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事例 中学校 外国語科（英語） 第２学年  

Speaking Plus2 道案内（NEW HORIZON English Course 2）  

テーマ 「伝えたいことを分かりやすく話す力を付けるための単元構成および指

導方法の工夫改善」 

授 業 改

善 の ポ

イント 

・基礎的・基本的な内容を確実に定着させる指導計画の工夫改善 

・伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

・個に応じた指導・援助を位置付けた単位時間の指導方法の工夫改善 

 
１ 学習状況の把握と分析 

 

  
【評価規準】（本単元と同様の「指導事項の具体」を意図した１年生時の単元の評価規準） 

表現の能力  
・現代の標準的な発音で語句を話すことができる。  
・語、句、文における基本的な強勢に気を付けて話すことができる。  
・基本的なイントネーションをつけて文を話すことができる。  
・文における基本的な区切り（意味のまとまり）に注意して話すことができる。  
・特に伝えたい内容に応じて、強勢やイントネーションを使い分けて話すことができる。 

 本単元において音声に関わる指導事項を中心に取り扱うため、上記の評価規準に照らし合

わせ、本単元に入る直前にレディネステストを行うことにより学習状況を把握した。  
【把握方法】  
  １年生で学習した道案内場面   

がもとになっている教科書本文  
を音読する。  

教師と対象の生徒が「道案内    
を尋ねる側」「道案内をする側」  
に分かれて対話形式で読みあう。  
一通り済んだら、パートを変えて読む。評価の観点は評価規準に示した通り、「発音」「強勢」 
「イントネーション」「区切り」「特に強調する語句」であり、それに照らし合わせて教師が 
評価する。  

 
【結果】 上記の評価規準にかかわる学級（全１７名：少人数）の学習状況をグラフに表す。 

○英語の基本的な音声の特徴を正しく発音すること 

 ・発音           ・強勢            ・イントネーション 

 

 

  

 

 

学習状況の把握  

NEW HORIZON1 Speaking Plus3 
Man : Excuse me.  Which bus goes to City Hall? 
Yumi: City Hall?  Take Bus No.3.  It’s over there.  
Man : How long does it take? 
Yumi: Oh…about fifteen minutes.  
Man : Thank you. 
Yumi: You’re welcome.   

・曲線はイントネーシ

ョンのイメージ。  
・太字は特に強調する

語句。  

学習状況の結果と分析 
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・区切り                ○強調すべき語句が分かり表現できる 

 

 

 

 

 

 

このレディネステストの結果から「基本的な英語の音声の特徴を正しく発音すること」に

ついては発音、強勢、イントネーション、区切りのどの項目についても、「おおむね満足でき

る」状況であると判断した。しかし、「特に伝えたい内容に応じて、強勢やイントネーション

を使い分けて話すことができること」については、１７人中「やや不十分」であった生徒が

１２人（約７１％）に上った。このことから「おおむね満足できる」状況が実現していない

と判断した。  
【分析】 

「強調すべき語句が分かり表現できること」について「おおむね満足できる状況」に達す

ることができなかった原因として、１年生での道案内単元での実践を踏まえ次のように分析

した。 

 ①指導計画の面から 

  単元の終末でより実践的なコミュニケーションを楽しむには、前時までに道案内特有の表

現とそれに関わる語彙など、基礎的・基本的事項を十分に練習し定着させておくことが必要

である。そのことが不十分なまま言語活動に向かわせたために、「聞き手に分かりやすく伝わ

るように、特に伝えたい語句を強調して話す」という工夫まで意識が達しなかったと思われ

る。 

 ②言語活動の面から 

ねらいとしては音声面の工夫に焦点を当てたものの、実際の授業の中で行う言語活動自体

に音声面で工夫する必然がもてなかった。その結果、「今日はこんな工夫ができたから、今ま

でより、うまく伝え合うことができた」と英語で伝え合う喜びを実感させることが弱かった

と思われる。 

 ③指導方法の面から 

  道案内をするという活動自体は全体として進んでいくのであるが、その中で教師が一人一

人の学習状況を見届け、それに応じて援助することができていない。そのため一人一人の実

現状況が違う中でも、画一的な指導・援助に陥ったり、一部の生徒に長時間指導に当たって

しまったりして全体への指導の機会が不足することになっている。 

 

 

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、伝えたいことを適切に話す力を一層向上させていくため、

以下の具体的事項をもとに授業改善に取り組んだ。（※資料①②） 

【実践単元】  Speaking Plus2 道案内（NEW HORIZON English Course 2）［全３時間］ 
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  【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】   道順を尋ねる・教える 

【単元の指導目標】街中の目的地までの徒歩での行き方を尋ねたり教えたりする活動を通

して、正確に伝え合うために、方向や目印となる場所に強勢を置いたり、

相手の理解に応じて繰り返したりするなど工夫して話すことができる。 
【本時の位置】  単元全３時間中の第３時 

＜具体的事項＞ 

①基礎的・基本的な内容を確実に定着させる指導計画の工夫改善 

単元のねらいを達成するために必要な基礎的・基本的な内容を定着させたうえで単元

終末での活動に向かうことができるようにする。そのために授業冒頭における帯活動で、

道案内に用いられる基本的な表現を繰り返し口頭練習し、習熟を図る。また、毎時間の

活動後、道順を正しく伝え合う工夫について継続的に相互評価したり、自己評価したり

することで単元のねらいを達成するための見通しをもたせる。 

②伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

本単元でねらいとする伝えたいことを適切に話す力を高めるため、目的を達成するた

めに特に伝えたい部分を強調して話す必然があり、かつ生徒の意欲を引き出すような言

語活動を設定する。 

③個に応じた指導・援助を位置付けた単位時間の指導方法の工夫改善 

一人一人の生徒の前時までの学習状況を、活動の観察や学習プリントへの記入状況か

ら把握し、本時に実現させたい姿を具体化した上で個別指導に当たる。また、「中間交流

会」を設定することにより、本時目指す姿を意図的に取り上げ、全体指導の中で生徒の

課題意識を継続させる。 

（２）改善の具体的方途と実践 

①基礎的・基本的な内容を確実に定着させる指導計画の工夫改善 

道案内に用いられる基本的な表現を繰り返し練習させ、定着させた上で終末の活動に臨め

るようにすることが、本単元のねらいに即してコミュニケーションを楽しむために必要であ

る。そのため、以下の２つの手立てをもち実践に当たった。 

ア）授業冒頭の帯活動 

第１時で絵図を用いて道案内表現を導入、口頭練習をした後、次時から毎時間の冒頭で道

案内の基本表現を口頭で練習する場をもった。『めざせ「道案内」の達人 ペアカード１』に

のせた１～１０の絵を見て、順番にそのように指示する場合の英語表現を述べていく。この

際、３０秒又は１分というように制限時間を設定し、その中でいくつの指示文が言えるかを

ペアでチェックし合い毎時間の足跡を残すことで、緊迫感をもって取り組むことを通して自

己の伸びを実感できるよう配慮した。（※資料③参照） 

イ）自己評価と相互評価の工夫改善 

第１時で終末の活動のイメージをモデル提示した上で、学習の見通し表を配布する。ここ

には毎時間の評価規準を生徒向けの表現で記し、単元のねらい達成に向けて本時の学習を自

己評価する欄を設けた。このことにより、毎時間の活動と単元のねらいとの関連付けをはっ

きりさせ、生徒の課題意識を継続させることをねらった。（※資料④参照） 
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相互評価は２つの場面で取り入れた。一つは毎時間授業の冒頭で、道案内で使われる基本

表現を口頭で述べることができるかどうか、ペアでチェックし合う場面である。その際ペア

カード１のチェック欄にその結果を記していくことで、互いの学習状況が正確に把握できる

ようにするとともに、ペアでの道案内活動の場面で他のペアから見てのアドバイスを与える

活動を位置付けた。その際ペアカードに記された評価の観点にしたがってチェックすること

で、ねらいに即したアドバイスが行えるようにした。（※資料⑤参照） 

②伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

ア）本単元の終末の活動 

『駅前で道を知りたがっている人に、道順を正しく伝える工夫をしながら電話で道案内をし

よう。』  

イ）本時ねらいとする指導事項の具体 

「特に伝えたいことを強調して話すこと」 

「聞き手の理解を確認し、それに応じて話すこと」 

ウ）活動の意図 

相手と面と向かってのコミュニケーションでは、表情やしぐさなどから相手の感情だけで

なく理解度も推し量ることができるし、話すタイミングを見てとることもできる。絵や写真、

ジェスチャーという補助手段を効果的に用いて相手の理解を促すことも可能である。 

そこで本時ねらいとする指導事項の具体の獲得に向けて、電話での対話を場面として設定

した。電話での対話という相手の見えない設定であることから、ジェスチャーを使って伝え

ることができないし、相手の表情もとらえることができない。したがって相手の理解度や反

応を、視覚では確かめることができない状況である。自分の目の前にはいない相手に対して、

「どうしたら相手にわかりやすく自分の意志を伝えられるか。」と同時に「相手が伝えようと

する意向を的確に聞き取ることができるか。」ということを十分に意識させて活動に臨ませる

ようにする。そこから本時ねらいとする「強調」や「理解を確認し、それに応じて話す」力

を高めていこうと考えた。 

また、空き教室を利用して模型の「街」を作り、その中で道案内をするゲーム的な活動も

取り入れた。ペアで目的地への場所を教え合った後、自分が聞き取った情報をもとに実際に

その中を移動して、互いに正しく伝え合うことができたかを確かめ合うというものである。 

エ）活動の具体 

本時では大きく次の２つの言語活動を設定する。その際以下に記す点に留意し、よりよく

課題解決を図れるようにした。 
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i)情報に差のある２種類の地図をもとに、グループ外のペアで道順を尋ね合う活動 

・いろいろな相手と交流する中で、相手の理解に応じて、大切な部分を強調したり繰り返

したりして、聞き手に分かりやすく電話で伝える練習をする。その際に、お互いに背中

合わせで行うよう活動の仕方を工夫する。 

・相手を変えながら繰り返し交流する中で流暢さを増し、タイミングの取り方への習熟を

高め、表現方法の定着を図る。前半が終わった時点で評価カードをもとに自分の伝え方

を見直し、課題を明らかにして後半に臨む。 

ii)グループ対抗での道案内ゲーム 

・ 教室を移動し、街を想定して設置されている模型を使って、グループ内で「電話」で

道案内しあう。理解した道順をもとに模型の中を移動し、正しく伝わったのか確かめ

る。 

・グループ内で互いに道案内をする。身に付けてきた表現を用いて、相手に応じて分かり

やすく伝えることを意識しながらやり取りを楽しむ。 

・ゲームの目的の設定を生徒の興味を引くように工夫する。グループ一人一人について探

し出すべき目的地があり、自分以外のグループの仲間から自分の目的地の道順を聞く。

各々の正しい目的地においてあるカードの裏には、アルファベットが書いてある。班員

全員が正しい目的地を見つけ、そこで得たアルファベットを組み合わせて単語を完成さ

せればゲーム終了。 

③個に応じた指導・援助を位置付けた単位時間の指導方法の工夫改善 

ア）中間交流会の設定 

前半の活動から後半の活動に移る前に、全体の場での仲間の発表を聞いて、そのよさを学

ぶ場を設けた。伝えたい部分で明瞭な声でゆっくりと強調して話すことができている生徒や、

効果的に語を繰り返している生徒が全体に発表することで、広めたい表現や態度を意図的に

取り上げ、全員の生徒に視点を確認させた。 

イ）個に応じた指導・援助 

自己評価表、相互評価表を含む生徒の学習プリントへの記入状況や、活動の観察から生徒

の意識と学習状況を把握し、個への言葉掛け等、個に応じた指導の改善に生かした。 

また、以下のような指導を随時行うようにした。 

・英語表現につまずきが見られる生徒には、個別指導の中で教師の後に繰り返す練習を

し、交流の中ではゆっくりでも明瞭な声で自信をもって話すことを助言する。 

・評価規準を実現している生徒には、1 文付け加えることや、区切りを明確にすること

でよりよく伝わることに気付かせ取り組ませる。 

 

３ 授業改善後の成果 

①基礎的・基本的な内容を確実に定着させる指導計画の工夫改善 

これは、本時の授業を終えた後のＫ男の感想である。 

 今日は英語がすらすら出てきて快感だった。なんか考えながら英語を話してるっていう気が

していい感じだ。岐阜の地図を使ってやったので不安だったけど、ちゃんと教えたらわかって

もらえたし、僕も友達の英語から場所が分かったのでよかった。特にＴ君は何回も繰り返して

言ってくれたりしてよく分かった。自転車屋がどこにあるのかも分かったし（笑）。 
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 Ｋ男は、本単元での学習の最初に単元終末の活動のイメージを提示したとき、「道案内に必要

な表現をすべて覚えて、あんなふうに実際に使えるのだろうか」と不安を抱えていた。そんな

彼が先にあげたように終末の活動では達成感を味わっているのは、やはり彼にとって障壁とな

っていた英語表現が定着してきたことが一つの大きな要因であると考える。（※資料⑥参照）以

下の３点からこれをとらえた。 

・基礎的・基本的な内容の定着を図る帯活動 

資料⑥中の「絵を見て言えた基本表現」とは、毎時間の冒頭で「めざせ『道案内』の達

人 ペアカード１」を用いて練習した後、ペアでどのくらい言えるようになったのかをチ

ェックした数を示している。３０秒または１分というように時間を区切って、その中でい

えた数を数えるようにしたことで、どの生徒も緊張感をもって取り組むことができた。Ｋ

男は、その数が２→９→１０と増えるにつれて自己評価の段階が上がっていることなどか

ら授業内の活動での充実感が高まってきているようにとらえられる。 

・表現活動に結びつくワークシートの工夫 

仲間と繰り返し対話する中で、タイミングよく流暢に話す姿が増え、毎時間の活動の中

で基本表現が定着する様子も活動の観察から感じられた。覚えることに苦手意識をもつＫ

男が、抵抗感を少なくしながら道案内の基本表現を身に付け、活動の中でもそれらをうま

く組み合わせて指示することができていた。これは「めざせ『道案内』の達人 ペアカー

ド１」に英語表現とともに、動きを示した図を載せることが有効に働いたのではないかと

考えられる。 

・自己評価、相互評価の工夫 

授業内での活動は授業の段階が終末に向けて高まっていく中で、より実践的で複雑なも

のになっていく。第１時の感想では、「問題があまりできなかったのが少し悔しかったので、

今日練習したいと思います。」と言っているように、家庭でもこのペアカードを見ながら練

習を繰り返したと話していた。また、第２時の話し振りを見ると、聞き取った内容の確認

をしたり、必要に応じてもう一度言ってもらうように要求したりしながら対話することが

できていた。その様子はペアが見届けて「めざせ『道案内』の達人 ペアカード２」に示

した観点をチェックしていた。このように彼は本単元での指導事項である運用力も身に付

けながら、対話活動に取り組むことを通して、「よく言っていることが分かった」と記して

いる。 

②伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

本単元に入る前のレディネステストでは、おどおどした様子で、か細い声で音読していた彼

であるが、電話での対話という場面設定で背中合わせで話すことを通して、「ちゃんと教えたら

わかってもらえた」というように相手に分かりやすいような話し方で伝える重要性や、「何回も

繰り返して言ってくれたりしてよく分かった」というように聞き手の理解を確認し、それに応

じて話すことの大切さを実感することができている。このことから、本単元で身に付けさせた

い基礎的・基本的な内容を明らかにしたうえで、活動の形態と意味のやり取りを大切にした言

語活動を設定したことが有効に働いたと考えられる。 

③個に応じた指導・援助を位置付けた単位時間の指導方法の工夫改善 

中間交流会の設定 

 スクランブルでのペア交流の中で、Ｓ子はＹ子と対話し、相手の言ったことを受けて“Turn 
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right?”とタイミングよく確認したり、“I see.”などと気持ちを込めて反応する彼女のよさに触れ、

自分でもやってみようと試みた。本時身に付けさせたかった音声上の特徴をとらえ、その時点

でほぼ確実に口頭で表現できるようになっていたＳ子にとっては、Ｙ子との対話の中がさらに

次の目標をもつきっかけとなったのである。スクランブルでのペア交流では、一人一人がもつ

多様な情報に触れる機会をもつができる。またそれぞれが次々と相手を変えて対話練習できる

ことも、ねらいとする表現を身に付ける上で有効である。自分の表現と比べ確かめたり、仲間

のよさに触れ自分に取り入れたりすることもできる。しかし中には、自分が効果的に学び取れ

る相手と一度も交流しなかった、または交流してもそのよさに気付けなかった生徒がいること

も考えられる。また、Ｓ子と同じような段階にありながら、次のステップへの視点が見つから

ず、活動が停滞してしまった生徒もいるかもしれない。そのように考え、交流の半ばで２回の

中間発表を行い、生徒の姿から具体的に本時の視点に沿ったよさを全体で確認したり、さらに

強めたい視点を交流したりすることを行った。そうすることで、評価規準の実現を目指す生徒

には伝わらなかったときどんなタイミングで繰り返していうのかということや、評価規準を既

に実現している生徒にはさらに区切りに気を付けて話すとよりよく伝わるなど、各生徒の学習

段階に応じた視点を与えるきっかけとなった。 

個の学習状況に応じた教師の援助の工夫 

レディネステストの結果と、学習の見通し表に書かれた自己評価や感想や補助簿をもとに、

生徒の意識に沿って助言するように努めた。朱書きや個別指導時のアドバイスに加え、黒板に

話し手と聞き手のポイントを提示したり、必要に応じてヒントカードを配布するなどしたこと

も、生徒たちの活動の足場になったように思う。 

具体的な助言の内容とその後の姿については、資料⑦に記載する。 

 

４．本単元での成果と課題 

○自己評価、相互評価の仕方を工夫しながら、帯活動を継続して行ったことで、生徒たちが自

信をもって意欲的に活動に取り組むようになってきたこと。 

○１時間を通して分かりやすく伝え合う工夫にこだわり、導入、学習プリント、モデル提示な

ど各段階で一貫して指導したことで、生徒にとって課題解決の視点が明確になったこと。 

○生徒の学習状況を把握する手立てをもったことで、個々への援助の見通しをもって指導にあ

たれたこと。 

○中間交流会の中で、本時のねらいに沿った生徒のよさを具体的な姿を通して確認することで

追究の方向を示し、後半に深まりある活動を生み出すことができた。 

●評価規準を実現している生徒には、英語表現の面で広がりをもたせるなど、さらに伸ばして

いくための手立てをもっておくこと。 


