
事 例 中学校 外国科（英語） 第３学年  

Unit5 Video Games （NEW HORIZON ENGLISH COURSE 3） 

テーマ 「共に学び合う中で、一人一人が自分の英語の力の高まりを感じ、実践的

コミュニケーション能力をはぐくむ学習指導の在り方」 
授 業 改

善 の ポ

イント 

・一人一人のコミュニケーション能力を高める学び合いの工夫 

・自己の英語の力の高まりを確かめる場の位置付 

 
１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握  
本校では、これまでに音声によるコミュニケーション能力の基礎を養うことを重視して取り組んで

きた。また、４月に、生徒に行ったアンケート（１年生から３年生）からも、「英語で話せるようにな

りたい」という希望を抱いている生徒が多いことが分かった。このことから、４領域の中で、「話すこ

と」の力をさらに重点的に伸ばしていきたいと考えた。しかし、「話すこと」においてどのような力を

伸ばしていくとよいのか、また、その力にかかわる生徒の学習状況はどのような状況であるのかを教

師が明確に把握していなければ、生徒の「話すこと」の力を確実に伸ばしていくことはできない。 
そこで、「話すこと」における生徒の学習状況を具体的に把握し、分析することで、生徒にどのよう

な力を身に付けさせていくとよいのか明確にし、その力を付けるために指導方法の改善を図りたいと

考えた。 
今回は、「話すこと」における指導事項（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」に焦点をあてて実践を行う単元 Unit5 Video Games にかかわる生徒の学習状況を把

握することにした。 
実践する単元 Unit5 Video Games の評価規準は以下の通りである。（単元レベル） 

 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 

評 
 

価 
 

規 
 

準 

（言語活動への取組） 
①既習の表現を使って

自分の考えを積極的

に話そうとしている。 
 
 
（ミュニケーションの継続） 
②相手の理解を確認し

ながら話そうとして

いる。 
 

（正確な発話） 
①伝えたいことの根拠

の構成を考えて相手

に正確に伝えること

ができる。 
 

（適切な発話） 
②場面や相手の理解に

応じて、適切に既習

の表現を選択し、話

すことができる。 

（適切な読み取り） 
①英文の内容を根拠と

なる英文を明らかに

して読み取ることが

できる。 
 
（適切な聞き取り） 
②相手の伝えたい内容

の根拠などを、自分

のものと比べながら

聞くことができる。 
 
 

（言語についての知識） 
①現在分詞と間接疑問

文の構造を理解して

いる。 
 
（文化についての理解） 
②家庭、学校や社会に

おける日常の生活や

風俗習慣などを理解

している。 

この単元で重点とする指導事項（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」と付けたい力について、本校の英語科では以下のように考えている。（資料３：「『話すこと』に

おける指導事項と付けたい力の一覧」参照） 
指導事項 付けたい力 



（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 

a:相手に聞こえるはっきりとした大きな声で発音する力 
b:文の中の大切な語句に強勢を置いて話す力 
c:主語＋動詞などの語順に留意しながら正しく話す力 
d:与えられたトピックについて簡単な英語で話す力 
e:話したいことをまとまった量の英語で話す力 
f:話したいことの構成を考えて話す力 
g:自分の意見や感想を交えて話す力 
h:相手の理解を確かめながら話す力 
i:話したいことを簡単なメモを見ながら話す力 
j:一つの表現を別の表現で置き換えて話す力 
k:ジェスチャーや絵などを使って話す力 

また、３年生という発達段階を考慮し、実践する本単元までの指導事項（イ）に関連する単元を以

下のように設定している。 
単元 言語活動 中心となる指導事項 付けたい力 

Warm-Up 
My Country 

紹介をする ～日本の紹介をしよう～ 
・ＡＬＴに対して、「日本のここがすばらし

い！」というスピーチを行う。 

Ｓ（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 

b:語句に強勢を置い

て話す力 
d:与えられたトピッ

クについて簡単な

英語で話す力 
e:話したいことをま

とまった量の英語

で話す力 
Unit3 
Children of 
the World 

自分のアイデアを仲間と交流する ～バン

グラディッシュのためにできること～ 
・バングラディッシュに使用済み切手を送

ることが教科書では紹介されている。こ

の他のアイデアを考え、仲間と意見を交

流し合う。 

Ｓ（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 

f:話したいことの構

成を考えて話す力 
g:自分の意見や感想

を交えて話す力 
h:相手の理解を確か

めながら話す力 

 
【把握方法】（３年生１クラス ３８人を対象として） 
そこで、実践する単元に関連する２つの単元（Warm-Up  My Country と Unit3  Children of the 

World）において、学習状況をパフォーマンステスト（○○市の紹介スピーチと自分のペンパルの紹

介スピーチの評価）によって把握した。 
 

学習状況の結果と分析 
【結果】 

 分析した観点  結果＜Ａ十分満足 Ｂおおむね満足 Ｃ努力を要する＞ 
b:文の中の大切な語句に強勢を置いて話す力 
d:与えられたトピックについて簡単な英語で話す力

e:話したいことをまとまった量の英語で話す力  
f:話したいことの構成を考えて話す力  
g:自分の意見や感想を交えて話す力 
h:相手の理解を確かめながら話す力  

Ａ２８％      Ｂ６７％     Ｃ ５％ 
Ａ２１％      Ｂ７３％     Ｃ ６％ 
Ａ１４％      Ｂ７１％     Ｃ１５％ 
Ａ１３％      Ｂ７４％     Ｃ１３％ 
Ａ２６％      Ｂ６６％     Ｃ ８％ 
Ａ ８％      Ｂ８１％     Ｃ１１％ 

 
【分析】 



○ １年生から大切にし、繰り返し指導を続けてきた b、 d、 g の力は身に付いてきていると考えら

れる。これは、授業開始時における帯活動として、毎時間絵を提示し、３文から５文程度の英文で

説明し合う活動を継続してきた成果であると考える。 
△ 特に重点的に付けていきたいのは、「おおむね満足できる」状況の生徒、「努力を要する」状況の

生徒ばかりでなく、「十分満足できる」状況の生徒の割合も低い結果となった次の３つの力である。 
e:話したいことをまとまった量の英語で話す力  
f:話したいことの構成を考えて話す力  
h:相手の理解を確かめながら話す力  

これらの力が弱い原因として、以下のように考えた。 
・話し手の相手に対する意識が低く、一方的な会話になっていること 
・会話の流れがパターン化されており、その場で判断して会話を行っていないこと 
・基礎的・基本的な学習内容が、場面や状況に応じて生かされていないこと 
・仲間との交流が単なる意見交流で終わってしまい、自分の表現に取り入れることができていないの

で、表現が多様化しないで、英語の発話量が増えていかないこと 
・相手の話に対して質問したり、反応したりしながら、コミュニケーションを継続させようとしてい

ないので、英語の発話量が少ないこと 
相手意識を生み出し、場面や状況に応じた受け答えの力を伸ばすためには、仲間同士で英語を活用

し、学び合うことが有効だと考える。また、仲間のよい表現を積極的に取り入れていくことで、より

豊かなコミュニケーション能力をはぐくむこともできると考える。そのために、生徒が「何を、どの

ような方法で学び合うのか」をはっきりとさせて指導に当たりたい。 
 また、どうしても会話がパターン的であったり、基礎的・基本的な学習内容が、場面や状況に応じ

て生かしきれていなかったりすることを踏まえ、上で述べた学び合いとともに自己の表現を深め広げ

ることができるようにしたい。しかし、それは、生徒が必要とする表現を教師がその都度教えている

ようでは、教えた表現しか活用できない。大切なのは、学習してきた表現を基にしながら、自分で組

み立て、表現できる力である。そのために、生徒が少しずつでも、自分の英語の力が高まっている実

感をもてるようにしたい。それは、その実感が、次の学習への関心・意欲・態度につながるとともに、

主体的に様々な表現を追究し、学習してきた表現を進んで活用していくことにつながると考えている

からである。しかし、生徒は、授業の中で学習した表現を関連させて活用することが苦手である。そ

れは、学習した表現同士を結び付けられなかったり、忘れてしまったりするからである。そこで、そ

の改善としてワークシートを工夫していこうと考えた。 
授業改善へ 

 

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ふまえ、生徒一人一人が自分の考えや気持ちを聞き手に正しく伝える力を

伸ばすために、以下のような授業改善を行った。 
【実践単元】 
「第３学年 New Horizon    Unit5 Video Games 」において実践を行うこととする。 
詳しい指導計画については、資料１、２を参照 
【重点とする指導事項と付けたい力】 
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」 
付けたい力は、生徒の学習状況の把握から以下のように設定した。 



○話したいことをまとまった量の英語で話す力  
○話したいことの構成を考えて話す力  
○相手の理解を確かめながら話す力  

【工夫・改善】 
具体的な工夫・改善点は以下のようである。 
＜指導過程の工夫として＞ 
① 一人一人のコミュニケーション能力を高める学び合いの工夫 
＜指導方法の工夫として＞ 
② 自己の英語の力の高まりを確かめる場の位置け 
①について 
ア 基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための学び合い（学び合いⅠ） 
・生徒一人一人に十分な発話の機会を与え、主に知識・技能・表現力を身に付けることを目的とした

学び合い 

・仲間と共に学習した表現を何度も繰り返して練習したり、正しく伝えることができているかを確か

め合ったりしながら、定着を図る学び合い 

イ 基礎的・基本的な内容を活用し、主体的なコミュニケーションにつなげるための学び合い 
（学び合いⅡ） 

・生徒自身の願いや思考を生かした主体的なコミュニケーションへと高めるため、生徒の判断力や思

考力を必要とする学び合い。 

②について 
ア スキルアップシート（授業で使用するワークシートを指す）の活用 

・１年生から今までに学習してきた言語材料の中から、その単元に関連するものを提示し、振り返る

ことで、有機的に知識を結び付けて活用できるようにする。その単元で学習した表現だけを活用す

るのではなく、既習の表現もつなげて活用できることで、自己の英語の力の高まりを実感させるこ

とができる。 

・単位時間ごとに、自己の目標に対してどのように迫れたのかを明確にする。そのことが、自己の英

語力が毎時間伸びてきているという実感につながる。スキルアップシートに振り返りのコメントを

書くだけでなく、単元の始めに設定した自己の目標と関わって、身に付いてきた力を線で引き、視

覚的にも生徒に分かるようにする。 
イ 相互評価の工夫 

・言語活動を授業の始めと、最後で同じペアで行うように仕組む。そうすることで、最初と最後にお

ける自己の伸びを他者からの認めからも、はっきりと実感できるようになる。この学び合いが、生

徒の英語の力の高まりを生み出し、実感を生み出す。 

（２）改善の具体的方途と実践 
① 一人一人のコミュニケーション能力を高める学び合いの工夫 
ア基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための学び合い（学び合いⅠ）とイ基礎的・基本的な内

容を活用し、主体的なコミュニケーションにつなげるための学び合い（学び合いⅡ）の位置付け 
・２つの「学び合い」を以下のように１単位時間の授業の過程に位置付けた。 

単元 第３学年 New Horizon    Unit5 Video Games  
本時の 
ねらい 
(９／13) 

 格闘ゲームに関する自分の意見を仲間と討論する活動を通して、順序立てた説明の仕方

が分かり、説得力のある話し方ができる。 

                         （詳細は資料２：「本時の授業展開」参照） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②自己の英語力の高まりを確かめる場を位置付 

 
 
② 自己の英語の力の高まりを確かめる場の位置付け 
ア スキルアップシート（授業で使用するワークシートを指す）の活用 

 以前までは、その単元で学習してきた表現を積み重ねて、単元の終末の活動で活用させるイメージ

で授業を構成してきた。今回は、その単元のみならず、１年生から関連する言語材料があれば、それ

を系統的に生徒に提示した。（資料６、７：「スキルアップシート」参照） 
イ 相互評価の工夫 

 以前は、自己評価を大切にしてきたが、それによって自己の伸びを感じることは難しかった。 
それは、 
・自分でどこが変わったのか判断できない。 
・工夫したところが誰にも認めてもらえずに、自信がもてない。 
・仲間のよさをしっかりと把握できずに、自分のよさもわからない。 
などという課題があったからである。そこで、仲間からの評価（相互評価）を取り入れることとした。

それにより、自分では気付かなかったよさも発見することができると考えた。 
 
 
 
 
 
 
 

＜従来の展開案＞ 
 
・本時の学習内容を提示する。 
 
 
 
・課題の確認をする。 
 
 
 
 
・新しい文法や表現についてパターン練習を

する。 
 
・ペア、スクランブルで言語活動を行う。 
 
・本時の学習を振り返る。 
 
 
 

＜改善した展開案＞ 
・本時の学習内容を提示する。 
 
 
・本時の課題を提示する。 
 
 
 
 
 
・自己の表現を見直す。  
 
 
・本時の学習を振り返る。 
 
 
 
 
 
 
 

「学び合いⅠ」ペア 

「学び合いⅡ」ペア以外 

「ビデオゲームはすべきではない」という

意見に対して、仲間と討論をしよう！ 

①自分の主張とその理由を順序立てて説

明できる。 
②相手に問いかけながら、話を進められ

る。 

個人評価 Ａ Ｂ Ｃ で、振り返りを行

う。 
 

「ビデオゲームはすべきではない」という

意見に対して、仲間と討論をしよう！ 

①＋② 
③―説得力のある討論をするための個人

課題―（第１時から設定しているもの） 

「学び合いⅠ」と同じペアでもう一度討論を

して、どこが伸びたのかを評価する。ペアで

評価されたことを基にしながら、表現を書き

まとめる。また、自分の言葉で本時に何を学

習したのかをまとめていく。 

改善のポイント 
①本時に自分が工夫する点、努力する点をペアに伝える。 
②「学び合いⅠ」で、そのペアに今の自分の力を示すために、実際に討論をする。そして、

お互いにアドバイスをし合い、改善を行う。 
③「学び合いⅡ」で、他の仲間と討論を行い、自分の力を磨く。 
④最後に、最初のペアともう一度討論を行い、どこが伸びたのかを評価し合う。 



＜以前までの評価の仕方＞ ＜改善した評価の仕方＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
この相互評価の仕方によって、「学び合い」における生徒の意欲も高まり、自己の英語力を伸ばそう

と、仲間のよい表現を進んで取り入れていこうとすると予想した。また、仲間から認められることが、

生徒にとって大きな自信へとつながると考えた。 
 
３ 授業改善後の成果   

① 一人一人のコミュニケーション能力を高める学び合いの工夫 
・学び合いの役割を明確にして位置付けたことによって、生徒が何をどのように習得していけばよい

のかがはっきりとし、表現の深まり、広がりにつながった。 
・学び合いを２回位置付けたことにより、多くの活動時間が確保されるとともに、相手意識が高まり

相手に問い返すことができる生徒が多くなってきた。 
② 自己の英語の力の高まりを確かめる場の位置付け 
・スキルアップシートを活用したことによって、表現の蓄積や多様化につながり、生徒は自己の英語

力の伸びを実感することができた。生徒の振り返りにも、「～ができるようになった」という感想が

多かった。 
 
 
 
 
 
・相互評価を取り入れ、授業の初めと終わりに同じペアで会話をさせることで、お互いに、相手の表

現が高まったことを認め合うことができた。また、相手からの評価によって、自己の成長も自覚す

ることができた。 

自己評価 

教師からの評価 

言語活動 

最初と同じペアで、もう一度話し

てみる。そして、自己の目標に対

して、どこまで迫れたかを評価し

てもらう。 

教師からの評価 

自己の目標をペアに話し、ペアで

お互いが本時に工夫する点、努力

する点を確認する 

学び合いⅠ 

学び合いⅡ 

最初のペアで活動 

最初のペア以外で

活動（スクランブ

ル、列、グループ、

前後など） 

スキルアップシートにおける生徒の感想 



・この単元が終わって、次の単元の学習にはいっても、前時までの学習の成果を生かして、活動に取

り組もうとする姿勢が見られた。  
 
 
 
 
 
 
③パフォーマンステストからみた生徒の変容 
・パフォーマンステスト（「ビデオゲームはすべきではない」という意見に対するペアでの討論）を行

ったところ、e、 f、 g、 h で伸びが見られた （※括弧内の数字は、この単元の実施前） 
分析した観点 結果＜Ａ十分満足 Ｂおおむね満足 Ｃ努力を要する＞ 

b:強勢を置く語句を意識して話す力 
d:与えられたトピックについて簡単な英語で話す力

○e :話したいことをまとまった量の英語で話す力  
○f :話したいことの構成を考えて話す力  
g:自分の意見や感想を交えて話す力 
○h :相手の理解を確かめながら話す力  

Ａ３０％        Ｂ６５％         Ｃ５％ 
Ａ２５％        Ｂ６９％         Ｃ６％ 
Ａ２１％（１４）Ｂ７０％（７１） Ｃ９％（１５）   
Ａ２７％（１５）Ｂ６７％（７４） Ｃ６％（１３）   
Ａ３１％        Ｂ６４％         Ｃ５％ 
Ａ１５％（８）  Ｂ７６％（８１） Ｃ９％（１１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仲間と楽しく討論をする生徒の姿       身に付けた表現や自己の伸びをスキルアップシートに記入する生徒の姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次時のスキルアップシートの第１時で書いた生徒の感想 


