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事 例 中学校 外国語科（英語） 第３学年  

Speaking Plus３ 道案内（NEW HORIZON English Course３） 

テーマ 「伝えたいことを適切に伝え合う力を付けるための 

単元構成および授業展開の工夫改善」

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】（単元レベル）  

第３学年 Speaking Plus３ 道案内（NEW HORIZON English Course３）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）  

①間違いを恐れず意欲

的に道案内活動に取

り 組 も う と し て い

る。  

（コミュニケーション

の継続）  

②聞き取った内容を繰

り 返 し て 確 か め た

り、聞き取れなかっ

たとき、聞き返した

りして理解しようと

している。  

 

③聞き手の理解を確か

めながら、それに応

じて話そうとしてい

る。  

（正確な発話）  

①道案内特有の表現を

適切に使って、相手

に正しい道順を教え

ることができる。  

 

（適切な発話）  

②相手の理解の度合い

に応じて大切な語を

繰り返したり、求め

られている情報につ

いて、適切に応えた

りして話すことがで

きる。  

（正確な聞き取り）  

①路線名や数字、駅の

名前などを手がかり

にして、道順を正し

く聞き取ることがで

きる。  

 

（適切な聞き取り）  

②聞き取った内容を繰

り 返 し て 確 認 し た

り、さらに詳しく知

りたい情報について

問い返したりするこ

とができる。  

（ 言 語 に つ い て の 知

識）  

①道案内に必要な表現

を理解している。  

 

②対話の中の場面や状

況に応じて、必要な

情報について簡単に

尋ねたり答えたりす

る 方 法 を 知 っ て い

る。  

「聞くこと」「話すこと」の音声による言語活動において、平成１６年度学習状況調査の結

果から、県全体の傾向と同様に本校においても、場面や状況から相手の意向を汲み、言語形

式によらないで適切に応答する力をつけることが課題であることが明らかになった。これま

で行ってきた言語活動において、相手とのやり取りを深めていく中で単位時間のねらいを達

成していく活動の位置付けが不十分であったことが考えられる。今回取り上げる単元では、

対話の流れに応じて、相手との interaction を深めていく視点を取り入れ、指導にあたる。

学習状況の把握  
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そこで、単元の学習に入る直前に、「話すこと」（イ）にかかわる、相手の理解の度合いや、

求めている情報の内容に応じて話すことについての学習状況と、「聞くこと」（エ）にかかわ

る、聞き取った内容を確認したり、さらに詳しく知りたい情報について聞いたりすることに

ついての学習状況をレディネステストの形で把握しようと考えた。テストの方法と結果は次

のようである。  
【把握方法】  

・ 筆記によるペーパーテスト。  
２年生で学習した街中での道案内の場面がもとになっている「ある状況」を示し、それに

どう対処するかを調べ、全体と個についての学習状況と傾向を把握する。ここでいう「ある

状況」とは、次の２つに分けられる。また、それぞれ以下のような対処の仕方で、場合によ

ってはそれを組み合わせるなどして対処することが予想される。  
場面状況  予想される対処の仕方  

１ 相手が説明する

道案内の指示の中

のポイントとなる

部分で、よく聞き

取れない部分があ

った。その部分の

内容を確かめよう

とするとき、相手

の指示文に続いて

自分ならどのよう

に述べるか。  

○確かめたい部分について、疑問詞を用いて、完全な文で聞き返す。  
  例）How many blocks should I go? 
○確かめたい部分について、疑問詞を用いて、簡略化した文で聞き返

す。  
  例）How many blocks? 
○確かめたい部分の内容と予想される具体例を挙げて、確かめたい部

分を明らかにして聞き返す。  
  例）Turn left or right? / First corner? Second corner? 
○聞き取れなかった部分を含む文全体を繰り返してもらうように頼

む。  
  例）Pardon? / Once more, please. 

２ 自分が道案内を

しているとき、あ

る 指 示 を 与 え た

が、相手の様子か

ら内容が伝わって

いるのかどうか不

安になった。そこ

で、自分が伝えた

い内容を確実に伝

えるために、自分

が指示した文の後

に何と述べるか。  

○簡単な確認表現で、相手の理解を確認する。  
  例）All right? / O.K? / Do you understand? 
○指示全体を繰り返す。  
  例）Go straight for three blocks.  Go straight for three blocks. 
○伝えたい内容のポイントとなる部分を繰り返す。  
    例）Turn right at the third corner, third corner. 
○伝えたい内容はそのままに、文を違う表現に言い換えて伝える。  
  例）Turn right at the third corner. →Go down the street for 

three blocks.  Then turn right. 
○伝えたい内容を補足する説明を加える。  
  例）Go down Kinka Street.  It’s between Chusetsu Street and 

Nagara Street. 
 
 
【結果】（対象は３５人）  

○「聞くこと」  
聞き取った内容を確認したり、さらに詳しく知りたい情報について聞いたりすること  評価項目  

 
 

状況  
① 

繰り返しを求め

る 

② 

具体を挙げて確

認する 

③ 

疑問詞を用いて簡略

化した文で尋ねる 

④ 

疑問詞を用いて完

全な文で尋ねる 

十分またはおおむね満足できる  １５人  ２０人  １０人  ８人  
努力を要する  ２０人  １５人  ２５人  ２７人  

 
○「話すこと」  

学習状況の結果と分析  
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相手の理解の度合いや、求めている情報の内容に応じて話すこと  評価項目  
 
 

状況  
⑤ 

理解したかを問

う 

⑥ 

ポイントをとらえ

て繰り返す 

⑦ 

文を言い換える 

⑧ 

補足説明を加える

十分またはおおむね満足できる  ２６人  １８人  ４人  ２人  
努力を要する  ９人  １７人  ３１人  ３３人  

 

【分析】 

○「聞くこと」についての状況  
現段階では今回のレディネステストに加え、授業中の生徒の発話の観察から、内容を正し

く理解することについてはおおむね良好であるととらえている。しかし、聞きたいポイント

を絞って聞き返し、内容を正しく理解することについては不十分さが目立った。簡単な表現

でも十分相手に聞き返すことができることを適宜投げかけ、自信をもってコミュニケーショ

ンを図れるよう配慮していきたい。  
○「話すこと」についての状況  

今回のレディネステストでは、ポイントとなる部分を繰り返したり、相手の理解を簡単な

表現で確認したりしようとする姿が予想以上に見られた。これは、状況をかなり特定し対処

の方向をほのめかすような出題の仕方であったことに加え、考える時間が確保された筆記に

よるテストであったことも影響していると考えられる。不十分さが感じられるのは、文を言

い換えたり補足説明を加えて相手の理解を容易にしたりすることについてである。これらは

相手の理解に応じて、より適切に伝えていく方法を十分身に付けていないことを示している。

本単元の活動の中では、相手に確実に伝えるという意識をもって、対話の流れに応じて積極

的に相手の理解を確認したり促したりできるようにしていきたい。 

このように「適切な聞き取り」「適切な発話」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状況を生み出した原因を２年生での道案内の単元での実践を踏まえ、

次の３点から分析した。 

 （１）指導計画について 

  単元の終末でより実践的なコミュニケーションを実現するには、前時までに道案内特有の

表現とそれにかかわる語彙など、基礎的・基本的な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単元終末の活動に向かわせたために、「相手に求めら

れている情報について、簡単な英語で適切に応える」という工夫まで意識が達しなかったと

いえる。また、単元で付けたい力について、生徒の実態を踏まえて見直していく必要がある。 

 （２）言語活動について 

ねらいとしては相手を意識した話し方に焦点を当てたものの、実際の授業の中で行う言語

活動において、相手に何としても伝えなければならないという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、今までよりよ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いえる。 

 （３）指導方法について 

  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達

成状況が違う中でも、画一的な指導・援助に陥ったり、一人の生徒につきっきりとなってし
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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、

以下のことに配慮して授業改善に取り組んだ。 

【実践単元】 Speaking Plus３ 道案内（NEW HORIZON English Course ３）全３時間 

【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 

            聞くこと（エ）話し手に聞き返すなどして内容を正しく理解するこ

と。 

【単元の指導目標】  道案内をする活動を通して、案内をするときの表現がわかり、相手

の理解の度合いや、求めている情報の内容に応じて話したり、聞き取

った内容を確認したり、さらに詳しく知りたい情報について問い返し

たりしながら、その表現を用いて目的地までの電車やバスでの行き方

を尋ねたり教えたりすることができる。  
【具体的な活動】   道順を尋ねる・教える 

＜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 

   まず生徒の実態を踏まえて、本単元での指導事項を再設定し指導計画を見直す。そ

の後、単元のねらいを実現するために必要な基礎的・基本的な内容を定着させた上で、

単元終末での活動を行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、

毎時間の道案内の活動後、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がもてるように

する。 

② 伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

本単元で「伝えたいことを適切に話す力」を高めることをねらって、課題を達成す

るために、相手の理解の度合いや、求めている情報の内容に応じて話したり、聞き取

った内容を確認したり、さらに詳しく知りたい情報について問い返したりする必然が

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 

生徒一人一人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、本時に達成させたい姿を具体化した上で個別指導にあたる。また、「中間交

流会」を設定することにより、全体の前で本時目指す姿を意図的に取り上げて価値付

ける。それにより生徒が目指す姿の具体的なイメージをもちながら、課題へ向かうこ

とができるようにする。 

  

（２）改善の具体的方途と実践 

授業改善へ  
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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３つの手立てをもち実践した。 

ア 指導目標と言語活動の見直し 

   昨年度までは、より複雑になる道案内の内容や、難易度が高くなる道案内の表現を念頭

に置き、伝えたいことを整理して順序立てて話すことをねらいの中心にすえていた。今回

は、より複雑で、難易度が高い道案内の表現だからこそ、話し手と聞き手が相互に相手意

識をもち、相手の理解の度合いや、求めている情報の内容に応じて話したり、聞き取った

内容を確認したり、さらに詳しく知りたい情報について聞いたりしながら、聞き手と話し

手が理解を深め合って適切に道案内することをねらいとした。それに伴って指導事項とそ

の具体を変更し、より相互理解を深める必然のある活動を設定し、ねらいを達成すること

ができるよう配慮した。（※下図参照）  
 従前の計画  改善後の計画  
単
元
の
ね
ら
い 

○目的地までの乗換えを含む

電車やバスでの行き方を尋ね

たり、教えたりする活動を通し

て、何に乗りどこで乗り換える

のかということを順序だてて

説明することができる。  

○目的地までの乗換えを含む電車やバスの経路案内をする活

動を通して、相手の理解の度合いや、求めている情報の内容

に応じて話したり、聞き取った内容を確認したり、さらに詳

しく知りたい情報について聞いたりしながら、聞き手と話し

手が理解を深め合って適切に道案内することができる。  

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。  

「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。  
「聞くこと」（エ）  

話し手に聞き返すなどして内容を正しく理解すること。  
・聞き手の理解を確認し、場や状況に応じた表現を選んで話

すこと。  
指
導
事
項
の
具
体 

 
 
伝えたいことを整理して順序

立てて話すこと。  

 

・聞き取れなかったときに、相手の話した英語を繰り返して、

聞き取った内容を確認すること。  
・さらに詳しく知りたい内容や情報について問い返すこと。  

イ 授業冒頭の帯活動の工夫 

第１時で絵図を用いて道案内の表現を導入、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み、

自己の伸びを実感できるよう配慮した。（資料３：「めざせ『道案内』の達人 ペアカード

１」参照） 

ウ 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

の表には毎時間の評価規準を生徒向けの表現で記し、単元のねらいの達成に向けて毎時間

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：「学習の

見通しカード」参照） 

相互評価は２つの場面で取り入れた。一つは毎時間の授業の冒頭で、道案内で使われる
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基本表現を口頭で述べることができるかどうか、ペアでチェックしあう場面である。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、互いの習熟状況が正確に把

握できるようにした。もう一つはペアで道案内をする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ることとした。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を行うことができるようにした。

（資料５：「「めざせ『道案内』の達人 ペアカード２」参照） 

② 伝え合う喜びのある言語活動の工夫改善 

英語を使って意思を伝えることができた時のうれしさや，情報のやりとりにより新たな

視点に触れたり，互いを深く理解し合えたりした時の感動が，英語でコミュニケーション

を図る上での醍醐味であると考える。また、そういった体験が生徒の学び続けようとする

気持ちにつながり，より分かりやすく相手に伝えようとする意欲に結び付く。それは，実

践的コミュニケーション能力の基礎をはぐくむ上で不可欠な要素だと考える。このような

考えのもと、生徒が「今日はこんな工夫ができたから，今までよりよく伝え合うことがで

きた」と英語で伝え合う喜びを実感できるよう、以下のように言語活動の工夫改善を試み

た。 

ア 伝え合う必然性のある言語活動の設定 

○本単元の終末の活動 

『班の観光プランを実現するために、分担された目的地への電車での行き方を人に聞い

て調べ、班に戻って報告しよう。』  

○ 本時ねらいとする指導事項の具体 

「聞き手の理解を確認し、場や状況に応じた表現を選んで話すこと」 

「聞き取れなかったときに相手の話した英語を繰り返して、聞き取った内容を確認する

こと」  
「さらに詳しく知りたい内容や情報について問い返すこと」  

○この活動の意図 

本単元の終末である本時では、上記の指導事項の具体に示されている力を総合的に用い

ることをねらいとして、『班の観光プランを実現するために、分担された目的地への電車で

の行き方を人に聞いて調べ、班に戻って報告しよう。』という課題に基づいて活動を行うこ

とで、互いに伝え合う必然を生み出したい。また、班で報告しあい、１つの観光プランを

完成させる活動を位置付けることで、一人一人に確実に目的地までの経路を理解してくる

必要性を生み出すことをねらう。それにより、聞き取った経路を他者に説明できるように

しっかりと相手の英語を理解することが必要となり、聞き手に単元でねらいとする力をは

ぐくむことにつながると考える。  
今回行う経路案内は、これまでに行ってきた何通りも目的地への達し方がある街路での

道案内に比べて、路線がある点で制約が増える。さらに、乗り物に乗り降りする表現や乗

り換える表現など、言語材料もより複雑で難易度の高いものになっている。だからこそ、

確実に必要な情報を伝え合うための工夫として、「どこまで理解できていて、どこから分か

らないのか」を確かめ合いながら、さらに必要な情報を求めたり、相手の理解の度合いに

応じて教えたりすることが効果的であると考える。 

○言語活動を設定する際の留意点 
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本時では主に次の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

い課題解決を図ることができるようにした。 

i)情報に差のある路線図をもとに、グループ外の生徒同士で経路を尋ねあう活動 

・グループ内でどこの目的地までの行き方を聞き取ってくるのか分担する。 

→自分の分担の目的地までの行き方を知っている他のグループのメンバーに尋

ねる。 

ii)聞き取ってきた情報を、グループ内で伝え合い共有化する活動 

・身に付けてきた表現を用いて、相手に応じて確実に情報を伝え合うことを意識し

ながらやり取りを楽しむ。 

・ペア同士で評価しあい、評価カードをもとに自分の伝え方と聞き方を見直し、前

時までの課題が達成できているかを明らかにする。 

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 

ア 全体指導における口頭練習と中間交流会の設定 

電車での経路案内にかかわる表現を全体で確認する。全体で声に出して練習する場を設

けるが必要に応じて個別に言うことも取り入れ、テンポよく行うようにする。その後、簡

略化された路線図をもとに、対話練習をすることで、相手に応じて話すことの習熟を図る。 

また、前半の活動から後半の活動に移る前に中間交流の場を設定し、全体の場で仲間の

発表を聞く。それにより、自分とは違った視点でよりよく伝え合っている仲間のよさや、

新たな英語表現を学ぶ。 

イ 個に応じた指導・援助 

生徒の自己評価表、相互評価表を含む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、傾向別に分類することで、個への言葉掛け等、個に応じた

指導の改善に生かした。（資料６：「レディネステスト：分析と指導の方向」参照） 

 

３ 授業改善後の成果 

 上記の①～③の授業改善を実施したことにより、生徒は、相手に応じて話したり、相手の伝

えようとしている内容を正確に理解するため進んで問い返して確認したりすることができるよ

うになった。それは、単元終了後に教師と対象の生徒が「道を尋ねる側」「道案内をする側」に

分かれて対話形式行ったパフォーマンステストの結果からもいえる。 

 パフォーマンステストのやり方は以下の通りである。  
（１）教師：「道を尋ねる」生徒：「道案内をする」  

 生徒が道順を説明している途中で、教師が意図的に聞き取れなかった様子を見せたり、

実際に聞き返したりする。そのときの生徒の様子を観察し、相手の理解に応じて話そうと

しているかを評価する。  
（２）教師：「道案内をする」生徒：「道を尋ねる」  
  教師が道順を説明する中にあえて難解な表現を含め、その部分を理解しなければ、目的

地が特定されない状況を作る。そのときの生徒の様子を観察し、聞き取った内容を繰り返

して確認したり、分からない情報について問い返したりすることができているかを評価す

る。  
 その結果は、以下のようになった。 
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（１）について 

○教師が意図的に聞き取れなかった様子を見せたとき、“O.K.”  “Get it?” “Do you  
understand?”などの確認表現を使って、確認することができたかどうか。  
・「おおむね満足できる」状況と判断される生徒              …３３人  
・「おおむね満足できる」状況にないと判断される生徒            …  ２人

○教師が分からない点について聞き返したとき、ポイントを押さえて応答することができ

たか。 

・「おおむね満足できる」状況と判断される生徒              …３０人

・「おおむね満足できる」状況にないと判断される生徒            …  ５人

→教師が意図的に聞き取れなかった様子を見せたとき、何らかの確認表現を使って、確認する

ことができる生徒がほとんどだった。このことから、相手の理解に応じて話すことについて

は全体として「おおむね満足できる」状況であると判断した。教師が聞き返したことについ

て応答することについても、全体としては「おおむね満足できる」状況であると判断できる。

しかし、沈黙してしまったり、答えるポイントのずれを感じたりするものが５人いた。今後

さらに基本的な英語表現と音声を合わせて指導していくことが大切であると考える。 

（２）について 

○聞き取った内容を繰り返して確認したり、分からない情報について問い返したりするこ

とができたか。 

・「おおむね満足できる」状況と判断される生徒              …３２人

・「おおむね満足できる」状況にないと判断される生徒            …  ３人

→３２人の生徒は、“Three stops.  I see.”などと理解した内容を口に出して確認したり、どの

路線を利用すればよいかわからないときに“Which line?  Blue one?”と尋ねたりすることがで

きた。このため、全体としては「おおむね満足できる」状況であると判断する。しかし、３人

の生徒は、基本的な英語表現の未定着から、どのように尋ねればよいのかが分からず躊躇した

り、日本語に頼ってしまったりする傾向が見られた。補助プリントを見ながらであれば、尋ね

ることはできるので、今後は毎時の授業の中で、“read and look up”を取り入れるようにする

ことで、補助プリントに頼りすぎないような工夫をしていきたい。 

 


