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事 例 中学校 外国語科（英語） 第２学年

LESSON 6 Speech ‘My Dream （NEW CROWN ENGLISH SERIES 2）’

「まとまりのある英文を分かりやすく伝える力を付けるためのテーマ

指導計画、指導過程及び個に応じた指導の工夫改善」

・どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫と単元指導計画授業改善

・生徒が自らの学習状況を把握し、課題意識を高めるための指導過程のポイント

・学習状況に応じて、一人一人の課題追究を支える教師の働きかけ

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 話す力 を意図したLESSON 3 第２時における評価規準

観点 コミュニケーションへの関心・意欲・態度 表現の能力 理解の能力 言語や文化についての知識・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 班 で 協力 し 合い 、タ ス ③ 過 去形 と過 去 進 ⑤ 話 され た 内容 に ⑦Ｂｅ動詞の過去形・

ク の 解決 に 向け て積 極 行 形を 正確 に 使 つ いて 、 要点 を 過去進行形の意味と評

的に取り組んでいる。 い 分け るこ と が 正 しく 聞 き取 る 用法についての知識

できる。 ことができる。 がある。価 （コミュニケーションの継続）

（適切な発話） （適切な聞き取り）②日本語を使わず、 すべ

て 英 語で 対 話し よう と ④相手の発話に応 ⑥ 相 手の 質 問に 対規

している。 じ、対話を自然 し て、 適 切に 応

に 継続 する た め ず るこ と がで き準

の 適切 な表 現 を る。

即 時的 に使 う こ

とができる。

【活動の概要】

新言語材料、Ｂｅ動詞の過去形と過去進行形の定着のためのタスク活動

「家族の中の誰か一人がジョンのひげを切ってしまった。犯人は誰だ？」とい

う場面設定のもと、探偵役の生徒が班員一人一人のアリバイ調べを行う。生徒

、 。は自分に与えられた犯行時刻の行動を 探偵の質問に応じながら正確に伝える

【把握方法】

教師による授業中の観察や応答・ワークシートの自己評価欄・単元末のペーパーテスト

学習状況の結果と分析

【結果】

観点 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊コミュニケーションへの関心・意欲・態度

＊＊＊＊＊＊＊＊＊表現の能力

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊言語や文化についての知識・理解
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①言語活動への取組 ②コミュニケーションの継続

意欲
態度 「 」いずれも 教師の観察・生徒の自己評価の結果から、 十分満足できる

と判断した。状況にある

③正確な発話
表 ＹＥＳ→８３％ ＮＯ→１７％
現 ④適切な発話
の ＹＥＳ→６８％ ＮＯ→３２％
能

上に示した生徒の自己評価の数字
と、教師による観察や生徒の応答

「おおむね満足できる」状況から、
と判断した。までも実現しなかった

⑦言語についての知識
知
識 単元末のペーパーテストでの過去形
・ ・過去進行形に関する設問では、選
理 択式ではほぼ８割が正答、記述式の
解 問題でも、スペルや語彙レベルの誤

答を除けば、７～８割の正答率であ
「おおむねった。これらのことから

。満足できる 状況にある」 と判断した

【分析】

「表現」の観点について 「おおむね満足できる」状況を実現することができ、

なかった原因として次のように分析した。

①指導計画の面

この時間においてコミュニケーションを楽しむには、前時において過去形・過

去進行形の運用に関わる基礎的・基本的事項を十分に定着・練習させることが必

。 、要となる それが不十分な段階で発展的なタスク活動に取り組ませているために

それらを正確に使いこなせなかったと言える。

②指導過程の面

生徒自身は活動に取り組むことに精一杯で、その結果「今日の授業ではこの目

標を達成しよう」という課題意識が不十分であり、それが修正されないまま授業

が進んでいってしまっている。

③指導方法の面

コミュニケーション活動が全体として活発に進んでいることに教師が目を奪わ

れ、一人一人に本当に力が付いているのかを見届けることができていない。授業

を進めていく過程において、本時の評価規準が実現していない生徒を的確に把握

し、即時的な指導を入れたり、全体を止めて練習させたりするなど、生徒の学習

状況に応じて個に応じた支援をしていく、きめ細かなステップが不足している。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

以上のような結果分析をふまえ 「表現の能力」の不十分さを克服するために、次のよ、
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うな方針で授業改善に取り組んだ。

(1) 授業改善の方針

（ ）【実践単元】第２学年 ‘LESSON 6 Speech - My Dream’ NEW CROWN ENGLISH SERIES 2

【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】 店の良さをアピールすることを意図したスピーチ活動

単元の指導目標 自分の店の良さをアピールする活動を通して、話す内容を整理し、【 】

順序立てて話す話し方が分かり、 ～や例を取り入れてFirst, Second, So

聞き手に分かりやすく話すことができる。

＜具体的事項＞

どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫と単元指導計画①

⇒本時のつまずきを予想し、前時においてそれに応じた指導を行うことで、本

時の活動をより確かなものにする。

生徒に自らの学習状況を把握させ、課題意識を高めるための指導過程②

⇒授業中盤において、生徒自身にその時点での学習状況をつかませることで、

課題意識を高め、確実にねらいに迫ることができるようにする。

学習状況に応じて、一人一人の課題追究を支える教師の働きかけ③

⇒生徒の実態をより細かくとらえ、個に応じた指導・援助を行う。

(2) 改善の具体的方途と実践

①どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫と単元指導計画

単元終末の時間（以下 「本時」とする）において単元のねらいが十分に達成で、

きるようにするために、前時に本時と同様ではあるが、内容が異なる活動を行う。

その中で、本時行う活動で予想される「語彙」へのつまずきを解消したり、単元の

ねらいを達成するための見通しや課題意識がもてるようにする。

ア）本時の活動の概要

本単元のねらいを達成するために、本時・終末の活動においては、次のようなタス

クに基づいた活動を仕組んだ。

２００８年、北京でオリンピックが開かれます。その選手村に瑞浪からも１店が

出店できることになりました！あなたは店のオーナーです。自分の選んだ店の良さ

を順序立てて話し、説得力のあるスピーチで出店コンペを勝ち抜こう！

（※資料①、②、③参照）

Which restaurant is No.1?
～それぞれの店の良さを順序立ててスピーチし、出店コンペに勝ち抜こう！～
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、 、 、また ここではあらかじめ書いた原稿を暗記して話す活動ではなく 低限のメモ

あるいはメモなしで、自分の言いたいことを整理しながら伝える活動にすることで、

本単元のねらいの「順序立てて、相手に分かりやすく話す力」を付けたいと考えた。

【生徒のスピーチ例】

I want to talk about . We have two good points. First, is cheap. For瑞浪亭 瑞浪亭 牛丼

example, standard is about 300 yen. Second, you can choose a lot of side menu. For example, egg,

sauce, pickles, and so on. So is No.1! Please choose us! That's all, thank you.瑞浪亭

I want to talk about . We have three good points. First, you can choose spicy-level.瑞中カレー

Second, Children can get toys. Third, we have a lot of original menu. For example, natto-curry,

cheese curry, gratan-curry, ando so on. So, you must choose That's all, thank you.瑞中カレー！

イ）前時における指導

生徒がこの活動を通して本時のねらいを達成するためには、店の良さを表現するた

めの語彙が も大きなつまずきになることが予想される。そうなると 「自分のお薦、

めの店の店長になってコミュニケーションの楽しさを味わう」ところまで達すること

はできなくなってしまう。そこで前時に の課“Which is better, MS Burger or Mac Burger?”

題で模擬的な授業を行い、以下の点について指導した。

○教科書本文を想起し 「順序立てて話す」ことの良さや大切さを確認する。、

○与えられた構成をふまえて、 バーガー、マックバーガーいずれかの店についMS

ての良さをスピーチ原稿にまとめる。

○例を入れることで、具体性をもたせる。

○ペア→スクランブル→班内コンペ、の手順で自分のスピーチ内容を膨らませなが

ら 同時にジェスチャー １ ２…と指を折る や相手への理解の確認などの 話、 （ 、 ） 「

しぶり」についても高めていく。

《生徒のスピーチ 》》

I want to talk about MS Burger. I want to talk about Mac Burger.

We have two good points. We have two good points.

First, MS hamburger is cheap. First, we have original menu.

For example, one hamburger costs 130yen. For example, rice burger, burger, and so on.tsukune

Second, we can cook fast. Second, we use fresh vegetables.

So, MS Burger is No,1! So, please choose us!

（※資料④参照）ウ）生徒と共に作ったワードバンク

《従前の指導》

○コミュニケーションの内容をより幅広くするため、また生徒の表現欲求に細かく対

応するため、ワードバンクを教師側から一方的に（しかも大量に）与えることが多

かった。しかし多くの場合、生徒は「ワードバンクがあってもその使い方が分から

ない」という事態になっていたり、ワードバンクから自分の使いたい単語を活用す

る者は分かっているが、それを受け取る側が分からずに、コミュニケーションが成

立しないケースが多かった。
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《本時の改善点》

、「 」○店の良さをアピールするための語彙や表現については マックのバーガーは安い

「速い 「おもちゃがもらえる 「モスは電話で注文ができる 「野菜が新鮮」…な」 」 」

ど、全体の場で、生徒達の質問に答えながら表現を提示していった。そしてそれら

を文の種類別に板書して、 。生徒達のニーズに合わせたワードバンクを作り上げた

これらの表現を授業後にプリントにまとめ、本時の活動において自分の話す内容を

考える際の参考にさせた。本時の活動では、生徒達はこのワードバンクを拠り所と

し、使える表現に○を付けたり、単語の一部を替えたりして自分の話す内容を組み

立てていった。

②生徒が自らの学習状況を把握し、課題意識を高めるための指導過程

１時間の授業を通して、一貫して生徒達に本時のねらいを自覚させるために、授

業中盤において「中間振り返り」を位置付ける。またその時点において本時にねら

う姿にかなり近づいている生徒を意図的に指名し発表させることで、改めて本時の

課題や自分に足りないものを自覚させたりする。

ア）中間交流‘Sharing Time’でのモデルスピーチの位置付け

《従前の指導》

中間交流‘ ’の主な内容Sharing Time

○ペア練習の段階でねらいに迫れている生徒の良さを教師が価値付ける。

○知りたい表現について質問に答える形で紹介し、表現を豊かにする。

、 。○本時のねらいに照らして不十分な点を再度確認したり 全体で練習したりする

《本時の改善点》

中間交流 において'SharingTime'

○後半のスクランブル練習に向けて生徒達の課題意識をより高めるために、この

時点ですでに課題を達成できている生徒を指名して発表させた。

２年Ｃ組の授業では、 子に指名をしスピーチをさせた。A

I want to talk about . We have three good points. First, we have a turn table. You can魚○寿司

choose your favorite sushi. Second, all menu is cheap. For example, is 150 yen. very cheap!maguro

Third, children can get toys. So, is a very nice restaurant. Please choose us!魚○寿司 sushi

個人練習→ペア練習のＡ子の様子を観察し、前時で確認した「例示」が的確に入っ

ていることや “ ”の所でその語を強調しながら指を折るジェスチ、 First...Second...Third...

ャーが自然にできていること、などを全体に広めることを意図した指名であった。

「 」スピーチ後 生徒達にコメントを発表させたところ、 例が入っていて説得力がある

など、概ね「ジェスチャーがあるので１つめ、２つ目・・・というのが聞きやすい」

教師の意図に合った感想を述べた。

この手だてにより、仲間によるモデルを実際に聞き、見ることで、自分の後半への
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課題が一層明確にもてたのではないかと考える。これまでの指導では、生徒による発

表はもっぱら授業の終末に位置付けていたが、このように中盤で発表させることの有

効性を実感した手だてであった。

イ）中間振り返り

さらに、ワークシートに「中間振り返り欄」を設け ‘ ’の後でその時、 Sharing Time

点での自分の学習状況を振り返らせることで、一人一人の生徒に、後半練習への具体

「まだ例が的な課題意識をもたせるようにした。そして、仲間のモデルも聞いた上で

入っていないから、後半練習では例を入れてみよう 「聞き手に“ＯＫ？”と確認。」

など、本時の課題に対して、今自分ができができていないぞ！これを意識しよう 」。

ていることと、まだできていないことを一人一人が明確に自覚できるようにした。

《ワークシートより抜粋》

③学習状況に応じて、一人一人の課題追究を支える教師の働きかけ

一人一人の生徒の前時までの学習状況について確実に把握して補助簿に記録し、

本時に実現させたい姿を具体的に描いて授業中の指導・援助に生かす。またスクラ

ンブル練習や班内発表での机間指導では、ワークシートの「中間振り返り」の結果

をもとに、伸びている点を誉めたり、まだ克服できていない点を具体的に示したり

することで、一人一人の生徒に応じて指導する。その際、評価規準を実現すること

が困難な生徒と、逆に既に評価規準を実現した生徒については、特に助言を与え方

の工夫をする。

ア）前時での学習状況の把握

前時の活動のワークシートの自己評価欄“ ”の６項目から、生徒達のLet's Look Back

課題への大まかな到達状況を把握し、補助簿に記入した。

ここから、本時の指導に関して、特に留意すべきことを次の３点にしぼった。

１ ○が３つ以下の５人は本時の活動に臨むに当たりかなりの援助が必要となろう。□

２ Ｂ男、Ｃ男、Ｄ男、Ｅ子、Ｆ子の５人は、通常の学習状況から教師が推測するよ□
りも○の数が少ない。彼らについては、何らかの原因で前時の学習につまずきが

あり、その結果「これだけ頑張れた」という満足度が低いのではないか、と考え

られる。その理由はそれぞれに考えられるので、本時は、それに応じた手だてを
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うつ必要があろう。

３ ６項目とも○が３人、５項目○が６人。この９名については、本時もさして困難□
はなく課題を達成することができるであろう。

本時では、このとらえをもとに、個に応じた指導をするよう心がけた。

（※資料⑤参照）

イ）中間振り返りを生かした個別指導

話す活動の際では、１時間の授業の中で、今、生徒達がどの程度ねらいに到達して

いるのかを把握するのが難しく、特にスクランブルの形態での練習では、意図的な個

別指導をすることが難しくなってしまう、というこれまでの指導の実態があった。

しかし前述の「中間振り返り」は、生徒にとっては後半への自分のめあてを自覚させ

る手だてであるのと同時に、教師にとってもスクランブル練習中の個別指導の拠り所

として役立つものであった。

「中間ではここに○がな教師はこの時間、生徒のワークシートをのぞき込みながら

いのに、今はできていたね！ 「まだここができていないね。次はこれをぜひ意識し」

などと声をかけたり、ワークシートに朱書きを入れながら、一人一人のてごらん 」。

生徒に応じた意図的な指導を行えるようにした。特に、まだできていない観点につい

「まだ例が入っていないね。例の入れ方は何て言うんだった？・・・ 「ジェては、 」

等、できるスチャーで順序を表す言葉を強調してみよう。一緒にやってみて・・・」

だけ具体的に助言し、また実際にやらせてみて、できるところまで見届けるように心

がけた。

この手だては、中間振り返りの時点からスクランブル練習の中での生徒の伸びや、

さらなる課題を即時的にとらえて支援していくにあたり、かなり有効であったととら

えている。

３ 授業改善後の成果

(1)４つの事後評価の結果から検証する評価規準の実現状況

①生徒による授業終盤の自己評価

自 己 評 価 の 観 点 人 数

◎ ３２人□１ 話したい内容を整理し 順序立てて話すことができましたか、 。

【表現－正確な発話】 ○ ２人

△ ０人

◎ ２５人□２ ジェスチャーや“OK?”を使ったりして、相手に分かりやす

○ ７人く話せましたか。

△ ２人【表現－適切な発話】

◎ ２６人□３ 個人・ペア・スクランブル練習で、めあてをもち時間いっぱ

○ ７人い練習できましたか。

△ １人【コミュニケーションへの取組】
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②パフォーマンステストの結果

授業で行った出店コンペのスピーチを、単元終了後に一人ずつテストした。

観 点 できた人数 できなかった人数

３６人 ０人１ 順序立てて述べる

２９人 ７人２ 相手の理解確認“ ”等OK?

２７人 ９人３ 例をあげる

３４人 ２人４ 数字の所でジェスチャー

３６人 ０人５ まとめの文を入れる

③期末テストの自己表現問題

、 。期末テストの中に以下のような問題を出して 本単元の学習の定着の度合いを見た

３．メイリンは学校で「私の好きな人」という題でスピーチをすることになり、サッカーの中１

田選手について話すことにしました。これはそのスピーチメモです。このメモを元に、メ

イリンのスピーチを５文で書きなさい （２×５）。

・話し始め・・・ 中田選手について話したいと思います 」「 。

・好きな理由・・・ 彼には素晴らしい点が２つあります 」「 。

１つ目・・・サッカーがうまい。

smart２つ目・・・とても頭がいい。 ※頭がいい→

例えば英語が上手。

→だから、彼のことが大好き！

１文につき、①内容が適切に伝わるか→１点 ②文法的に正確か→１点※【採点規準】

《正答例》

I want to talk about Mr. Nakata. He has two good points. First, he can play soccer very well.

Second, he is very smart. For example, he can speak English well. So, I like him.

First.....Second.....So.....結果は、様々な文法的な誤りはあるものの、 が“３６人中３４人

”という構成をふまえて書くことができた。

④「平成１６年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査」より

８ あなたは初めて日本を訪れたＡＬＴの先生から、日本で旅行をするおすすめの場□
所や名所について紹介するように頼まれています。紹介した場所を一か所選び、そ

の場所のよさが伝わるように、３文以上の英文で原稿を書きなさい。

この問題の正解者は であった。この数字につい１４０人中９８人、正答率は７０％

ては、生徒の書いた英文を読んでみると、次のような点は明らかに ６の学習LESSON

の成果であると感じた。

ア）特に指示があったわけではないのに“ ”と順序立てて書いた生徒First,......Second......
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が いた。３０人（２１％）

イ “ ”を用いて例を挙げながら書いた生徒も いた。） For example ２９人（２０％）

《生徒の解答例》(二重線は筆者による修正)

I'm going to talk about Kyoto. I'm going to talk about Hokkaido.

There are many good places in Kyoto. Hokkaido is two good points.

For example, First, Hokkaido's foods are very delicious.Kinkakuji, Ginkakuji, Kiyomizudera,

and so on. And, there are many Japanese curcher Second, you can see snow there.
culture

in Kyoto. So Hokkaido is a nice place. I think you likewill

So, Kyoto is very good. it. Thank you.

I'm going to talk about Okinawa. I'm going to talk about Osaka town..

Do you know Okinawa? It has two good points. First, people are very funny.

First, Okinawa food is very good. For example, Second, i is very delicious.Takoyak

, and so on. Third, is delicious too.goya-chanpulu Yakisoba

Second, Okinawa people is very kind. So, I think you will like the town.

Let's go to Okinawa.

１学期終了時点であれば、このようなつながりのある文を書くことのできる生徒は

もっと少なかったのではないかと思われる。単元での学習、インタビューテスト、期

末テスト、と、２学期後半を通して「まとまりのある英文を順序立てて伝える」こと

を繰り返し練習してきたことが身に付いてきていると感じた。

「十分以上①～④から考察すると、本単元においては設定した評価規準については

が実現できたととらえられ 「表現」の観点の弱さについてある程度満足できる状況」 、

克服することができたと考える。

(2)今後の課題

従来の自分の指導では、生徒達の意欲に支えられ、活発に活動が進んではいても、

肝心の本時のねらいを十分に達成することができず、結果として「表現の能力」につ

いては「十分満足できる」状況が実現できていなかった。

しかしこの授業改善の試みを通して、基礎的・基本的な力を身に付けさせた上で自

己表現活動に至る指導計画の流れや、５０分の授業の中で刻々とかわっていく生徒の

、 。学習状況に応じ きめ細かな支援を行っていくことの大切さを実感することができた

指導とは、単元の構想を練り、活動を設定し、ワークシートを準備した段階で終わ

ってしまうものではない。授業中のその場その場でいかに的確に生徒をとらえるか、

そしてその課題意識を修正したり、後押ししたり、一人一人の理解力や学習スタイル

に応じた手だてをうつことができるか、ということについて、今後も考え、実践して

いきたいと考えている。


