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外国語科】【
「評価規準を生かした指導方法の工夫」
～自己評価・相互評価を位置付けた取組～

真正町立真正中学校 後藤 喜朗

１．実践を貫く基本的な考え
～「生徒が課題意識をもち，自ら学ぶ」授業～（１）目指す授業

生徒が主体的に言語活動に取り組み，実践的コミュニケーション能力の基礎
を確実に育成することができる授業

（２）実践の重点
・指導目標と評価規準を明確にすることで，一人一人が確実に「力を付けることができ
る」指導を実現する。

・自己評価，相互評価，教師の評価を位置付け，自己評価カードを工夫することで，生
徒が伸びを実感しながら，主体的に学ぶ学習を実現する。

２．具体的な実践

中学校第１学年 グリーン先生の初授業（ )Unit3 NEW HORIZON English Course1

（１）指導事項を踏まえた「付けたい力」の明確化
①指導目標を明確にする
【言語活動】 「話すこと （イ）自分の考えや気持ちなどが聞き手に正しく伝わる」

ように話すこと
【具体的な活動】 英語による自己紹介
【単元の指導目標】

○ 間違いを恐れずに大きな声で，話題のつながりを意識しながら話し続けよう
とする。

（コミュニケーションへの関心・意欲・態度）
○ 伝えたい語に強勢を置き，正しい発音で相手の理解を確認しながら話すこと
ができる。

（表現の能力）
○ 強勢，イントネーション等を手がかりに自己紹介の内容を正しく聞き取り，
質問に対して適切に答えることができる。

（理解の能力）
○ 伝えたい語を強調して話すことや，コミュニケーションを継続したり，内容
を深めたりすることの大切さや方法を理解している。

（言語や文化についての知識・理解）

②評価の観点及び評価規準の重点化を図る
【観 点】 「表現の能力」
【評価規準】

◇強勢や区切りを意識して，言いたいことを正確に伝えることができる。
（ ）正確な発話

◇プラス１文をしたり，相手が話した内容に質問をしたりして，コミュニケーシ
， 。 （ ）ョンを進め 内容を深めることができる 適切な発話

（２）指導目標達成のための手だて
①技能等の習熟を図るための学習過程を工夫する
・学習課題の意識化・・・・・・・・・・単元の導入時において，本単元で実施す

る言語活動と具体的な評価項目を示すこ
とで，単元の学習目標と学習の見通しを
生徒自身がもてるよう指導した。
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・ペア対話等の帯活動の位置付け・・・・・基本的な文法事項や話すことにおける技
能の習熟を図るため，毎時間の導入時に
行っている。

②創造的な自己表現につながる言語材料を効果的に導入する
・気持ちや考えを表す語彙の導入・・・・・言語活動を意欲的，創造的にするために

身近な話題をもとに生徒のニーズに応じ
て動詞や形容詞を指導した。

③意欲化を促す評価活動を工夫する
・相互評価の位置付け・・・・・・・・・・ 自分の考えや気持ちを聞き手に正しく「

伝える」ために態度面（大きな声，聞き
手を見る，ジェスチャーを使う等）と技
（ ， ， ， ，能面 発音 区切り 強勢 プラス１文

相手が話した内容に質問する等）から行
った。

（３）評価規準に照らした，累積的・分析的な観点別学習状況の評価の工夫
・重点化を図った観点及び評価規準に照らして，分析的な評価を実施するために適
切な評価方法を以下のように工夫・実施した。

①活動の観察
・指導目標を踏まえ，単位時間に評価する観点を重点化する。
・ペアやグループでの活動時の姿について，重点化を図った観点から設定した評価規
準に照らして即時的な評価を行った。

・一人一人が確実に基礎的・基本的な内容を身に付けるために，おおむね満足できる
状況を実現できないでいる生徒に対して，目指す姿を実現するために，態度面や技
能面に関わるアドバイスなどの指導を実施した。

②録音テープによる事後の見届け
・技能は後半になればより高まると考えられることから，より公平な評価を実施する
ために，生徒全員の「録音テープの提出」を行った。

・ＡＬＴと共に録音テープを聞くことで，評価規準に照らして技能の習得状況の見届
けを行った。

・生徒自身も自分の録音テープを聞きながら自己評価を行うことができる。

（４）生徒の主体的な学習を生み出すための評価の工夫
・教師が分析的な評価を継続するとともに，目指す姿を生徒自身が明確にもち，主
体的な学習を促す評価を以下のように工夫・実施した。

（別紙資料１ １学期の評価カードの改訂参照）①自己評価の工夫
・教師が記入するとともに 学期の最初に生徒にも提示をすることで 生徒自身が ど， ， 「
のような観点のどのような状況を目指すのか 」ということをもてるようにした。。

・教師と生徒が目指す姿を共通理解し，学期末の自己評価に生かした。
・生徒の評価と教師の評価を照らし合わせることで生徒の意識を把握し，個への言葉
掛け等，個に応じた指導法の改善に生かした。

（別紙資料２ 単位時間の授業展開例参照）②相互評価の工夫
・自己紹介のグループ内発表を行う時に生徒同士のアドバイス活動を位置付けた。
その際，単元の指導目標である「正しい強勢 「イントネーション 「強勢 「相手」 」 」
の理解を確認」という視点でアドバイス活動を行うようにした。

・①で示したように事前に評価規準を「目指す姿」として生徒に提示したことや③で
示すようにアドバイスカードを活用したことで，生徒がより目指す姿を意識し，そ
の視点から相互アドバイス活動ができるようにした。

③教師の評価の工夫
（別紙資料３ 単元評価表 補助簿参照）ア 補助簿の活用

・本単元での「付けたい力」にかかわって学級全員の評価カード（補助簿）を作成し
た。

・ＡＢＣと三段階に分類するのではなく，おおむね満足できる状況が実現できたか，
できていないのかという判断を○△で行った。単元末や学期末には，これらの○△
を集計し，総括を行った。
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（別紙資料４ アドバイスカード参照）イ アドバイスカードの活用
・ペア対話やスピーチ等の活動を行っている時に「態度面 「音声面 「技能面」に」 」
ついてのアドバイスカードに目指す姿に関わるコメントを記入し，その場で生徒に
手渡した。

・アドバイスカードの色を変えることで，態度面，技能面，音声面のどの評価である
のかを生徒が視覚的に自覚できるようにした。
・ 話すこと」の言語活動を行う場合，生徒の発話は録音でもしないかぎり後で振り「
返ることはできない。そこで，活動時にアドバイスカードをその場で渡し，即時的
な評価を行うように心がけ，個々の生徒が課題意識をより明確にもって活動に取り
組み続けることができるよう工夫した。

（５）個の学習状況に応じた具体的な指導事例
①Ａ男の実態
技能面にかかわって】【
○“ ”や“ ”等の表現を使いDo you understand? O.K?
相手の理解を確認しながら話すことができる。

●１文を付け加えようとする力がやや弱い。
音声面にかかわって】【
○一つ一つの単語を正確に発音することができる。

。●自分が相手に伝えたい語を強調する力がやや弱い
態度面にかかわって】【

， 。○聞き手の方を見て 大きな声で英語を話している

②ペア対話での具体的な指導 おおむね満足できる状況でないとア：
◆ペア対話での最初の対話 判断した根拠 １
Ａ男さん： を使っているが，挨拶からHello, Ms.B! By the way
Ｂ子さん： いきなり朝食の話題に入っているためHello, Mr.A!
Ａ男さん： やや不自然である。ここに１文あるとWhat's up?
Ｂ子さん： よい。I'm good! And you?

Me, too. By the way, did you eat breakfast?Ａ男さん：
Yes, I did. I had rice and miso soup. I like Japanese food. How about you?Ｂ子さん：
I ate bread and coffee.Ａ男さん：
Oh, did you? Do you like Japanese food?Ｂ子さん：
No....Ａ男さん：
Oh, I see. I like and . What is your favorite Japanese food?Ｂ子さん： tempura sushi

and . O.K.?Ａ男さん：Udon soba
おおむね満足できる状況でＢ子さん： イ：Good!

ないと判断した根拠 ２
いずれも１文で終わっている
ため対話をできるだけ長く続
けることを意識したい。
また，中心となる語を強調し
たい。

◆Ａ男に渡したアドバイスカード
ア「おおむね満足できる状況でないと判断した根拠 １」にかかわって

・Ｂ子さんの質問には適切に答えることＡｄｖｉｃｅ ｆｏｒ ｙｏｕ！（技能面）
Ａ男さん ができていたのでその点を認め，よさＴｏ（ ）

として自覚を促した。Ｆｒｏｍ Ｍｒ．Ｇｏｔｏ

□ ・対話の自然な流れを意識しながらプDo you understand? O.K?
□ ラス１文をすることを意図した。Answer the questions
□ ＋ 「ただプラス１文をしなさい 」だけone sentence 。

では指導ではない。できるだけ多くの
いきなり朝食の話題に入るのは不自然 形容詞を指導することで自分の気持ち
なので， 等の表現を入れると や感想を話すことができるようにアドI'm hungry.
いいよ。 バイスを行った。

「おおむね満足できる状況でないと判断した根拠 ２」にかかわってイ
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・ と相手の理解を確認することがＡｄｖｉｃｅ ｆｏｒ ｙｏｕ！（技能面） O.K?
Ａ男さん できていたのでその点を認め，よさとＴｏ（ ）

して自覚を促した。Ｆｒｏｍ Ｍｒ．Ｇｏｔｏ

□ ・より詳しい情報を相手に伝えることでDo you understand? O.K?
□ 対話が続いたり，相手の理解を深めたAnswer the questions
□ ＋ りすることを意図した。one sentence

また， で答える場合， と１語でNo No
質問に対して だけでなく， 終わるのではなく， を使ってさらNo But I like But
等の自分の好きな物を伝えたり，自分 に対話を続けるようにとアドバイスを~.
の好きな物を強調して話したりするよう 行った。
にすると相手によく伝わるよ。

◆アドバイスカードを渡した後のペア対話での姿
Hello, Ms.A!Ｂ子さん：
Hello, Mr.B!Ａ男さん：
What's up?Ｂ子さん：
I'm good! And you?Ａ男さん：
Me, too. By the way, did you watch TV yesterday?Ｂ子さん：
Yes, I did. I watched . It's very interesting. How about you?Ａ男さん： Sazaesan
I watched . I like it very much.Ｂ子さん： Doraemon
Oh, really? I like it, too.Ａ男さん：

（以 下 略）

・ だけでなく 「サザエさんを見た 」 ・形容詞を指導した結果， とYes, I did. interesting， 。
と新しい情報を付け加えて話すことができ 自分の感想を加えて話すことができ
ている。また， を強調し，話題の ている。 を強調し，Sazaesan very interesting
中心となる語を相手によく伝わるように話す 相手によく伝わるように話すことが
ことができた。 できた。

③次時・次単元の課題意識につながるＡ男の自己評価

I'm hungry.最初は プラス１文がなかなかできなかったけれど 形容詞を使ったら， ， ，
や のように自分の感想が言えるようになった。アドバイスカードIt's very interesting
をもらって，対話を続けるコツが少しずつわかってきた。
Ｂ子さんは，答えの中心となる語を強調して話していたので，よく理解することが

できた。僕も今後は，自分の考えや気持ちが相手によりよく伝わるように，さらに文
強勢を意識して話すように気を付けたい。

３．実践を振り返って
アドバイスカードを短時間のうちに書くことは大変であるが，何とか単元で一人一枚

は渡せるように心がけてきた。ノートに貼ることによって生徒の学習の歩みや伸びを記
録として残せるように意図した。昨今，教科におけるポートフォリオ的評価の導入が提
案されているが，生徒が学ぶ喜びを実感し，一人一人が基礎的・基本的な内容を確実に
身に付けるために，生徒自身が学習の主体者として課題意識を一層明確にもち，新たな
学習へ取り組んでいく姿を生み出すという意味において，アドバイスカードは有効であ
ったと考える。
また，補助簿の活用や生徒と教師が目指す姿を共通理解し，自己評価や相互評価が単

元の指導目標を実現する方向で，きちんと行われることも大切である。
今後も「指導目標と評価規準の明確化 「自己評価，相互評価，教師の評価の位置」，

付け 「新たな課題の意識化を促す自己評価カード，アドバイスカードの工夫」を継」，
続することで，生徒が主体的に言語活動に取り組み，実践的コミュニケーション能力の
基礎を確実に育成できる授業を目指したい。
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