
事 例 中学校 外国語科（英語） 第２学年

LESSON 5 The United Kingdom(NEW CROWN ENGLISH SERIES 2)

「読み手を意識してまとまりのある英文を書くためのテーマ

単元指導及び授業展開の工夫改善」

授業改 ・基礎的・基本的な内容が確実に定着するための指導計画の工夫改善

善のポ ・生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

イント ・どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改

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て指導を行って

きた結果、自分の伝えたいことを生き生きと話す姿がみられるなどの成果があった。そこ

で、その他の指導事項の一つである「書くこと」について、指導の改善点を明らかにする

ために 「書くこと」について生徒に身に付けさせたい力の実現状況を客観的に把握する、

ことにした。

【把握方法】

「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

学習状況の結果と分析

【結果】※正答率は、各設問の正答率を出題意図別に割り出したもの

第１学年 第２学年

県正答率 本校正答率 県正答率 本校正答率観 点 出 題 意 図

▲ ▲表現の能力 内容のつながりを大切にして書く 50.6% 46.8% 36.5% 32.4%

▲ ▲「 」書くこと 正しく伝わるように書く 70.7% 69.6% 46.2% 45.7%

◎ ▲について 正しい語順で書く 76.5% 80.6% 54.2% 49.3%

「表現の能力」の「書くこと」について、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言える力については◎、十分に身に付いているとは言えない力

については▲を記した。

【分析】

「表現の能力」の「書くこと」について

＜成果＞

第１学年では、英文の構造を理解して正しい語順で書く力を見る問題は、どの問題もほぼ

８０％程度の正答率であり、十分に力が身に付いていると言える。これは、文構造を意識し

ながら教科書を音読することを繰り返し行ったり、新しい言語材料についての理解や練習を

行う活動と実際に言語を使用してコミュニケーションを図る活動を行うことを位置付けたり

してきたことが成果として表れていると考える。

＜課題＞

「書くこと」全般が、十分身に付いていると言えない原因は、次の３点であると考えた。



（１）単元指導計画の面

各単位時間において、一人一人の生徒が本単元で付けたい力をどの程度身に付けつつある

、 。かの分析が不十分であり 単元の終末に向けての段階的な指導・援助が弱かったことである

それは、実際に指導する教師が、付けたい力や終末の活動のイメージにとらわれすぎて、生

徒の実態を十分に捉えていなかったり、終末までに生徒に付けたい力が十分に身に付いてい

ないままに終末の活動を指導したりすることがあったからである。

（２）言語活動の面

書くこと の活動において 相手によりよく伝わるように書く という相手意識や 伝「 」 、「 」 「

えたいことを精選して書く」という意識を生徒にもたせて書かせることや伝え合う喜びを実

感させることがなかったことである。そのため、生徒や教師にとって「書くこと」は 「一、

人で黙々と取り組む活動である」という意識しかなかったように思う。

（３）指導方法の面

「書くこと」における生徒の実態を分析し、教科書に出てくる表現を整理したり、終末の

表現活動で使えるように学習プリントで補充したり、それらの表現が身に付いていくような

指導方法を工夫したりしなかったことである。相手に自分の考えを正しく伝えるためには、

「書くこと」は「話すこと」以上に正確さが求められる。しかし、生徒は、自分の伝えたい

ことをどのような英文を用いて表現したらいいのかがわからない。特に、日本語で思考し、

伝えたい内容をそのまま英語にする傾向のある生徒にとっては、大変難しい活動になってし

まうのである。

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踏まえ 「表現の能力」の「書くこと」の力を一層向上させてい、

くため、次のよ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 5 The United Kingdom NEW CROWN ENGLISH SERIES 2

【重点とする指導事項 「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

【単元の指導目標】

、 、e-mailを書いて約束を取り付ける活動を通して 伝えたい要点を端的にまとめて書いたり

相手に自分の意向を明確に伝えたりすることができる。

Let's make a promise through e-mail.【具体的な活動】

～ を書いて仲間とやりとりし、週末の約束を取り付けよう！～e-mail

＜具体的事項＞

① 基礎的・基本的な内容が確実に定着するための指導計画の工夫改善

ア 終末の活動に向けての段階的な単位時間の指導

イ 生徒への学習の見通しの提示（オリエンテーション時のワークシート）

② 生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

ア 伝え合う喜びを感じることのできる課題の工夫

③ どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善

ア レディネステストによる「書くこと」における一人一人の実態分析



イ 生徒の実態を踏まえ、基本的な表現の定着を図る小テストの実施

（２）改善の具体的方途と実践

① 基礎的・基本的な内容が確実に定着するための指導計画の工夫改善

これまでの指導計画を以下にあるように改善を図った。

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ 単元の概略および終末の活動をイメ １ 単元で付けたい力や終末の活動をイ

ージし、新言語材料を理解する。 メージし 「書くこと」におけるレ、

ディネステストを行う。

２ §１の内容理解と音読をする。 ２ 新言語材料 ( )～ を用いてThere is are .

情報のやりとりをする。

３ §２の内容理解と音読をする。 ３ §１の内容理解と音読を行い、他の

の内容（相手を誘う文）を理e-mail

解する。

４ §３の内容理解と音読をする。 ４ 週末の活動に誘う を書く。e-mail

５ で必要な表現を確認する。 ５ §２の内容理解と音読を行い、他のe-mail

の内容（相手に返信する文）e-mail

を理解する。

６ の に対する返事を書く。 ６ 相手の に返信するALT e-mail e-mail

７ 単元の筆記テストを行う。 ７ §３の内容理解と音読を行い、他の

の内容（相手と合意する文）e-mail

を理解する。

８ 相手と合意する を書く。②e-mail

９ で用いる表現を確認する。e-mail

友達と週末の活動の約束をする。10

単元筆記テストと 書きテスト11 e-mail

を実施する。

ア 終末の活動に向けての段階的な単位時間の指導

ａ レディネステストを位置付ける。

「書くこと」に関する生徒一人一人の実態を把握し、個に応じた指導・援助を行うために

第１時にレディネステストを位置付けた。詳細については、③－アで述べる。

ｂ 言語材料を用いて情報のやりとりを行う。

単に新言語材料を理解するだけでなく、２種類の絵（内容に差異のある）を用いてコミュ

ニケーションを図る活動を行うことで、より習熟を図る。

A: Is there a dog under the desk?（例）

などB: No, there isn't. There is a cat under the desk.



また、授業で音声を用いてコミュニケーションを図る活動を行った後、より定着を図るた

めに、家庭学習として自分が話した英文や仲間から得た情報をノートに書いてくるように指

示をした。

、 。ｃ 教科書の内容を理解した後に 教師が作成した の内容理解を段階的に位置付けるe-mail

（第３，５，７時）

終末の活動（ で友達と終末の約束をとりつける）で、生徒が使うのに便利な表現をe-mail

洗い出し、各単位時間で３つの場面（＜相手を誘う＞＜返信する＞＜合意する＞）を設定し

それらの表現を位置付けて指導した。

＜第３時 相手を誘う文の理解＞では…

Dear class,

I play baseball on my weekends. I like baseball very much. I am a coach of my son's baseball

club. There are sixty members in our club. I think that baseball is fun. Next Saturday and

Sunday we will practice baseball in Elementary School. Let's play it together. I can○○

teach you. Can you do it?

＜相手を誘う文＞ ～ ～ を指導する。Masahiro I will . Let's together. Can you do it?

＜第５時 返信する文の理解＞では…

Dear Masahiro,

Thank you for your e-mail. But I can't play baseball with you and your members. Because I

am busy on my weekend. We will have a basketball game against the Japanese team on weekend.

It is an international game. Today we will practice basketball at Junior High School gym.△△

I will wait for you at school at seven in the afternoon. Is that OK?

＜返信する文＞ 誘いを断る場合ALT

Thank you for your e-mail. But I can't . Because I am busy this Sunday.動詞～

場所 時間 を指導する。I will wait for you at at in the afternoon. Is that OK?

＜第７時 合意する文の理解＞では…

Dear ALT,

Thank you for your e-mail. I like basketball very much. When I was an elementary school

student, I was in the basketball club. I hope that I want to enjoy basketball with you and your

members. I will go to school at seven in the afternoon. See you later!

Masahiro I hope that . I will go to .＜合意する文＞ 主語＋動詞～ 場所～

を指導する。See you later!

ｄ を書く活動を終末の活動に向けて段階的に位置付ける （第４，６，８時）e-mail 。

単元の終末に向けて、 を書く活動を連続した３時間ではなく、第４，６，８時と１e-mail

時間おきに段階的に位置付けた。そうすることで、付けたい力を段階的に身に付けることが

でき、個に応じたきめ細かな指導ができると考えたからである。生徒は、教科書及び教師が

提示した を参考にして＜相手を誘う＞＜返信する＞＜合意する＞という３種類の文をe-mail

書く。

（ 「 」 ） 、これまでにに述べた ～ を単元指導計画 資料３： 単元指導計画 参照 に位置付けa d

終末の活動に向けて段階的な指導を行うようにした。



イ 生徒への学習の見通しの提示

単元でどのような力を身に付けることを目標とするのかを教師だけでなく、生徒自身も意

識することが、大切である。そこで、別紙（資料４： 英語通信」参照）のように生徒が単「

元の見通しをもてるようにワークシートを作成し、オリエンテーションで指導した。

第２学年 ( )LESSON 5 The United Kingdom NEW CROWN ENGLISH SERIES 2

ワークシートに記載した内容は次のとおりである。

＜単元で付けたい力＞

・単元を通して、身に付けたい力を示す。

＜単元の課題＞

・単元の終末に行う活動を示す。

＜単元学習計画＞

・ 学習予定日 「学習内容と評価規準」を示す。「 」

＜具体的な評価規準＞

、 。・４つの評価の観点について 授業でできるようにしたい目標を生徒にわかりやすく示す

② 生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

ア 伝え合う喜びを感じることのできる課題の工夫（第５時において）

＜従前の課題＞ ＜改善した課題＞

の先生からの ⇒ 相手の提案した内容と日時に対し、自分の予定とALT e-mail

に返信しよう。 考え合わせて、返信する を書こう！e-mail

ａ を書く目的をより明確にした課題の設定e-mail

前時までに、生徒全員が相手を「週末の活動に誘う」 を書いており、本時は相手のe-mail

に各自が「返信する」活動を設定した 「 の先生からの に返信しよう」とe-mail ALT e-mail。

いう従前の課題では、相手に自分の意向を明確に伝えようとする意欲を生徒がもてないだけ

でなく、全員の が似通った英文となってしまう。e-mail

そこで 「一人一人が内容の異なる を仲間から受け取り、相手の提案した内容と日、 e-mail

時に自分の予定を考え合わせて返信する」活動を設定することにより 「相手との約束を取、

り付けるために伝えたい要点をまとめて書こう」とする意欲的な姿を生み出すことができる

と考えた。

ｂ 魅力的な言語活動の設定

（ 、 ） 、生徒はまず相手の の内容 いつ どのようなことを誘っているか を読んで理解しe-mail

それに返信する活動を行う。そこには、相手の をもらうまで、どのようなことが書いe-mail

てあるのか想像がつかない意外性とすぐに返信しなければならない即時性がある。このこと

が、より相手に伝えたいという意欲と相手に伝わったという喜びを生み出すと考えている。

ｃ 適度な抵抗をもたせたペアの設定

活動に意外性をもたせると同時に、安易に合意する を書いてしまわないことをねらe-mail

い、各自が書いた「週末の活動に誘う」 を教師が混ぜ合わせ、以下の点に配慮して各e-mail

自に配布した。

ア できるだけ男女で交換 イ 班以外の仲間と交換

Let's play baseball together. I will go男子の多くは など男子特有のスポーツが多く、女子は

～ などが多かったからである。また、班以外の仲間とshopping. I hope you will go to together.

交換することで、事前に互いのもつ情報を知り得ないという があるだろうとinformation gap



考えたからである。

ｄ 自己決定する場をもたせた活動の設定

生徒が返信したのは以下のパターンである。

ア 日時変更依頼 イ 内容変更依頼 ウ やってみる

相手が誘ってきた時間に対し、自分の都合を考え、誘われた内容に対して合意できるのか

を判断して返信する。そこに「相手意識」があるわけである。

生徒は相手の誘いに対して、そのまま内容にも日時にも同意するのか、それとも日時や内

容の変更をお願いするのかを自己決定をする。そして誘われたことに対し、自分の考えを相

手に伝えなければならない必然性が生じる。それらの活動を通して 「書くこと」の楽しさ、

を生徒は感じることができると考える。

③ どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法

ア レディネステストによる「書くこと」における一人一人の実態分析

第１時に以下のようなレディネステストを行い、一人一人の実態を分析し、指導の手だて

を考える参考とした （資料５： レディネステスト」参照）。 「

○次の用件を相手に伝える伝言文を３文以上の英語で書きなさい。

・次の日曜日に公園でテニスをする。

・朝９時に駅で待ち合わせをする。

・ 一緒にやろう」と誘う。「

・都合がいいか尋ねる。

＜Ａ男の場合＞ ＜Ｂ子の場合＞

I will play tennis in park next Sunday. I'm play tennis in the park next Sunday.

Mornning nine（空欄）

Let's try Let's together.

（空欄） （空欄）

・ 動詞と一般動詞の使い分けができていない。be

・日本語をそのまま単語に変換している。

・単語を正しく書く力が付いていない。

・基本的な文型を書く力が身に付いていない。

イ 生徒の実態を踏まえ、基本的な表現の定着を図る小テストの実施

・授業の始めの５分間に小テストを継続して行い、定着を図る （資料６： 小テスト」。 「

参照）

終末の活動で使えそうな表現を意図的に小テストに位置付け、毎回継続して実施した。ま

た、レディネステストで把握した生徒の実態も参考にしながら、授業の中できめ細かく個別

指導を行うことで、生徒は基本的な表現を身に付けることができると考えた。

theがない

適切な動詞が書けていない

be動詞と一般動詞を混同

日本語変換文・単語つづりミス

動詞の欠落

実態の把握

分析

手だて

基本文型が身に付いていない



３ 授業改善後の成果

（１）生徒による授業の終末における自己評価

自 己 評 価 の 観 点 人 数

１）英語の文法に従って、いつ、どこで、何があって、どうして欲しいのか ◎ １０人

を書くことができましたか。 ○ ２５人

表現－正確な英文 △ ４人【 】

２）相手の の文章に対して、適切に応答する英文を書くことができま ◎ １８人e-mail

したか 表現－適切な英文 ○ １７人。 【 】

△ ４人

上記の自己評価からみると、生徒は、本単

元で付けたい力がおおむね身に付いていると

評価している。また 【表現－正確な英文】、

については、レディネステストでは、◎がつ

く生徒は一人もなく、○は３９人中４人程度

であった。しかし、授業の終末における確認

テスト（レディネステストと同様の問題）で

は、３７人がほぼ完璧な英文を書くことがで

きていた。

平成１６年度学力状況調査第２学年で▲を

付した「内容のつながりを大切にして書く」

「正しく伝わるように書く 「正しい語順で」

書く」という観点において 「おおむね満足、

できる」状況を達成できたのではないかと考

える。

（２） 具体的な授業改善事項について

① 基礎的・基本的な内容が確実に定着するための指導計画の工夫改善

writing e-mail終末の 活動（相手を誘う、返信する、合意する）に向けて、段階的な指導（

で使う表現の理解、小テストの実施、誘う・返信する・合意する を書く）を各単位時e-mail

間に位置付けることで、生徒は英語で「書くこと」に対する不安を払拭し、自分の意思を伝

える喜びをもち始めた。それが学習に対する積極的な態度となって表れた。

＜この単元を通して【書くこと】に対する力は高まりましたか？単元の学習を振り返ってみよう＞

「この単元で【書く力】がとても身に付いたと思う。今までは難しく考えてしまったけ

ど、小テストなどで習った英文で前よりは書けるようになった （Ｄ男）。」

「最初の頃は全然英文を書くことができなかったけれど、授業を受けるにつれて英文が

徐々に書けるようになった。英語で相手にメールが届けられて、それを相手が理解して

くれることがうれしかった （Ｅ男）。」

「この単元をやる前は【書くこと】がすごく苦手でした。でもこの単元のメール表現を

使い、メールを相手に書くということをやって、すごく楽しかったし、いろいろな表現

を使って書けるようになりました！この単元で使えるようになった表現をこれからの勉

強につなげていきたいです （Ｆ子）。」

Ｃ子の単元終末の テストwriting



② 生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

相手の を読み、その場で即時的に返信する活動を行うことで、相手意識が生まれ、e-mail

、「 。」「 。」相手に伝える喜びを感じ 書くことが楽しい もっといろいろなことを書いてみたい

という気持ちを多くの生徒がもつことができた。

ア 日時変更を依頼したＧ子の場合

Thank you for your e-mail. But I can't go to city. Because I'll listen to music with my○○

friend. So I can't go there together. I'm sorry. But I can go there next Sunday. I like city, too!!○○

I hope that you will change your plan.

Ｇ子は、誘われた日時に友達との約束があるので、日時の変更を依頼する返信 を書e-mail

いた。相手が誘ってくれた内容に対し、 ○○ と相手を思いやる表現を書くこI like city ,too!!

とができている。

イ 内容変更を依頼したＨ男の場合

Thank you for your e-mail. But I can't go to Regular Concert. Because I will play soccer this

Sunday. I'm sorry. I will go shopping next Saturday. Can you go shopping with me? I will wait for

you at station at one in the afternoon. Is that OK?△△

Ｈ男は、誘われた日曜日には予定があり都合が悪いので、新たに土曜日に に誘うshopping

返信 を書いている。単に拒絶して終わるのではなく、何とか終末の約束を取り付けよe-mail

う（コミュニケーションの継続）という姿勢が見られる。

ウ 合意したＩ男の場合

Thank you for your e-mail. I can go to the soccer game. I like soccer game very much. But I

don't know ABC park. Will you tell me ABC park?

OK. I like soccer very much. But I don't knowと合意するだけでなく と自分の意思を伝えたり、 、

とコミュニケーションを継続していこうとする表現を書ABC park. Will you tell me ABC park?

くことができている。

返信内容も前時までに指導した基本的な文型を用いながらも多種多様となった。初めに誘

った生徒も「相手がどのように書いてくれるだろうか 」と楽しみにして、返信の文章を読。

むことができていた。

一人一人が内容の異なる に返信できる状況を作り、 を書く目的を明確にし、e-mail e-mail

意外性と即時性のある課題を設定したこと、適度な抵抗をもたせた意図的にペアを設定した

こと、自己決定する場をもたせた活動の設定したことで、生徒は意欲的かつ仲間と意思を伝

え合うことに楽しさや喜びを感じることのできる言語活動となったと考える。

③ どの生徒も「おおむね満足できる」状況を達成できるための指導方法の工夫改善

e-mail「基本的な文型を書く力 「単語を正しく書く力」の弱さが明らかになったので、」



で用いる基本的な表現を小テストに位置付け、継続して実施した。そうすることで、生徒は

家庭学習にも力を入れ始め、単元始めのレディネステストでは、与えられた課題に対する英

文を書くことができなかった多くの生徒は、

基本的な表現に習熟することができた。した

がって、どの生徒も「おおむね満足できる」

状況を達成することができたととらえた。ま

た 「書くこと」に対する弱さについてもあ、

る程度克服することができたと考える。

前述したＡ男とＢ子も家庭学習に力を入れ

てテストに臨み、毎回ほぼ満点を獲得できる

ようになった。レディネステストでは、日本

語に合う単語を並べていただけのＢ子も基本

的な文型を次第に身に付けていった。空欄が

、目立っていたＡ男も返信 を書く時にはe-mail

小テストにあった表現を用いて、すらすらと

英文を書くことができていた。その時のＡ男

の自信に満ちた表情が印象的であった。

Ａ男の第２回小テストの結果


