
事 例 中学校 外国語科（英語）     NEW  CROWN  ENGLISH  SERIES 
テーマ ３年間を見通し，４領域の指導事項の有機的な関連を図った年間指導計画の工夫・改善 

改善の

ポイン 
ト 

・４領域の指導事項の有機的な関連を図ることを目指した言語活動を位置付けた指導計画 

 の改善 

・「読むこと」と「書くこと」の言語活動における指導事項（エ）を重点化し，相手に正し

 く伝わるように書く力を育成することを意図した指導計画の改善  

 
１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握 
 これまで「聞くこと」「話すこと」を中心とした実践的コミュニケーション能力の基礎を養うた

め，特に「話すこと」の言語活動を重点化した指導計画を作成し，成果をあげてきている。ここ

では，「理解の能力」の「聞くこと」と「読むこと」そして，「表現の能力」の「書くこと」につ

いて身に付けさせたい力の実現状況を客観的に把握する。 
【把握方法】「平成 1５年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査」の結果 
 

学習状況の結果と分析 
【結果】       

１年生 ２年生  

観 点 

 

出 題 意 図 県正答率 本校正答率 県正答率 本校正答率 

問いかけに対して適切に応答する問題 60.0% 50.4% ▲ 55.5% 50.3% ▲ 

詳しい内容を聞き取る問題 79.5% 75.9% 72.4% 71.8% 

理解の能力 
「聞くこと」

について 概要/大切な内容(2 年)を聞き取る問題 94.6% 95.2% ◎ 95.1% 95.9% ◎ 

詳しい内容を読み取る問題 77.3% 73.2% 86.0% 83.1% 

話の要点を読み取る問題 83.0% 82.5%  79.8% 84.3% ◎ 

会話の流れを理解する問題 48.9% 45.9% ▲ 66.4% 68.1% 

理解の能力 
「読むこと」

について 

【言葉を正しく使う知識を問う問題】 83.5% 77.1% 65.6% 65.0% 

まとまりのある英文を書く問題 43.8% 55.6% ▲ 74.8% 46.9% ▲ 

内容が伝わるように正しく書く問題 69.7% 66.9% 51.9% 41.9% ▲ 

表現の能力 
「書くこと」

について 【正しい語順で英文を書く問題】 77.4% 79.7%  53.7% 46.9% ▲ 

「理解の能力」「表現の能力」において，本校の正答率を県の状況も考慮しながらみた場合，

十分に身に付いているといえる力については◎，十分に身に付いているとはいえない力につい

ては▲を記した。 

【分析】 

「理解の能力」の「聞くこと」について 

成果 自然な口調で話された英語を聞いて，会話の場面や話題の中心などの概要を正しく聞き取   

る力は十分身に付いているといえる。 

「聞くこと」の言語活動における指導事項（イ）「自然な口調で話されたり，読まれたりす

る英語を聞いて，具体的な内容や大切な部分を聞き取ること」を，各単元の言語材料や教科書

内容の導入時に，聞き取りの視点を提示し，場面やトピックの把握から大切な部分の把握まで，

継続して指導した成果と考えられる。 

課題 相手が尋ねたい内容を正しく理解して，適切に応答する力は十分身に付いているとはいえな

い。質問文 “Where is my bag?  Do you know?” にあるように，相手の意向を理解しないで

Do you know? の意味だけをとらえ，“Yes” で応答する解答が多かった。 
    「聞くこと」の言語活動における指導事項（ウ）「質問や依頼などを聞いて適切に応じるこ

と」を，「聞くこと」の単元で扱うだけではなく，毎時間の授業の中で，教師と生徒の対話の

場面でも，学級全体に指導していくことが必要であると考える。たとえば， 
      T: You look sleepy. Did you go to bed late last night?  
      S: Yes, I went to bed at 1. And I got up at 6 this morning.  

という対話において，眠い理由を就寝時刻や起床時刻を言うことで説明しようとしたことを価

値付け広めていくことである。このような言語活動を意図的に行えば，言語形式によらないで

場面や状況から相手の意向に適切に応答する力が身に付いていくと考えられる。 
 



「理解の能力」の「読むこと」について 

成果 書かれている内容の概要や要点を正しく読み取る力はほぼ身に付いているといえる。 

「読むこと」の言語活動における指導事項（ウ）「物語や説明文などのあらすじや大切な部 

分を読み取ること」を，特に２年生では黙読を通してじっくり読み，読み取りの援助を工夫し，

書かれている内容の概要や要点を理解する活動を位置付けてきたことが成果であるといえる。 

課題 １・２学年ともに「聞くこと」の課題と同様，会話の流れや前後関係から相手の意図を正し

く理解して，状況に応じて適切な応答を選択したり，会話を完成したりする力は十分身に付い

ているといえない。１年生では，ある程度分量のある英文を考えながら黙読するという言語活

動は極めて少なかった。そのため，前後の文脈から内容を類推して書き手が伝えたかったこと

を理解したり，書き手の意向に適切に応じたりする力を身に付けていくような指導が不足して

いたからである。したがって，指導計画において「読むこと」の言語活動における指導事項（エ）

「伝言や手紙などから書き手の意向を理解し，適切に応じること」を重点的に扱うことが必要

である。 

 「表現の能力」の「書くこと」について 
 課題 「聞くこと」「読むこと」に比べると「書くこと」における力が全体的に弱い。特に，身近

な話題について，読み手を想定しながら，一番伝えたい内容をはっきりさせてから，内容の事

実関係や順序などを整理して，まとまりのある英文を書く力が十分身に付いていない。  

   「書くこと」の言語活動における指導事項（イ），（ウ），（エ）の重点化を図り，話題や題材

について，自分の感想や意見などを読み手によりよく伝わるように適切に表現していく活動を

１年生から継続して指導することが必要である。 

授業改善へ 

 
２ 分析に基づく年間指導計画の改善 
（１）年間指導計画の改善の方針 
  以上のような結果分析を踏まえ，３年間を見通して，「聞くこと」「話すこと」のコミュニケーショ

ン能力の育成を重視した言語活動の重点化を図りながら，「読むこと」「書くこと」のコミュニケーシ

ョン能力も一層向上させていくために，４領域の指導事項の有機的な関連を図ることを目指した言語

活動を位置付けた指導計画の改善を考えた。 

【実践領域】 

相手の意向を理解して適切に応じ，自分の意向を適切に伝え合う４領域の言語活動 

【重点とする指導事項】◎印は重点化を図り，年間指導計画の単元配列一覧表で示す 

「聞くこと」の言語活動における指導事項 

（イ）自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて，具体的な内容や大切な部分を

聞き取ること 

◎（ウ）質問や依頼などを聴いて適切に応じること 

「話すこと」の言語活動における指導事項 

     （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 

◎（ウ）聞いたり読んだりしたことについて，問答したり意見を述べ合ったりすること 

「読むこと」の言語活動における指導事項 

（ウ）物語や説明文などのあらすじや大切な部分を読み取ること 

◎（エ）伝言や手紙などから書き手の意向を理解し，適切に応じること 

   「書くこと」の言語活動における指導事項 

 ◎（イ）聞いたり読んだりしたことについてメモをとったり，感想や意見などを書いたりする 

     こと 

◎（ウ）自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように書くこと 

◎（エ）伝言や手紙などで読み手に自分の意向が正しく伝わるように書くこと 

【具体的な活動】 

  「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４つの指導事項の言語活動を相互に関連さ

せて，より実践的なコミュニケーション能力の育成を図る活動を展開する。 

【指導目標】 

    コミュニケーションを図る活動を通して，相手の意向を理解し，自分の意向を正しく伝え合う

ことができる。 

 



＜具体的事項＞ 

①４領域の指導事項の有機的な関連を図ることを目指した言語活動を位置付けた指導計画の改善 

   ・「話すこと」の言語活動における指導事項が（イ）（ウ）である単元の中から，中心となる言 

語活動がスピーチ，意見交流である単元を選び，指導計画の改善を図る。  

②「読むこと」と「書くこと」の言語活動における指導事項（エ）を重点化し，相手に正しく伝 

わるように書く力を育成することを意図した指導計画の改善 

  ・実際に想定されるコミュニケーションの場面において，相手に正しく伝わるように書く力を 

  育成するために，３年間の見通しの中で指導計画の改善を図る。 

 

（２）改善の具体的方途と実践 
    ①４領域の指導事項の有機的な関連を図ることを目指した言語活動を位置付けた指導計画の改善 

ア）３年間の学習段階を考慮し，スピーチや意見交流を行う言語活動を位置付けた一覧表の作成 

３年間の見通しをもとに各単元で重点とする指導事項を考慮して指導事項配当一覧表（資料①

～③）を作成し，それをもとに下の表のように，スピーチや意見交流の言語活動を中心に扱う単

元を設定する。                  

学年 １年 ２年 ３年 

題材 Lesson 4 自分自身のこと 
お気に入りの物紹介 

Lesson 6 将来の自分のこと 
私の夢紹介 

Lesson 5 日本や外国の伝統文

化  伝統文化の紹介 

活動 Interactive Speech Interactive Speech Show and Tell(interactive)  
言語

材料 
一般動詞の文 不定詞の文，If ~ の文 関係代名詞の文 

題材 Lesson 6  好きな人のこと 
大好きな人物紹介 

Lesson 8 福祉  

福祉 点字 ボランティア活動 
活動 Interactive Speech Interactive Speech 
言語

材料 
主語が３人称場合 

I think he/she is ~. 

 

I know how to do.  
I teach you how to do. 

題材 Lesson 7  自分自身のこと 
自分の特技や自慢紹介 

活動 Interactive Speech 
言語

材料 
can, be good at, 
I like doing ~ 

  

題材 
Lesson 8 福祉 
介助犬，盲導犬，聴導犬 

Lesson 8 身近な暮らし 
the internet, comic book, 
Studying English 

Lesson 4 自然・環境 

What can we do to against 
the environmental problems 

活動 Exchange ideas Discussion Discussion 

言語

材料 

現在進行形 
I think ~ 

比較の文, better, the best 
受身の文 
I agree /disagree with you 
Because ~ 

It’s ~ for 人  to do  
~ make 人 形容詞   
 
 

題材 
Lesson 7 身近な地域のこと 

Which do you want to live, in 
my home town or a city?  

活動 Debate 

言語

材料 

 

 

 

 

   は，単元で扱う話題の広

がりを示す 

 

ask/tell/want/ 人 to do  
間接疑問文 

イ）「書くこと」「話すこと」から「聞くこと」と「書くこと」への有機的な関連を図ることを目指

した言語活動を位置付けた指導計画の作成   

英文構成を取り入れて自分の考えや気持ちをわかりやすく伝える力を付けるためには，スピー

チは，適切な言語活動である。これまでは，話し手が事前にスピーチ原稿を書いて発表し，聞き

手はスピーチを評価するという一方通行の活動になることが多かった。 



そこで，双方向性のあるコミュニケーションを図る活動にするために，スピーチ後に，内容に

関して問答する活動や聞き手が考えを書く活動を位置付けることによって，より実践的なコミュ

ニケーション能力を育成できると考えた。 

実践例：１学年 Lesson６  “School in the U.S.A”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従前の単元指導計画 
１ 単元終末の活動のイメージと付けた

い力を理解する。 
・教師のモデルスピーチ提示 
他者紹介に必要な表現３単現がわか

る。・Guess Who game 
２ 簡単な他者紹介文がわかり，他者の

好きなことを話題として紹介でき

る。 
・教科書§１の内容を聞いて理解し，

Tom になって Carl を紹介する。 
・自分の友達や兄弟等，写真を見せ

ながら紹介する。 
３ 主語が３人称の場合の疑問文の用法

がわかる。 
教科書§２の内容を聞いて理解す

る。 
・Tom になって Judy を紹介する。

・Card Game 
４ 主語が３人称の場合の否定文の用法

がわかる。 
教科書§３の内容を聞いて理解す

る。 
・Tom になって授業風景を話題にし

て紹介する。 
・Card Game 

５ 
～ 
６ 

お気に入りの人物を紹介する原稿を

書く。 
英文構成を取り入れて書く①気に入

っている理由②聞き手に質問したい

文 
強勢を置くところに印をつけながら

話す練習をする。 
７ 
 
 
 
 
 

写 真 や 具 体 物 を 見 せ な が ら ，

interactive speech をする。 
ペアで問答しながら練習する。 
グループ内で発表し，問答し合う。

A: Look at this doll. Do you know 
it, class?(Yes./No.)This is Winnie 
the Pooh.   I like it the best. 
Pooh likes honey very much. He 
has good Friends, ~  .  Do you 
like Pooh,(  )? (  ):Me too. Thank 
you for listening. ~ 

問答の時間 
８

～

９ 

全体の場で一人一人が発表する。 
他グループの人と問答し合う。 
問答の時間 
 

 ※下線部は，新たに改善した部分 

 改善した単元指導計画 
１ 単元終末の活動のイメージと付けたい力

を理解する。 
・教師のモデルスピーチ提示後，教師(T2)

または生徒との問答を行う。 
・Guess Who game 

２ 簡単な他者紹介文がわかり，他者の好き

なことを話題として紹介できる。 
・教科書§１の内容を聞いて理解し， 

Tom になって Carl を紹介する。 
・自分の友達や兄弟等，写真を見せなが

ら紹介する。 
・話した英文をワークシートに書く。 
 Look at this boy. He is my brother,~ 

３

～

４

主語が３人称の場合の疑問文，否定文の

用法がわかり，他者を問答しながら紹介

できる。 
・card game  
・カードの人物について英文を書く。

Look…. He is ~. He likes ~ He plays ~. 
He has ~ in his room.  

５

 
 
 
 
 

問答の中で，相手の質問に１文以上の付

け加えをして話す。（話し手） 
聞き取った内容を繰り返し確認しながら

対話する。（聞き手） 
・教科書§２＆３の内容を黙読して質問

に答え理解する。 
６

～

７

 

お気に入りの人物を紹介する原稿を書

く。 
英文構成を取り入れて書く①気に入って

いる理由②聞き手に質問したい文 
強勢を置くところに印をつけながら話す

練習をする。 
８

 
 
 
 
 
 
 

写真や具体物を見せながら，interactive 
speech をする。 
ペアで問答しながら練習する。 
グループ内で発表し，問答し合う。 
ワークシートに発表者の内容に関わらせ

て自己表現文を書く。 
A likes Winnie the pooh very much. She 
has many things about Pooh. 
I think Pooh is cute, too.  

９

～

10

全体の場で一人一人が発表する。 
他グループの人と問答し合う。 
S1: How many dolls do you have? 
A: Three. Do you have the doll? 
S1:No. But I have Kitty chan. 
ワークシートに発表者の内容に関わらせ

て自己表現文を書く。S1 のシート 
A’ s favorite character is ~. I like it, too.
She has 3 dolls. But I don’t have one. 



 

ウ）「書くこと」「話すこと」から「読むこと」と「書くこと」へと有機的な関連を図ることを目指

した言語活動を位置付けた指導計画の作成   

実践例：２学年 Lesson８  “Computer Communication”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下線部は，新たに改善した部分 

 

 

 

 

 

 従前の単元指導計画 
１ 単元終末の活動のイメージと付けた

い力を理解する。 
・生徒との問答から computer に関

わる語彙を mapping（板書）する。

・教師(T1,T2)が意見文を述べる 
２ 同等比較，比較級，最上級の文型を

用いて，学級の仲間にインタビュー

し，学級ベスト３を見つける。 
３ 同等比較，比較級，最上級の文型を

用いて，学級の仲間と対話する。 
話題：スポーツ選手，歌手，映画俳

優 
４ 教科書§１～3 まで黙読し，要点を

読み取る。 

５ 
～ 
６ 

Discussion１：The internet is the 
 best way to communicate with 
 people. What do you think? 
理由をつけた意見文をワークシート

に書く。 
班内で討論する。 

７ 
 
 
 
 
 

Discussion２：Studying English is
 very important. Because it’s used
 by many people around the world.
What do you think?  
理由をつけた意見文をワークシート

に書く。 
班内で討論する。 

８ Discussion３：School lunch is the 
Best meal for us. Because it’s good
for health. We mustn’t have 
unbalanced diet. What do you 
think?  
理由をつけた意見文をワークシート

に書く。 
ペア内で意見交流する。 
学級全体で討論する。 

 

 改善した単元指導計画 
１ 単元終末の活動のイメージと付けたい

力を理解する。 
・生徒との問答から computer に関わる

語彙を mapping（板書）する。 
・教師の意見文を読んで，賛成か反対の

立場を明らかにし，根拠を考える。 
２ 同等比較，比較級，最上級の文型を用い

て，学級の仲間にインタビューし，学級

ベスト３を見つける。 
３

 
同等比較，比較級，最上級の文型を用い

て，学級の仲間と対話する。 
話題：スポーツ選手，歌手，映画俳優 

４

 
教科書§１～2 まで黙読し，要点を読み

取る。The internet is the best way. 
丘先生やメイリンの意見に賛成する文 
を抜き出し，自分の意見を付け加える。

5
 

教科書§3 を黙読し，要点を読み取る。

The internet is the best way.丘先生に 
賛成する文を抜き出し，自分の意見を付

け加える。 
６

～

７

 

Discussion１：The internet is the best
way to communicate with people. 

What do you think? 
理由をつけた意見文をワークシートに 
書く。 
班内に回して班員の書いた意見文を読 
み，仲間の意見に自分の意見を付け加え

ていく。 
You said,“ ~ .” I agree with you. I think
~.  
他の班と discussion する。（話す） 

８

～

９

 
 

Discussion２：School lunch is the best
meal for us. Because it’s good for 
health. We mustn’t have unbalanced 
diet. What do you think? 
理由をつけた意見文をワークシートに 
書く。班内に回して班員の書いた意見文

を読み，仲間の意見に自分の意見を付け

加えていく。 
班内で出た意見を付け加えながら自分 
の意見を書いて再構築する。 
他の班で討論する。 
学級全体で討論する。 

10 Discussion3: Reading comic books isn’t
useful. We should read books without 
pictures. What do you think? 
理由をつけた意見文を書く。 
学級全体で討論する。 
最後に自分の考えを書きまとめる。 

 



② 「読むこと」と「書くこと」の言語活動における指導事項（エ）を重点化し，正しく相手に伝

わるように書く力を育成することを意図した指導計画の改善 

 「読むこと」の言語活動における指導事項（エ）は「書くこと」の（エ）と対応するものであ

る。読み手が書き手の意向を理解して適切に応じることとは，書かれた内容に応じて，自分の意

向が正しく伝わるように，伝言や手紙などを書くことでもある。そこで，実際に想定されるコミ

ュニケーションの場面において，正しく相手に伝わるように書く力を育成するために，３年間の

見通しの中で計画的に指導することを考えた。 

ア）３年間の学習段階を考慮し，伝言や手紙で自分の意向が正しく伝わるように書く言語活動の一

覧表の作成 

１年から３年までの手紙文，招待状，伝言文を書く言語活動を設定する。 

１年 ２年 ３年 

Let’s write 1 日記文 
Dan(ALT)先生へ自己紹介 
交換日記最初のページに自己紹

介文を書く 

Lesson ４ 標識 ポスター 
Dan先生や揖斐高校ALTの先生

へ揖斐川町や日本の標識につい

て簡潔に説明する。 

Let’s write 1  絵葉書 
Dan 先生へ修学旅行で訪

れた思い出のある場所を

絵葉書に書いて紹介する。

Lesson 9  手紙文 
Dan 先生のアメリカにおける自

然保護のことが書かれた手紙に

返事を書く。 
日本のナショナルトラストにつ

いて要点を整理して書く。 

Lesson 5  Email 
揖斐川町の海外研修で交流して

いるアメリカ，ユタ州の Snow 
Canyon M.School 校と e メール

交換をする。 

Let’s write 3 手紙文  
中学校生活の思い出 
英語科の先生へ，一番印象

深く残っていることを手

紙文で伝える。 
 

Let’s write 3 手紙文 
Dan 先生との思い出を書いてお

礼の手紙を出す。 
 

Let’s write 3  招待状 
3 月学年合唱コンクールに，Dan
先生や揖斐校 ALT，揖斐川町に

住んでいる外国人へ合唱コンク

ールへの招待状を書く。 

 

 

イ） 「書くこと」を「読むこと」「話すこと」「聞くこと」と関連させた単元指導計画の作成 

   「書くこと」を重点とした単元だからといって，英文を書くことを生徒に強制して書かせよ

うとすると，書くことに対して苦手意識をもっている生徒にとっては，大変苦痛な時間となる。 

   そこで，手紙文，絵葉書，招待状，ポスター，伝言などの書く目的や内容が明確であるもの

を書かせていく場合，Pre writing－Activity－Post writing という手法を取り入れ，生徒た

ちに書くことに対する意欲をもたせながら指導していくことが望ましいと考えた。そして，「書

いたことを話す」活動だけに終わらないで，「書くこと」から「読むこと」「話すこと」「聞く

こと」の活動と関連させ，自分が書いた英文に自信をもたせていく指導を年間を通して位置付

けることが大切であると考えた。 
実践例：３学年 Let’s write 1  Post Card 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従前の単元指導計画 
１ 教科書のモデル文を

参考にして ALT に報

告する修学旅行の思

い出文を書く。 
Step 1~ Step2 へと進

めて書き上げていく。 
フレームを用いる 

２ 書いた報告文（絵葉 
書）を班内で発表す 
る。（話すこと） 

 
 

 改善した単元指導計画 
１ 教師が作成した絵葉書のモデル文を使って，書く目的や

内容（話題）の書き方を学ぶ。【Pre Writing】 
What does A write about?  
Think of more words to describe these things. 天候，

活動，ホテルの夕食等，書くための必要な語彙を広げる。

教科書のモデル文を読む。 
２ 修学旅行の思い出報告文を書く。【Writing Activity】 

フレーム，デジカメ写真を用意しておく。 
３

 
書いた報告文をペアで読む。（読むこと） 
理解したことやさらに聞きたいことを問答し合う。（話

すこと）（聞くこと）【Post Writing】 
学級で発表する。 

 



３ 年間指導計画改善後の成果 
「平成 1６年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査」の結果(H17,1,12 実施) 

１年生 ２年生 
観点 出題意図 

H15正答率 H16正答率 H15正答率 H16正答率

問いかけに対して適切に応答する問題 50.4% ▲ 48.7% ▲ 50.3% ▲ 73.8% 

詳しい内容を聞き取る問題 75.9% 70.9% 71.8% 83.4% 

理解の能力 

聞くこと 

 大まかな/大切な内容を聞き取る問題 95.2% ◎ 93.4% ◎ 95.9% ◎ 96.3% ◎ 

詳しい内容を読み取る問題 73.2% 75.3% 83.1% 89.9% ◎ 

話の要点を読み取る問題 82.5%  83.5% 84.3%  71.6% 

会話の流れを理解する問題 45.9% ▲ 61.2% ○ 68.1% 69.6% 

理解の能力 
読むこと 

 

【言葉を正しく使う知識を問う問題】 77.1% 77.6% 65.0% 74.7% 

まとまりのある英文を書く問題 55.6% ▲ 55.9% ▲ 46.9% ▲ 40.4% ▲ 

内容が伝わるように正しく書く問題 66.9% 69.7% 41.9% ▲ 51.9% 

表現の能力 
書くこと 

【正しい語順で英文を書く問題】 79.7%  73.0% 46.9% ▲ 57.4% 

 

（１） 「平成１６年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査」の結果から 

平成１５年度の結果をもとに改善した年間指導計画の成果は全体としてみられる。 

「聞くこと」では，今年度の２年生は，１年時には英語の問いかけに対して適切に応答する

力は５０．４％と十分ではなかったが，２年時では７３．８％と２３％も増え，尋ねられた内

容を正しく理解し，適切に応答する力が身に付いてきたといえる。 

   「読むこと」でも，「聞くこと」と同様，場面や会話の流れを理解して，前後関係から適切

な表現を選択する力が身に付いたといえる。 

   「書くこと」では，１年時から「書くこと」を意図的に位置付けた指導計画を作成し、主語

や動詞など文の構造に着目させながら継続して指導してきたことで，内容が伝わるように正し

く書く力が少しずつ身に付いてきている。読み手を想定し、伝えたい内容を明確にさせてから

順序を整理しながらまとまりのある英文を書く力は、十分身に付いているとはいえないので、 

  「書くこと」において伝えたい内容の事実関係や順序を整理して書くことを継続して指導して

いく必要がある。 

   以上の結果から，３年間を見通し，４領域のバランスを考慮して年間指導計画を改善したこ

とは，とても意義があったと思う。 

   年間指導計画を見直すにあたって，まず，英語の授業を通して生徒にどのような力を付ける

のかを英語科教員が，十分に共通理解して英語科の目標を立てた。そして，調査結果から力を

付けたい観点を明らかにし，年間指導計画の改善に取りかかったことも大切な点である。 

また，「聞くこと」「話すこと」のコミュニケーション能力の育成を重視し言語活動の重点化を図

りながら，「読むこと」「書くこと」のコミュニケーション能力も向上させていくために，４領域と

その有機的な関連を図る指導を位置付けた指導計画の改善を考えたことはよかったと考える。「書

くこと」の単元以外で，書くことを家庭学習に任せてきたことを見直すよいきっかけとなった。 

（２） 「書くこと」「話すこと」から「聞くこと」「読むこと」「書くこと」へと有機的な関連を図る指導

計画の改善や，「書くこと」の単元において「読むこと」の指導事項と対応させた言語活動を位置

付けた指導計画の改善は，３年間を通して計画的に行うことができた。その結果，３年生では，日

本の伝統文化についてのスピーチや自分たちの住む町を話題にしたディベートの内容に深まり

のある英文を書く生徒がみられるようになった。 

   以上の実践から，生徒が，相手の意向を理解し，自分の意向をはっきりさせて伝え合うとい

うコミュニケーションの活動を豊かにするためには，年間指導計画と扱う題材の工夫改善がと

ても大切であるといえる。 


