
英語部会 
 

Ⅰ.研究の概要 

１．研究主題 

 

 

 

 

 

２．研究目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．研究内容 

（１）本年度の研究内容（研究課題） 

 ①研究内容１ 「つまずき解決のための学習支援、学習訓練の工夫、生徒の意欲が向上する適切 

な評価の在り方」 

 ②研究内容２ 「教材・教具や場面設定の工夫、英語での言語活動の充実」 

 ③研究内容３ 「小学校外国語と中学英語の接続、課題と解決策の交流」 

 ④研究内容４ 「小学校外国語の実践交流、教育課程の編成、実践上の課題と解決策の交流」 

 

コミュニケーションを図る資質・能力の育成をめざす授業の創造  

～主体的にコミュニケーションする態度を養うために～  

○英語学習の目的 
 聞くこと、話すこと、読むこと、書くことな

どのコミュニケーション能力の基礎を養い、 
世界の人々との理解・連帯を進められるような

態度の育成を図る 

 
○今日的課題 

・急速なグローバル化の中で生きる日本人とし 

ての資質、能力の育成 
・石狩の子のための教科指導の専門性の向上 
・学習方法（指導方法）の工夫 
・よりよい評価をするための教員の研修 
・小学校外国語との接続 
・英語を通しての寛容の精神、平和・国際貢献 

の精神 

 

２０１８年度 

石教研専門部会研究基本姿勢 

「明日の実践につなげる“協働”研究～石狩の

子どもの確かな学びや成長のために」 

 

専門部会テーマ 

取 取り組むべき視点を明確にした日常実践のさ

らなる充実 

 

３．研究仮説 
 英語教育における、確かな学力の定着を図る学習指導の在り方、生徒の学習意欲が向上

する言語活動とその評価の方法について研究する。小学校中学年から｢聞くこと｣｢話すこと

［やりとり］｣「話すこと［発表］」、高学年に教科として「読むこと」「書くこと」、さ

らにその学びを踏まえて中学校で５領域をバランスよく総合的に育成することを意識した

授業を構築することで、英語で主体的にコミュニケーションを図る態度を育成することが

できる。 

研究の経過 
２０１７年度は中学校２学年、小学校１学年の

公開授業およびテーマ別学年別分科会による討

議、ワークショップによる実践研修、実技・理論

研修会（夏期、冬期の２回）を実施 



Ⅱ．実践研究の経過と成果 
１．実践研究の経過 

（１）研究経過 
４月１０日（火）   石教研第一次研究協議会      第１回 部長会議 
           第１回役員・推進委員研修会   （江別市立江陽中学校） 
          ・研究計画の概要の確認   ・各市町村の研究内容交流 
 
４月１３日（金） 千教振第一次研究協議会 
          ・研究組織・研究計画の提案 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会に向けて 
            会場校、授業者の決定 
 
６月２２日（金） 第１回役員研修会 （石狩教育研修センター） 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会内容の検討 
          ・サマーセミナーの講師、会場検討 
 
７月１１日（水）  第２回役員・推進委員研修会   （石狩教育研修センター） 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会での研究実践方法の検討、決定 
            具体的な協議内容の決定 
          ・サマーセミナーの役割分担 
          ・石教研英語部会会報『石英』No.1の発行 
 
８月７日（火）  石教研英語部会サマーセミナー （野幌公民館） 

「English teacher in the making  
～即興的なやりとりができる生徒が育つ授業デザイン～」 

           講師 針谷 義典（札幌市立伏見中学校） 
「All Englishでの授業におけるActivityの工夫」 
 講師 楠本 正義（札幌市立栄南中学校） 

 
９月１８日（火） 千教振第二次研究協議会 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会に向けて 
            指導案検討、運営の役割分担、個人レポート交流と帳合 
 
９月２６日（水） 小学校外国語活動小委員会 （石狩教育研修センター） 
          ・次年度の教育課程について 
 
１０月 ３日（火）第１回役員・拡大推進委員研修会（石狩教育研修センター） 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会のための具体的な内容協議 
 
１０月１１日（木）第２回役員研修会 
          ・石教研専門部会第二次研究協議会のための最終的な内容協議 
 
１０月１２日（金）千教研専門部会第二次研究協議会  

（千歳市立富丘中学校、千歳市立北斗中学校、千歳市立北陽小学校） 
          ・公開授業、全体会、ワークショップ、分科会 
          ・石教研英語部会会報『石英』No.2の発行 
 
１２月１０日（月）第３回役員・推進委員研修会 （石狩教育研修センター） 
          ・研究推進や部会運営の反省、研究のまとめ 
          ・次年度研究の方向の検討 
 
１２月２７日（木）石教研英語部会ウィンターセミナー （石狩教育研修センター） 
         「今小学校で何が起こっているのか？ 

Small Talkから意味のある言語活動へ」 
           講師：瀧沢 広人 氏 （岐阜大学准教授） 
  
１月下旬    第4回役員・推進委員研修会 （石狩教育研修センター） 

          ・次年度研究の検討 
          ・石教研英語部会会報『石英』No.3の発行 
  
２月上旬    千教振第三次研究協議会 

          ・研究成果 課題のまとめと次年度研究計画について 

 

 



２．専門部会第二次研究協議会での交流 

（１）専門部会第二次研究協議会での交流内容       

小学校５年生 単元 【Hi, friends! 1 】 Lesson 7  “What’s this?” 

 

① 授業公開の様子 

指導者：永坂 洋美（千歳市立北陽小学校 外国語科専科教諭） Travis Peterson(ALT) 

本時の目標：  

・身の回りの物を表す語や、ある物が何かを尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。 

【外国語への慣れ親しみ】 

 

② 授業分科会での協議内容 

普段の学級経営の成果により、

落ち着いた雰囲気で授業が進ん

でいった。授業の中では、外国

語科専科と ALT の役割分担が

しっかりとなされ、お互いを補

完し合いながら児童にわかりや

すく表現を伝えていた。 

授業のスケジュールが黒板に

掲示され、児童が見通しを持っ

て授業に参加することができて

いた。活動においては、におい

カップなどの自作教材を使った

り、電子黒板などの視聴覚教材

を使ったりして、児童の興味を

引くような工夫がなされていた。 

また、英語のルビふりについ

て論議され、英語本来の発音を

耳で覚えさせるのか、一人でも

多くの児童を授業に参加させる

ためにルビをつけるべきなのか

が、議論の分かれ目となった。 

 

③ 成果と課題 

佐藤秀人校長の助言を頂き、

新学習指導要領の全面実施・外

国語科の教科化に向けての足がかりという意味で大変有意義なものとなった。英語のルビふりについて

は、以前より議論されている件ではあるが、英語学習の入り口としては、いたしかたない面がある。そ

の際に、英語の発音に近いルビを工夫する必要がある。また、今後課題となる評価については、評価の

焦点化を図る必要がある。 



中学校1年生 単元 ONE WORLD English Course 1  Lesson６「外国の学校と日本の学校」 

① 授業公開の様子 

  指導者：松井 庸恭（千歳市立富丘中学校 教諭） 

  本時のねらい：時についての情報を交換することができる。 

  ・疑問詞whenを用いた文の構造を知る： 

語句や表現、文法事項などの知識を活用して正しく書いたり、話したりすることができる。 

（外国語表現の能力） 

 ・whenを用いたペアワークで積極的に話す： 

疑問詞を用いた文の構造を理解している。（言語や文化についての知識・理解） 

 ・教科書本文を通して、whenを用いた英文の意味を理解する： 

意味内容にふさわしく感情をこめて音読したり、話すことができる。（外国語表現の能力） 

 

② 授業分科会での協議内容 

 導入部分でのTEKI-PAKI Q & Aでは、パワー

ポイントを使って生徒全員に英語で答えさせて

いたが、テンポがよく、問いを視覚化することに

よって復習と新出語句をバランスよく取り入れ

た効果的な導入となっていた。ほぼオールイング

リッシュの授業であり、生徒全員が落ち着いた授

業態度ながらも、お互いに英語を話そうという雰

囲気であった。普段からの授業規律がしっかりし

ていることと、生徒がよく授業の流れを理解して

いることが伺われた。 

ペアワークの場面でも各課題設定で取り入れ

られたワークシートやパワーポイントのドラえ

もんやキティちゃんなどのキャラクターが生徒

の興味を引きつけ、最後まで飽きさせない工夫が

見られた。全体ではペアワークの場面が5回ほど

あり、かなり活動が盛り沢山なイメージであった

が、今日の学習内容の振り返りの時間がしっかり

取られていたことが定着につながっていること

が感じられる授業であった。 

  

③ 成果と課題 

 授業後は5～6名ずつのグループを作り、付箋を

用いたKJ法で活発な話し合いをすることができ

た。助言者の武岡校長からは、教師と生徒の関係が良好でいい雰囲気で進められることが一番大事なことで、本

日の授業はテンポの良い中にも、生徒全員が達成感を味わうことができる授業であったという評価がなされた。

本日の授業は活動に対してやや時間設定が短くなることもあったが、振り返りの時間がとられていることで安心

感のある授業になっていた。小学校英語の指導内容の変化に伴って、中学校入学前の既習事項が増えることにな



るが、小中一貫教育に向かって、移行期の授業内容について十分検討し理解を深め、さらに高校の学習にどうつ

なげていくかが今後の英語教育で考えるべき大きな課題の一つである。 

 

 

中学校３年生 単元 ONE WORLD English Course ３  Lesson４「Today’s News」 

① 授業公開の様子 

授業者：渡部 美香（千歳市立北斗中学校 教諭）   Andrew Spiga（ALT） 

本時の目標： 

（１）無人島に持って行く道具について、後置修飾を用いて説明することができる（表現の能力） 

（２）無人島に持って行く道具についての英文を聞き、正しく内容を理解できる（理解の能力） 

（３）仲間と協力しながら、活動に意欲的に参加する態度を養う（関心・意欲・態度） 

  

②授業分科会での協議内容 

授業後の研究協議では

「授業全般を通して、生

徒と授業者の和気藹々と

した雰囲気が良かった」

「情報発信能力の育成と

いう校内研究とも関わっ

て、生徒が抵抗感なくプ

レゼンテーションを行っ

ていた」「グループ活動

を行うことによって、生

徒同士が教え合う姿が良

かった」という意見や「

プレゼンを行うまでの準

備時間の使い方を工夫で

きるのではないか」「発

表のみとなったため、次

時以降の定着の活動や振

り返りが大切だと思う」

「教師がもっとclassroom Englishを使える場面があった」などの意見が出された。 

 

③ 成果と課題 

予定の時間を過ぎるほど、様々な意見が出された分科会であった。 江別第二中の中村教頭からは「プレ

ゼンテーションの授業を、５０分 １コマの授業でここまでできたことのすごさ」「学び合いの中で、相 手

のことを意識し尊重した発言が見られたことの素晴らしさ」が成果 であり、「下位の子がどれだけ関わって

いけるか（小グループ全員に どのような役割を与えるか）」「今後どのように定着させ、振り返ってあげら

れるか」が今後大切であると助言をいただいた。 

 



（２）専門部会第二次研究協議会でのワークショップ 

今年度は５名の教諭とALT１名によるワークショップを行った。学習指導要領の改訂や、All Englishでの授

業、小学校での教科化の流れを汲み、実践紹介や移行期における教科書の扱いなどについて学びを深めること

ができた。今年も多くの参加者のもと、素晴らしい実践から多くを学ぶことができた。今後も先駆者によるワ

ークショップを継続し、協働研究につなげたい。 

 

（３）専門部会第二次研究協議会での協議内容 

１学年分科会Ａ 討議の柱「評価とモチベーションアップについて」「授業のワークシート、パワーポイント」 

１学年分科会Ｂ 討議の柱「話す・聞く活動の工夫と教材・教具の工夫」 

今回の分科会ではAグループとBグループの合同で交流をおこなった。Aグループのテーマである「つまずき

解決のための学習支援や指導方法の工夫」や、Bグループの「コミュニケーション能力の育成を目指す教材・

教具の工夫」について提出されたレポートをもとに、活発な意見交換をすることができた。合同で分科会をも

つことによって基礎基本の定着についての活動から、コミュニケーション能力を育成するための工夫や、より

発展的な内容まで様々な角度からアイディアを持ち寄ることができた。レポートの交流では、内容の発表だけ

ではなく人称代名詞の歌をみんなで歌ったり、クイズゲームのデモンストレーションをしたり、フォニックス

指導のやり方交流や普段の悩みを互いに解決するなど、楽しい雰囲気で話し合いを進めることができた。それ

ぞれが日々の実践から試行錯誤を繰り返した内容が多く、互いの刺激になるとともに、翌日の授業から使って

いける交流内容となったことが大きな成果である。 

 

２学年分科会Ａ 討議の柱「つまずき解決のための学習支援や指導方法の工夫と生徒の意欲を高める評価、課題設定方法」 

当日の参加者は５名、なんとか分科会Aとしての協議をしたいという司会者の並々ならぬ思いに出席者が共

感し、実践交流と意見交流の有意義な時間となった。レポートの交流では、達成感を味わわせるスピーキング

とリスニングの取組や家庭学習の定着を図る予習ノート・復習ノートを提出させる取組、生徒の誤答から定着

できていない文をピックアップし指導に生かす取組、学校のホームページに掲載する学校の英語のキャッチコ

ピーを考えさせ、実際にアップした取組、毎時間のウォームアップの積み重ねの評価としてのペアでのパフォ

ーマンステストの実施（映像）などが発表され、どの実践発表にも興味深く質問、回答がなされていた。また

、４技能の評価の交流や課題設定として、新千歳空港で帰国する外国人の方々へのインタビュー（Youは何し

に･･･）や住んでいる市のPRを発信する取組が紹介され、学んだ英語をツールに本来のコミュニケーションに

つながる実践発表を通して、生徒の意欲を高める可能な範囲での課題設定の工夫の重要性と必要性を改めて考

えることができた。 

 

２学年分科会Ｂ 討議の柱「コミュニケーション能力の育成を目指す教材・教具の工夫」 

レポートと持ち寄っていただいた実際の教材や動画を視聴しながら交流した。パワーポイントをうまく利用

したウォームアップ、フラッシュカード、文法導入などの、視覚に訴える教材が多く紹介された。また、教科

書の対話を発展させたスピーキングの紹介もとても参考になった。交流する中で、All Englishでの指導が推

進されている一方で、入試の問題が日本語での設問のため、指導の一貫性がもてないという話題になった。北

海道の入試問題が他県に比べて日本語の量が多いという話もあり、今後は入試問題自体の見直しも必要ではな

いかとの意見も出ていた。最後は、すぐに使えそうな単語のゲームを紹介していただき、実際に体験して楽し

く終えた。  

 

３学年分科会Ａ 討議の柱「つまずき解決のための学習支援や指導方法の工夫」 

参加された先生方の自己紹介から分科会は始まった。各校の状況や英語の指導だけではなく、困り感を持っ



ている事柄等についてざっくばらんに話をしながら、終始和やかに話し合いは進んだ。授業の進め方として、

はじめに課題を提示し終わりに本時で学んだことについてのまとめで終わることを心掛けることで、生徒の目

的意識や理解度、定着の度合いが深まることを確認した。また、小中一貫した授業の約束事や板書等での色使

いの統一等が、中一ギャップの解消につながり、中学校での英語学習をより円滑に進める助けになるという報

告もあった。加えて、授業初めのウォーミングアップの大切さや、ノート指導・学習プリントの取組、小テス

ト等についての意見交流もでき、生徒の学習習慣や基礎基本の定着へのヒントを得ることができ、充実した分

科会となった。 

 

３学年分科会Ｂ 討議の柱「コミュニケーション能力の育成を目指す教材・教具の工夫」 

各校で行っている実践の中からActivityを中心に交流を行った。ICTの活用では、パワーポイントを利用し

た文法指導や読み物の資料としての映画などが紹介された。また、言語活動ではMind Master（何通りも文を

組み合わせて正解の文を当てる）、相手が話した文の語数を数えるワードカウンター、数種類のペアワークな

どがあった。実際にペアワークを行ってみてそれぞれの活動の長所や、授業のどの場面で使うことが効果的な

のか、検証することができた。 

 

分科会Ｃ 討議の柱 ｢小学校外国語と中学校英語の連携｣  

小中連携の実践等を交流し、概ね、以下のような成果や課題が挙げられた。 

①小学校では、移行期間の影響もあり、尐ない時数で内容を身に付けさせることに苦労している。アルファ

ベットの定着が難しく、宿題で取り組むなどしている。また、児童の英語力の差が広がってきているため

、英語嫌いを減らすことを目指し、進学先の中学校で使っているクラスルームイングリッシュを、毎朝「

今日の英語」で紹介している。 

②中学校では、小学校で外国語活動を行ってきたことによって、数年前よりも生徒の語彙が増えていたり、

中学校では未習の内容も、生徒から出てきたりしている。小学校では、英語を耳で覚えて学んできている

ため、書く力をつけることが課題である。成果や課題を共有した後、小学校の先生は、中学校の授業を観

ると、中学校に向けて覚えてほしいことがよくわかり、参考になること、中学校の先生は、小学校の教科

書を見ることで授業改善に活かせることなどが、今後の方向性として見えてきた。 

 

分科会Ｄ 討議の柱 ｢小学校外国語の実践交流｣ 

①グループ   討議の柱「小学校外国語活動における課題と解決策の交流」 

分科会D①グループでは、自己紹介を行った後、参加者のレポート交流を行った。参加者からは特に、「学

習内容の定着」、「授業の進め方」、「書く学習」の３点について、困っていることが挙げられた。中学年は

時数が尐なく学習内容の積み重ねができないつらさがあるとの話が出た。評価においては児童の頑張りや伸び

などを見取るためにも、ALT主導の授業ではなく、担任が進めていくような仕組みづくりが必要であることが

確認された。また、ALTとのやり取りを大切にし、担任が楽しみながら授業を行うことも必要であるとの意見

が出た。 

後半は大曲東小学校の新井教諭によるワークショップを行った。児童が主体的に学習に取り組むことのでき

るような教材などの紹介も行っていただいた。  

  

②グループ   討議の柱「小学校外国語の実践と課題」 

分科会D②グループでは、主に参加者のレポート発表を通して日々の実践や課題について交流しあった。授

業のスタイルは専科の先生や巡回指導教員が主体で進めているところ、ALT主体で進めているところ、担任主



体で進めているところなど各市町村、学校によって様々であった今後の専科の先生の配置や巡回指導教員の巡

回校などがどうなるのかも話題にあがった。課題としては、支援が必要な児童が参加しやすい外国語活動の在

り方や、再来年に向け、担任が英語の授業をどう進めていくか、評価をどうするか、打ち合わせの時間をどう

持ったらいいのかなど多くあがって、互いの意見を交換した。特に評価に関しては各校試行錯誤しており、他

校の実践を聞くことは大変参考になった。後半は、司会の恵庭市立和光小学校の松本教諭による公開授業を動

画で見て、授業づくりのポイントなどについて学びを深めた。 

 

③グループ   討議の柱「小学校外国語の実践交流」 

小学校D③のレポート交流では、空き教室に「We can」をインストールしたパソコンを常設し、Eルームとす

る方法が紹介された。ただ、学年合同で授業を行うので子どもがALTの先生と触れ合う時間が短くなったり、

広く場所を使う活動はできなかったりすることが課題とのことだった。また、市販の教材（バナナチャンツ、

Go fishなど）の活用方法、市販のおもちゃ（１００均のスポンジ製の魚や剣）を使ったゲームの紹介があっ

た。 

後半は日常の実践に関しての交流を行った。巡回指導教員の立場として、ALTの意向も子どもたちの実態も

知らずに、教科書だけで指導案を作り担任の先生に渡すことに違和感があるとの意見が出された。また、ALT

との連携に関して、授業づくりが担任主導だと子どもたちの実態から授業を組めること、ALT主導だとネイテ

ィブの発音でわかりやすく教え、定着させられることが利点として挙げられた。難点は技術に個人差があるこ

と、ALT主導は文科省の意図には沿わないことなどが挙げられた。いずれにせよ、英語嫌いにせず、英語学習

の経験があるという安心感をもって中学校に行けるということを大切にすべきという認識で一致した。 

 

Ⅲ.教育課程の研究 

 

１．研究の経過 

 例年通り、アンケートによって教育課程「展開編」と教科書の構成について意見集約に努めた。展開編に

おいては「適切だった」「ほぼ適切だった」の回答者が９割以上を締めた。昨年、学校祭や夏休みなど行事

との関連で改善の要望も挙がったが、各校の行事や教科担任によって重点が異なることを鑑みると、現状で

良いと判断できる。教科書の構成については、文法事項の配列やリーディング教材への改善要望を教科書会

社に伝え、それぞれの回答を得ることができた。 

 

２．研究の成果・課題 

  成果として、教育課程が各校で生かされている。英語部会員の要望や意見を取り入れ、今後に生かしてい

く。大きな流れとして、2021年には新学習指導要領が施行される。学力の３要素や５領域などの考え方につ

いての見識を深めながら、計画的に新たな教育課程を編成していく必要がある。 

 

Ⅳ.実技・理論研修会 

 

１．研修会の内容 

８月７日（火）に、「English teacher in the making ～ 即興的なやりとりができる生徒が育つ授業デ

ザイン」と題し、札幌市伏見中学校の針谷義典教諭、「All Englishでの授業におけるActivityの工夫」と

題して、札幌市立栄南中学校の楠本正義教諭の２名をお招きし、サマーセミナーを開催した。 

針谷教諭は、「人は、興味から学び、興味あるものこそものにする」を大前提とさ れている。紹介して



いただいた実践は、英語でのやりとりから自ら気付いたり、英語を使 って意思疎通した手応えを感じさせ

たりすることで、生徒の興味関心を引き出す工夫 をされていた。その実践の先に「英語をコミュニケーシ

ョンツールとして、自分の考えを伝え、相手の意図・思いを感じ取り、社会に貢献して自己実現につなげて

いく体力を獲得した生徒像」を見据えて工夫を重ねられていた。  

楠本先生は熱意溢れるワークショップ形式で実践を紹介され、普段の授業の様子が 伺えた。メカニカル

な学習活動を活用する一方で、生徒の興味関心を意識しながら意 味のあるコミュニケーション活動を設定

されていた。どの実践も理論に裏付けされた ものであり、学ぶことの多いものであった。生徒に自己評価

させ、課題に気付かせるなど自主性を養う工夫もされていた。最後に「生徒の目と口元と表情を見て授業を

しましょう」と結ばれた。 

 

２．研修会の成果 

  両氏は、student centeredの立場から、生徒の関心意欲を引き出すことを前提とし、英語でやりとりがで

きる生徒の育成を実現しようと試行錯誤を繰り返しておられる。その情熱に感銘を受けるとともに、All E

nglishは方法であり、目標は別にあることを思い起こさせるものとなった。またそれぞれの実践が、新学習

指導要領の改訂や、小中高の連携に沿ったものであることから、英語部会員の授業改善において大変有意義

な実技・理論研修会となった。 

 

Ⅴ.研究の成果とまとめ 

 
１．成果 

専門部会二次研究協議会では、永坂教諭、松井教諭、渡部教諭らが多忙を極める中、英語教育の課題に向き

合った日々の素晴らしい実践が伝わる授業を公開してくださったことに感謝を申し上げたい。英語部会員が今

後必要とされる授業をイメージできたことが大きな成果となった。分科会は現場の課題と解決策、各校の取組

の交流を通じて今後の方向性をつかむ時間となった。小学校においては、小学校外国語教育課程の編成、身に

付けさせる力、授業者の問題（担任、ALT、専科）、評価など様々な課題を扱っていた。中学校では、All En

glish授業の実践が着実に行われると同時に、英語を活用して発信する授業へとシフトチェンジしていること

が成果として伺えた。 

 

２．課題 

英語教育には、小学校での外国語教科化、中学校でのAll English授業の推進、更なるコミュニケーション

能力の育成など、変革が迫られている。中学校では、2021年全面実施の新学習指導要領に向けて「学びに向

かう人間性の涵養」「思考力・判断力・表現力等の育成」「知識・技能の習得」の３観点に沿って、実践を

捉えなおし、改善する必要性がある。これらの課題に対し、部会員が努力を重ねる一方で、コミュニケーシ

ョンスキルによらない学力検査が依然としてあり、指導とのねじれに戸惑う声も聞く。大切なのは生徒の実

態に適する課題を設定し、達成感を感じさせることである。小中高大の連携を密にし、英語部会員が幅広い

知識と技術を連携させ、より一層英語教育の発展を支えていく必要がある。   


