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事例 中学校 外国語科（英語） 第１学年

Unit7 カナダの学校（NEW HORIZON English Course１）

テーマ 「話す活動を中心とした単元において、内容にまとまりある英文を書く力を付け

るための単元構成および授業展開の工夫改善」

授業改善

の視点

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

②生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

③どの生徒も「おおむね満足できる」状況が実現できる指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

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、成果をあげてきている。

また、「話すこと」と「書くこと」を結び付けた指導も試みてきた。そこで今回は、「表現の

能力」の「書くこと」について身に付けさせたい力の実現状況を客観的に把握する。

【把握の方法】

・「平成 18 年度 岐阜県における生徒の学習状況調査」、「書くこと」の領域の結果より

（２）学習状況の結果と分析

【結果】
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８ １ 22
友達の紹介を内容のつながりを大切にして書

くことができる。
○ 27.6

９

１ 23
「趣味がピアノである」という内容が正しく

伝わるように書くことができる。
○ 91.4

２ 24
表に示された内容が正しく伝わるように書く

ことができる。
○ 64.5

【分析】

○「趣味がピアノである」という内容について、９０％以上の生徒は内容が正しく伝わる英

文で表現することができていたことから、書くべき内容が絞られた事柄については、多く

の生徒が書こうとする意欲をもち、正しく表現する力が身に付いていると考えられる。

●他の領域に比べ、正答率が極端に低い事実を受け、８において誤答を分析すると、文と

文のつながりがなかったり、一つの話題に絞れず、複数の話題について羅列的に書かれ

ていて、3 文で何を伝えたいのかが明確でなかったりする英文が見られた。これらのこと

から、書こうとする意欲や内容はもてているが、伝えたい内容が読み手に伝わるように

文を構成したり、正確に書いたりする力は「おおむね満足できる」状況に達することが
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できていないと考えられる。

以上のように「書くこと」について「おおむね満足できる」状況を実現できなかった原

因として、これまでの実践を踏まえ、次のように分析した。

①指導計画・言語活動について

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、前時までに目指す活動

に必要な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

ておくことが大切であると考え、これまで反復的な口頭練習を授業の冒頭に行ってきた。

しかし、基礎的・基本的な表現を用いながら、相手に応じて話したり、話題になってい

ることについて即興的にやり取りしたりする場については不足していた。即興的にやり取

りするには、相手の言うことを理解し、それに応じて話す力が不可欠であり、そのことは

文脈を大切にした発話の力を高めることにつながると考えられる。したがって、あらかじ

め書いた英文を足場に、読んで聞かせ合う活動から脱却し、相手とのやり取りの過程で発

話した英文を思い起こしながら、授業の終末で書きまとめるような言語活動を、単元終末

に向けて意図的に配置していく必要がある。また、そういった言語活動を効果的に行うた

めに、生徒の追究意欲を引き出す課題設定についても配慮しなければならない。

②指導方法について

これまでの自己表現活動で足場としたのは、既習の教科書表現が主であった。しかしそ

れだけでは、生徒たちの発想の豊かさを引き出し、英語で意味内容をやり取りしあう面白

さを実感させるためのインプット量が十分であったとは言えない。話す内容とそれに伴う

表現をどの生徒ももてるようにするために、教科書以外の英文を示し、参考にさせる必要

性が感じられる。また、即興的に相手とのやり取りを続けたり深めたりするために、大切

にしたい技能を明らかにし、生徒たちに理解できる言葉で示しながら継続的に指導するこ

とは不十分であった。このように、英語表現の面と、運用力の面から、指導方法を改善し

ていく必要があると考えられる。

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、自分の意見を相手に関わらせながら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】 Unit1  カナダの学校

【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

【単元の指導目標】 自分の中学校の学校生活について海外の中学生に紹介する場面で，be
動詞や一般動詞を用いた既習表現を活用しながら、学校の魅力が伝わる

ように活動の事実や自分の感想などをまとまりある英文で話すことが

できる。

【具体的な活動】 単元の終末において、ホームページ上で自分やグループの仲間の紹介を

するために、毎時間グループのメンバーと紹介し合って、結果を書き留め、

紹介するための内容を一人一人が確実にもつ。単元終末では、その内容を

もとに、まとまりのある英文で学校の紹介文を書く。
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＜具体的な改善事項＞

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 単元終末の活動に向けて、相手に応じて即興的にやり取りする力を高めるための言

語活動の設定（毎時間）

イ 話したことを書きまとめる場の設定（毎時間）

②生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

生徒の追究意欲を引き出す課題設定の工夫

③どの生徒も「おおむね満足できる」状況が実現できる指導方法の工夫改善

ア 話す内容と適切な表現をどの生徒ももてるようにするための、教科書以外の英文の

提示

イ 相手とのやり取りを続けたり、深めたりするために大切にしたい技能の提示と継続

的な指導

（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

従前の単元指導計画を、以下もように改善を図った。

＜改善前＞ ＜改善後＞

時数 主な学習活動 時数 主な学習活動

１
単元の概略および終末の活動をイメ

ージし、学習の見通しをもつ。
１

単元の概略および終末の活動をイメージし、学

習の見通しをもつ。

２
Part1 の内容理解と音読

身近な先生について書きまとめた文

をもとに、口頭で紹介する。
２

Part1 の内容理解と音読

身近な先生について口頭で交流する。

交流したことをもとに書きまとめる。

３
Part2 の内容理解と音読

時刻を尋ね答え合う。  ３
Part2 の内容理解と音読

学校の日課について問答する。

交流したことをもとに書きまとめる。

４
Part3 の内容理解と音読

４
Part3 の内容理解と音読

学校生活の好きな部分について話し合う。

交流したことをもとに書きまとめる。

５

Part4 の内容理解と音読

５

Part4 の内容理解と音読

自分が放課後にしていることについて、ペアで

紹介し合う。

交流したことをもとに書きまとめる。

６

自分の中学校の授業や生活について

の紹介文をホームページの形式で書

きまとめる。
６

自分の中学校の授業や生活について紹介する

内容を得るために，自分が選んだトピックにつ

いて、相手に質問したり，自分のことを伝えた

りして、問答する。

７
前時に作成した文をもとにした口頭

での交流活動 ７

単元を通して得られた情報を整理して、be 動詞

や一般動詞を用いた表現を正しく用いて、ホー

ムページの形式で紹介文を書く。  
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＜改善の意図＞

単元の終末において、ホームページ上で自分やグループの仲間の紹介をするという目的を

設定し、毎時間グループのメンバーと紹介し合って、その結果を書き留め、紹介するための

内容を増やす必然が生まれるように配慮した。

ア 単元終末の活動に向けて、相手に応じて即興的にやり取りする力を高めるための言語活

動の設定（毎時間） （資料３参照）

あらかじめ書かれた英文を読み合うのでなく、日本語のメモをもとにその場で考えて

話し合う活動を成立させるには、互いの言うことを確実に理解しながら文脈を考えて話

を進めていくことが必要となる。そのために、自分の伝えたいことを確実に相手に理解

してもらえるように工夫して話す、相手の伝えたい内容を確実に理解するという態度面

での指導を継続して行うようにした。

イ 話したことを書きまとめる場の設定（毎時間）

各単位時間では、日本語でメモした内容をもとにやり取りし、そこで得られた情報を

整理しながら書きまとめる活動を実施した。書きまとめの時間は３～５分程度とし、話

した内容を想起しながら書くことで、内容につながりある英文でまとめることを意図し

た。 （資料３参照）

②生徒が主体的に取り組む言語活動の工夫改善

第５時では、放課後の活動についての問答の仕方を理解し、自分が放課後にすることにつ

いて、事実や感想を伝える有効表現を用いながら、ペアで問答することをねらいとし、「自分

の放課後の過ごし方の魅力が伝わるように、部活動やその他の活動について紹介しよう。」と

いう課題を提示した。その際、生徒の追究意欲を引き出すために、以下の点から工夫改善を

試みた。

・ＡＬＴが生徒の放課後の生活について知りたがっているという場面設定を通して、学習へ

の意欲化を図る。

（教師の口頭導入の例）  
“Yesterday, Flo was writing a letter to his friend in America.  He is writing about 

our junior high school.  He wrote about school lunch, cleaning and teachers.  But he 
doesn’t know about one thing.  Do you know what it is?  He goes home early.  So he 
doesn’t know about our after school…” 

・場面設定を生徒たちが確実に理解できるように、状況を分かりやすく伝える写真やフラッ

シュカードなどの視覚資料を用いる。

③どの生徒も「おおむね満足できる」状況が実現できる指導方法の工夫改善

ア 話す内容とそれに伴う表現をどの生徒ももてるようにするための、教科書以外の英文の

提示

教科書以外に、参考となる英文に触れさせることで、内容面や英語表現の面で幅を広げ

ることを試みた。何もないところから英文を生み出すことが困難な生徒は、そこから英文

を引用したり、自分なりに応用したりしながら、表現することができるように配慮した。

また、各単位時間内では、生徒たちによって本単元のねらいに迫る表現が数々生み出さ

れる。生み出された表現の具体と価値を教師がプリントにまとめ資料化し、次時に紹介す
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ることで、他の生徒がよりよく自己表現する際の参考とできるようにした。（資料４参照）

イ 相手とのやり取りを続けたり、深めたりするために大切にしたい技能の提示と継続的な指

導

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するための条件として、本単元で

は、以下の３点について、単元を通して繰り返し指導してきた。

i ) 自分が伝えたいことを相手に確実に伝えること。

ii ) 相手が言いたいことを確実に理解すること。

iii) 相手の意見を聞いて、即時的に自分が言いたいことを英語にして伝えること。

具体的な留意点については右のような掲示物とし

てまとめ、教室内に掲示した上で随時指導すること

で、単元を通して継続的に指導した。

また、様々な内容を含む自分の紹介を一気に最後

まで伝えきってしまうのでなく、内容のまとまりご

とに話すことで、相手の理解を助けることになる視

点ももたせるように配慮した。

３ 授業改善後の成果

「学校の様子がよく伝わるように、活動の事実や自分の感想などをまとまりある英文で話す

ことができること」をねらいとして実践をしてきたが、単元終了後にはほとんどの生徒につい

て、以下のような表現が確認できた。

○自分が行う活動や好みなどを紹介した後、お互いの紹介についての感想やより詳しい事実

を付け加えて、話したり書いたりする。

（生徒の表現例）

I like swimming.  I’m a member of the swimming team.  I go to swimming school 
on Saturdays. We practice very hard.

○接続詞を用いて、前後の表現の関係を明確にして、話したり書いたりする。

（生徒の表現例）

I like swimming.  So I’m a member of the swimming team.  I swim after school.  
It’s hard.  But it’s very interesting. 

また生徒たちの本単元前に書きまとめた人物紹介文と、第５時終了後の学校生活の紹介文を

比較した。Ａ男とＢ子には次ページのような変化が見られた。
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本単元前 第５時終了後

Ａ

男

This is my friend Takahito.  He plays 
baseball.  He doesn’t like science.  He 
likes steaks.  He wants a guitar.  He 
doesn’t like shiitake-mashrooms. 

What do you do after school?  Many 
students play sports.  I like soccer very 
much.  It’s very interesting.  So I’m a 
member of the soccer team.  I enjoy it with 
my team mates.  Our team is strong.  But 
I’m not strong.  So I practice hard. 

Ｂ

子

This is my friend Sae.  She likes 
soccer and science.  She doesn’t like 
cats.  She plays video games. 

Many students do club activities.  I’m a 
member of the volunteer club.  We clean 
the school.  We are not many members.  
But it’s interesting.  So I like activities 
time. 

本単元前の紹介文では、Ａ男、Ｂ子ともに、自分の友達について知った情報を５文程度で三

人称単数現在形を用いて正確に書いており、前単元での評価規準を実現している。しかし、内

容面については、スポーツ、教科、食べ物、動物、楽器など、紹介する人物の事実が羅列的に

記述されており、文章の前後が結び付いた流れは感じられない。

Ａ男は単元終了後、多くの生徒がスポーツをするという一般的な過ごし方を述べたあと、自

分の好きなスポーツをその理由を付け加えながら述べている。さらに自分がサッカー部の一員

であり、チームメイトとともに楽しみながら活動することを伝えている。また、チームの強さ

に対して自分の未熟さを訴え、だからこそ一生懸命に練習しているというように、一つ一つの

文章が有機的に絡み合う、流れを意識した文章となっている。

Ｂ子が書きまとめた英文も、Ａ男と同様に多くの生徒が部活を行うという一般的な話題から

始まっている。その後自分はボランティア部に属し、学校の清掃をするという活動内容を紹介

している。また部員数は少ないが、楽しんでいることを述べ、だから部活の時間が楽しいとま

とめている。Ａ男にも共通するが、接続詞も用いながら文章の因果関係が効果的に表され、聞

き手、読み手にとって理解しやすい展開となっている。

＜今後の課題＞

・ 本実践で高まった技能を、３年間の見通しをもって段階的に高めていくために、指導計

画の見直しを整備をする必要がある。

・ 単位時間内における個への指導・援助の在り方を、一層充実させる必要がある。

→ 一人一人の学習状況に応じた手立ての具体化

→ 全体の場での「中間交流会」の在り方の再考

・ 毎時間の帯活動についての有効性の検証と一層の工夫


