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事 例 中学校 外国語科（英語） 第１学年

( ①)Lesson 6 School in the USA NEW CROWN ENGLISH SERIES

「話そうとすることを聞き手に正しく伝える力を付けるためテーマ

の単元指導計画及び言語活動の工夫改善」

・付けたい力を確実に身に付けるための単元指導計画の工夫改善授業改

・意欲的にコミュニケーションに取り組む言語活動の工夫改善善のポ

・一人一人の実態を把握し、それに応じた指導・援助の在り方イント

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準（本単元と同様の付けたい力を意図した前単元における評価規準 】）

の実践（１学期末）よりLesson 4 "I am a Champpion"
観 コミュニケーシ 言語や文化に

点 ョンへの関心・ 表現の能力 理解の能力 ついての知識・

意欲・態度 理解

（ ）（言語活動への取組） （正確な発話） （正確な聞き取り） 言語についての知識

①自分のことにつ ①正しい発音，強 ①相手の自己紹介 ① 一般動詞を用い

いて，間違いを 勢，イントネー の内容を正しく た肯定 文，否定評

恐れず話してい ションで，自分 聞き取ることが 文，疑問文の意

る。 のことを聞き手 できる。 味や形態，用法価

。に正しく伝わる を理解している

ように話すこと規 （コミュニケーション

ができる。の継続）

，準 ①英語だけを使い

（適切な発話）アイコンタクト

を意識して会話 ①相手の理解に応

話をつなげよう じて声の大きさ

としている。 を考えながら話

。すことができる

【把握方法】

観 コミュニケーシ 言語や文化に

点 ョンへの関心・ 表現の能力 理解の能力 ついての知識・

意欲・態度 理解

（ ）評 （言語活動への取組） （正確な発話） （正確な聞き取り） 言語についての知識

価 ① ① ① ①

（コミュニケーション （適切な発話）規

準 ①の継続）

①

把

・ＡＬＴへの自己 ・ＡＬＴへの自己 ・聞き手の学習プ ・単元末のペーパ握

紹介中の観察 紹介中の観察 リントへの記入 ーテスト方

法
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関心・意欲・態度

表現

理解

知識

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ ＡＢＣ

Ａ

Ｂ

Ｃ

学習状況の結果と分析

上記の方法に基づいて把握した個々の結果を分析し，学級全体の状況をグラフ

化すると次のようである。

【結果】

コミュニケーションへの関心・意欲・態度

仲間との対話活動では，メモを見ないで

相手に聞こえる声で話そうと努力する生徒

が徐々に多くなってきた。 に自分のこALT
とを紹介する終末の活動では，全員がアイ

コンタクトを意識していた。また，多くの

生徒が英語だけで話すことができていた。

表現の能力

正しい発音は，意識できていたが，イン

トネーションや強勢に対する意識が弱い。自己紹介の場面では， からその点ALT
を指摘され，聞き返される生徒が多くみられた。

理解の能力

相手の自己紹介の内容（好きなことや趣味など）は，多くの生徒が正しく聞き

取ることができていた。

言語や文化についての知識・理解

一般動詞を英語にしたり，訳したりする問いには，多くの生徒が正解できた。

しかし 「私は，テニスをします 」を英文にするときに と答えた， 。 I am play tennis.
生徒が多くみられた。

【分析】

「表現の能力」と「言語や文化についての知識・理解」が「おおむね満足でき

る」状況を実現することができなかった原因を次のように分析した。

①単元指導計画の面から

（ア）単元で付けたい力を各単位時間ごとに焦点化しないで，毎時間全てを

， 。意識して指導したため 付けたい力の定着を図る指導が弱くなっていた

（イ）単元とその後の活動( 等）の関連を図らないで，それぞLET'S LISTEN
れ単発的に行ったため，練習量が不足し付けたい力の定着を十分に図る

ことができなかった。

②言語活動の面から

（ ） 「 ， ， 」 ，ア 話し手が 正しい発音 強勢 イントネーション を意識しなくても

聞き手が容易に理解できる内容だったため，話し手の意識が低く，定着

しなかったのではないかと思われる。

（イ） や などの一般動詞だけを用いた言語活動が続いたため，前単play like
be I am play元で学習した 動詞を用いた文と使い分けることができず，

と表現した生徒が目立ったのではないかと考えられる。tennis.
③指導方法の面から

（ア）生徒のつまずきに応じた指導の手立てが明確でないため，一人一人に

応じた指導を十分に行うことができなかったのではないかと思われる。

授業改善へ

十分満足A

お お む ね 満 足B

努 力 を 要 す るC



- 3 -

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

以上のような結果分析を踏まえ 「表現の能力」と「言語についての知識」を一層向上，

させていくために，第三者を紹介する言語活動を位置付け，以下のような授業改善を試み

た。

【実践単元】 〔 ①〕全８時間Lesson 6 "School in the USA" NEW CROWN ENGLISH SERIES
【重点とする指導事項】

「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】

第三者（題材中の登場人物，家族，ペンフレンド）について紹介するスピーチ

【単元の指導目標】

家族やペンフレンドを紹介する活動を通し，聞き手に正しく伝える方法が分かり，

正しい発音やイントネーション，強勢を意識して話すことができる。

〈具体的事項〉

①付けたい力を確実に身に付けるための単元指導計画の工夫改善

（ア）単位時間毎の役割を明確にし，単元全体で付けたい力が積み上がるようにす

る。

（イ） や を単元の指導内容と関連した時間に設定LET'S COMMUNICATE LET'S LISTEN
し，学習内容の定着を図ると同時に，単元末に，既習内容を含め、それまで付け

て力を生かした言語活動を行う時間を確保する。

②意欲的にコミュニケーションに取り組む言語活動の工夫改善

（ア）話し手が正しく発音しないと聞き手に伝わりにくい内容（例：教科書に登場す

る人物の追加情報）を加えて言語活動を行うことで，聞くことに対する必然性を

もたせ，活動に対する生徒の意欲を高める。

（イ）既習表現を何度も繰り返し使えるように，意図的に既習表現を含んだ学習プリ

ントを毎時間使用した活動を行う。

③一人一人の実態を把握し、それに応じた指導・援助の在り方

（ア）一人一人の実態に合わせて，様々な指導・援助（教師のモデル提示，発音等の

確認と認め，ヒントカード等）を行う。

(2) 改善の具体的方途と実践

①付けたい力を確実に身に付けるための単元指導計画の工夫改善

これまでの指導計画を前述した（ア （イ）の２つの視点から以下にあるように改），

善を図った。

〔 ①〕Lesson 6 "School in the USA" NEW CROWN ENGLISH SERIES
各時間に付けた力を統合…第５・６時

付けた力を繰り返し練習…第７・８時

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

終末の活動のイメージと単元の概略を 終末の活動のイメージと単元の概略

１ 理解する。 １ と主語が三人称の場合の動詞の

使い方を理解する。

LET'S COMMUNICATE SOUNDS６

§１の本文の内容を読み取りをす ６－１LET'S COMMUNICATE
２ る。また，主語が三人称の場合の ２ §１の本文の内容を読み取り，
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肯定文の用法が分かり，正しい発 の昼食について正しく発音Carl
音，強勢，イントネーションで友 し，聞き手に分かりやすく伝え

達について紹介し合う。 る。

§２の本文の内容を読み取りをす

る。また，主語が三人称の場合の ６－２LET'S COMMUNICATE
３ 疑問文の用法が分かり，正しい発 §２の本文の内容を読み取り，

音，強勢，イントネーションで互 ３ について正しいイントネーJudy
いの友達について聞き合う。 ションで聞き手に分かりやすく

§３の本文の内容を読み取りをす 伝える。

る。また，主語が三人称の場合の

４ 否定文の用法が分かり，正しい発 ６－３LET'S COMMUNICATE
音，強勢，イントネーションで互 §２の本文の内容を読み取り，

いの友達について聞き合う。 ４ について正しい強勢Mr Johnson
家族についての紹介文を作り，正 で 聞 き 手 に 分 か り や す く 伝 え

５ しい発音，強勢，イントネーショ る。

６ ンを意識して，相手の理解を確認 で，リンダLET'S LISTEN 2
しながら話す。 ５ の家族について聞き取る。

６ 自分の家族について紹介文を作

の問題を通 り，正しい発音，強勢，イントLET'S COMMUNICATE
１ し主語が三人称の場合の動詞の用 ネーションを意識して話す。

法の復習をする。 カナダの生徒の紹介文を作り，

７ 正しい発音，強勢，イントネー

・ で，リンダの家 ８ ションを意識して，相手の理解LET'S LISTEN 2
１ 族について聞き取る。 を確認しながら話す。

・単元テストをする。 ９ 単元テストをする。

※具体的な各単位時間の付けたい力については，資料１，２参照

②意欲的にコミュニケーションに取り組む言語活動の工夫改善

（ア）聞くことに必然性をもたせた活動

教科書題材の活用及び音読練習の場ということを意図し，教科書の登場人物について

紹介し合う言語活動を位置付けた。その際に一人一人が既習表現を使って，教科書には

ないプロフィールを付け加えてグループ内で発表することで，聞き手が話し手の発表を

聞かざるを得ない場面を設定した。 ※資料５，６参照

（イ）既習表現を繰り返し使用する活動

既習表現である①～⑥は，単元の導入から 改善した第三者紹介

何度も繰り返して使えるようにした。 名前① ，This is my friend
He / She is本単元で学習するⅠ～Ⅲは，学習後に順次 年 ②

He / She is from使用させ，その定着を図った。 出身③

He /She has従前の第三者紹介 家族Ⅰ

This is my friend He /She likes①名前 ， Ⅱ好きなこと

He /She has He / She is a fun.Ⅰ 家族 ④（ ）もの

He /She likes He / She doesn't likeⅡ 好きなこと（もの） 好きでない Ⅲ

He / She doesn't like He / She isn't a fun.Ⅲ 好きでないこと（もの） こと（もの）⑤

He / She is特徴⑥

※資料４，７参照
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③一人一人の実態に合わせた指導・援助の在り方

終末の活動（ペンフレンドの紹介）における生徒の実態と指導・援助

【第７・８時で重点とする評価規準】

イ 表現の能力

， ，①家族やペンフレンドのことを正しい発音やイントネーション 強勢を意識して

聞き手に正しく伝えることができる。

②聞き手の理解を確認し，それに応じて伝えたい語をゆっくり発音したり，繰り

返したりして話すことができる。

第７時における生徒の姿を次のように予想し，それに対する指導の手立てを事前にもっ

て，授業に臨むようにした。

【第７時に予想される生徒の姿と手立て】

ア自分で進んで練習している生徒 ア聞き手の理解に応じて伝えるように

助言する。

イイントネーション・強勢はよい イ教師の後に発音させ，認め，自信を

が発音に自信がない生徒 もたせる。

ウ発音が分からず，練習が進まな ウ補助プリントを渡し，例を示す。

い生徒

予想されるア～ウの生徒に対して，実際に授業で行った指導・援助の一例は，以下の通

りである。

《ア 自分で進んで練習している生徒》

・生徒自身が正しいと考える発音やイントネーション・強勢を意識し【実態】

て，進んで練習している。

・生徒の発音，イントネーションや強勢を確認し，そのよさを認め励ま【 】指導・援助

す。

・発音等が十分できている生徒には，聞き手の理解に応じて，伝えたい

語をゆっくり話したり 「 」と尋ねたりするように助言する。， O.K?

《イ イントネーション・強勢はよいが発音に自信がない生徒》

・イントネーションや強勢は分かるが，発音に自信がもてないでいる。【実態】

， ，【 】指導・援助 ・生徒が自分の発音に自信がもてるように 教師の後に続いて発音させ

そのよさを大いに認める。

・聞き手に特に理解してほしいことは繰り返し話したり，大きな声で強

調すると効果的であることを助言する。

《ウ 発音が分からず，練習が進まない生徒》

・紹介文を作ることはできているが，発音のしかたが分からず練習でき【実態】

ないでいる。

・意欲的に練習できるように，英文に補説を加えたり，発音をカタカナ【 】指導・援助

で書いたカードを提示したり，教師が発音のモデルを示したりする。

・友達の練習している姿を見せることで，話し方のイメージをもち練習
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に対する意欲を高める。

３ 授業改善後の成果

①付けたい力を確実に身に付けるための単元指導計画の工夫改善

単元指導計画を工夫改善したことにより，次のような具体的な成果を得ることができ

た。

《Ｋ男の活動より》

第２時

This is my friend, Carl.
He comes his school every day.
He chooses his favorite food.
He likes tacos very much.
He likes pizza too.

第５・６時家族紹介

This is my brother, Kohei.
He is 15.
He likes tennis.
He plays tennis every day.①

He is kind.

第７・８時ペンパル紹介

This is my pen friend, Vergil Chui.
He is 10. He has 5 members in his family.
And he has a pet hamster and one fish.②

He likes video games.
He has a Sony Playstation2.
His favorite game is Burnout 3.

Ｋ男のように付けたい力を身に付けるための活動を繰り返し積み重ねることにより，

終末の活動では，イントネーションや強勢を意識し，自信をもって話す生徒が増えた。

このことは， や の指導事項を単元の中に位置付けたLET'S COMMUNICATE LET'S LISTEN
ことから生じた時間を生かし，言語活動の時間を増やしたり，繰り返し練習する時間を

設けたりし，継続して指導ができたからだと考えられる。

②意欲的にコミュニケーションに取り組む言語活動の工夫改善

・教科書の登場人物について紹介し合う言語活動を位置付け，一人一人が既習表現を使

って，教科書にはないプロフィールを付け加えてグループ内で発表したことにより，話

し手は，相手に伝えようと発音や強勢を意識して話そうとする姿がみられるようになっ

た。また，ペンパルについての紹介をする終末の場面では，自分だけが知っている本物

の情報であるため，相手に分かるように，より発音やイントネーションを意識して話す

姿がみられた。

・学習プリントにおいて既習表現である の文と本単元の言語材料である とのSVC SVO
文を交ぜ，継続して使用したことにより での単元テストでは，１０人の生徒がLesson4
間違えていたが，本単元のテストでは， といったことを英文として書くHe is play tennis.
生徒が３人に減った。

個別練習に入るやいなや、ペンフレンドの名前

と下線部②の単語の発音を確認しようと教師に質

問に来た。その後、限られた情報を定型の文を見

ながら原稿を完成させた。

新たな単語だけを取り上げ何度もその単語だけ

練習していた。練習のポイントをつかみ、ゆとり

をもって練習していた。

Ｋ男はＡＬＴへの自己紹介では、練習不足から、自信をもって

話せず、途中から単語だけになってしまった。本単元では伝えた

いことを最後まで正確に伝えられるようになりたいと臨んだ。

Ｃａｒｌを紹介する場面では、正確に発音しようとするあま

り、イントネーションや強勢まで意識することはできなかった。

自分の兄の紹介とあって、言いたいことを整

理し、発表練習に入った。練習中、イントネー

ションに気をつけ暗唱しようとしていた。

個別指導では、Koheiの発音が速かったり、15
の発音が50と区別をはっきりさせ発音する以外

はよかった。また、イントネーションは下線部

①以外はうまくできていた。
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③一人一人の実態に合わせた指導・援助の在り方

・あらかじめ生徒の姿を予想し，指導・援助の準備をしていたので，一人一人に適切に

指導・援助を行うことができた。

導入でのＡ男の意識 終末でのＡ男の意識

僕は，発音がうまくないので恥ずかしく 家族紹介で，教えてもらったように，

。 。 。大きな声で話せない 難しそうだし不安 ゆっくりと繰り返して伝えるようにした

・１月に実施された「岐阜県における児童生徒の学習状況調査」の の結果から、本□８

単元で実践してきたことが成果となって表れている生徒の姿がみられた。以下は，実際

の生徒の英文である。

This is my pen friend,Takashi. This is my friend Takashi.
He likes soccer. He likes kendo.
So he plays soccer. He doesn't like tennis.
Do you play soccer ? He plays kendo.

Takeshi is a nice friend.
話し手や聞き手が意欲的にコミュニケーションを図ることができるような必然性のあ

る言語活動を設定してきたことにより、生徒のコミュニケーションにおける相手意識が

高まってきたことが伺われる。また、既習表現を何度も繰り返し使うことができるよう

に意図した学習プリントを活用して取り組んできたことにより、一般動詞と 動詞をbe
うまく使いこなしたり、文のつながりを意識して表現したりできるようになってきたこ

とが、生徒の英文から読み取ることができる。

・今回の授業改善においては，聞き手に分かりやすく話すために必要な力が生徒に確実

に身に付くことを意図して進めてきた。その結果，教科書を生かしながら，生徒の実態

， 。に合わせて弾力的に単元の指導計画を改善することで 生徒に力が付くことが分かった

また，生徒の実態をどのような力が身に付いているのか，あるいはどのような力は十分

に身に付いていないのかといった視点から細かく分析して把握し，言語活動や指導・援

助の在り方を工夫することが大切であると感じた。


