

ＮＧ 噂がたってた。魚同士の噂が

ＨＴ それは子供向けの物語だから，ここら辺に広まってた…陰で…

千葉 なるほどね。そしたら，一回じゃないってこと？

ＣＮ いろいろな波が。

ＮＧ 複数だから ｓwave
千葉 あっ，そういうこと。ふーん。45:22

ちょっと，じゃあ，戻しますね。 ．Turn your desks
みんなどんな風に考えたの？教えて。Ｎさん，どうぞ。

ＲＮ 何か，波がおまえのことを話してくれたっていうのは，波が虹色の魚が来

るのを話してくれたのか，それとも，虹色の魚が意地悪っていうそういう

噂を話してくれたのかっていう話になって。 だから噂じゃないかyour story
なと思って。噂を聞いているのは、ずっと前からずっと今に至るまでいろ

いろな噂を聞いているから継続？なのかな。

千葉 ふーん。Ｓさん，どう？

ＴＳ んと，過去形で にすると，前に言った一回きりになっちゃうけど，現told
在完了で使うことによって，毎回今まで何回かおまえのことを聞いている

ような感じになるから，継続が使われるんじゃないかな。

千葉 Ｙさん，どう？

ＹＳ 前に一度，前だけみたいになっちゃうから，現在完了にすると，前から今

までずっと何日か聞いてきていることになると思いました。
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千葉 Ａさん，どう？

ＡＳ 今発表してくれた人たちと同じで，下の文になっちゃうと，前に聞いた事

だけを表してるけど，上の継続にすると，前も今までも何回も聞いてきた

ということになるから，継続表現が使われるのかなと思いました。

千葉 あれ？Ｍさんは，どう思ったんだっけ？

ＭＳ 私は，何かその，何か，継続の意味を書くと，何か…にすると話してくれ

たなので，何か，もう，今はもう，その話してくれただから，何か，今ま

で聞いてきたことで，何かよく分からないんですけど，何か，前，現在完

了に３つの意味があって，完了っていうのがあって，ちょうどし終えたと

， ， ， ，ころだという 何か さっき 波がおまえのことを教えてくれたみたいな

そういう意味になるんじゃないかなと思いました。

千葉 なるほどねえ。Ｋさんは，どう考えた？

ＲＫ その文だと，まだ，話してくれたっていうだけで，今まで話して話してた

のかいうのは，先程，さっき話してくれた人と同じで，まあ，さっきま話

してずっと話してくれていたことと同じです。

千葉 ふーん，なるほど。みんながこう考えてくれたね，んー，これが正解，こ

れだけがってことじゃないのかもしれないね。今言ってくれたみたいに，

うん，きっとこれも，時間のこういうなんていうのかな，みんなが考えて

くれたそういうことが関係しているのかもしれないね。

， ， ， 。じゃあ これについても また もうちょっと詳しくやっていきましょう

じゃあ，終わりにします。


