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事 例 中学校 外国語科（英語） 第１学年

Unit 8 はじめてのカナダ旅行 (NEW HORIZON English Course 1) 
テーマ 「話す活動を通して身に付けたことを書く活動にスムーズにつなぐ指導の在り方」

授業改善

の視点

①文構成を意識させ定着を図る指導計画の工夫改善

②正しく、まとまりのある文を作る力の定着を図る指導方法の改善

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

「平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における「書くこと」の領域から、

付けたい力の実現状況を把握するとともに、本単元で付けたい力にかかわってプレテスト（資料３

「Pre-Test」参照）を行い、誤答に着目することで、つまずきの要因を探る。

（２）学習状況の結果と分析

【平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査１年生の結果】

領

域

問題番号 出題の意図 評価の観点 正答率（％）

大

問

小

問

通

番

表現

書く

理解

聞く・読む

知識

理解
県 自校

書

く

こ

と

８ １ 22
友だち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。
○ 42.2 35.6▲

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。 ○ 86.0 92.3◎

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。 ○ 52.2 55.8

10

１ 25

相手の出身地を聞く場合、Where を用い

ることを理解し、正しい語順で書くこと

ができる。
○ ○ 50.4 42.3▲

２ 26

主語＋動詞＋目的語＋時を表す言葉の

文型において、語順を理解し、正しい語

順で書くことができる。
○ ○ 60.6 54.8▲

３ 27

「何が入っているか」を尋ねる文におい

て、What do you have＋場所を表す言葉？

という語順を理解し、正しく書くことが

できる。

○ ○ 82.8 79.8

（注）◎は＋５ポイント、▲は－５ポイント以上

【平成１９年度 Ｕｎｉｔ８プレテストで多かった誤答例】

問：次のような場合、英語でどう表現しますか。

○これは何か聞きたい → What this?（be 動詞がない。）

○天気はどうか聞きたい → How the weather?（be 動詞がない。）

○今何時か聞きたい → What’s time is it now?（be 動詞が２回使われている。）

○朝食に何を食べるか聞きたい → What’s do you have for breakfast?（be 動詞と一般動詞を併用して

いる。）

○何枚ＣＤを持っているか聞きたい → Do you some CDs?（疑問詞と動詞がない。）

【分析】

・「平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」での「書くこと」の領域の問題では、「内

容が正しく伝わるように書く」ことについては、正答率が高い。また、本単元プレテストでは、誤

答の場合でも、内容が伝わるかどうかという点においては支障がないと考えられる。これは、とく
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に「話す」活動を多く仕組み、その中で、情報の授受にこだわってきたことが、「書く」ことにも

反映されてきた結果だととらえる。

・ただし、１年生のこの時期においては、一文における語数が少ないため、情報の授受に支障はない

のだが、今後、その数が多くなっていくことを考えると、混乱が生じてくることが容易に想像でき、

それが学習に対する意欲の低下にもつながると考えられる。

①指導計画・指導方法について

「平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」における「正しい語順で書く」ことに

ついては、正答率が低い。また、プレテストにおいては、「動詞がない、併用している」「疑問詞

がない」といったことが誤答の要因となっている。これらは、文を構成する力が十分ではないこ

とを示しており、言語材料を導入する際に、それを使ってどのように一文を作るかを意識させた

り、正しく構成できているか見届けたりする指導の仕方に課題があったととらえる。

②言語活動・評価について

「内容のつながりを大切にして書く」ことについて正答率が低い。これは、伝えたい内容につい

て、相手にとって、より理解しやすいように、まとまりのある文で伝えようとする力が十分では

ないことを示している。このことから、とくに「話す」活動において、与えられた課題を解決で

きたかどうかに着目し過ぎたため、必要最低限の情報だけ使ってコミュニケーションを図ろうと

する意識になっているのではないかととらえる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記のような分析結果を踏まえ、「話すこと」を重点に置く本単元においても、語順に意識して

発話させたり、生徒が自分で考えて意味のある内容を発話できる活動を仕組んだりすることで、正

しく、まとまりのある文を書く力につなぐことを意図して、指導の重点を以下のように設定した。

＜具体的な改善事項＞

①文構成を意識させ定着を図る指導計画の工夫改善

○ 新しい言語材料を使った活動をパートごとに繰り返し行えるように指導計画を立てること

②正しく、まとまりのある文を作る力の定着を図る指導方法の改善

ア 正しい語順で一文を発話する機会を継続的に確保すること

イ 正しい語順で文が作れているか見届けること

ウ 相手に伝える必然を生む課題を設定すること

エ 伝え合ったことについて書きまとめる時間を確保すること

（２）改善の具体的方途と実践

①文構成を意識させ定着を図る指導計画の工夫改善

○これまでの指導の順序を逆にして行う指導計画を立てた。（次頁参照）

改善前（Ａ：教科書の内容理解→Ｂ：新しい言語材料を使った活動）

改善後（Ｂ：新しい言語材料を使った活動→Ａ：教科書の内容理解）

○この順序で指導することで、以下の改善を図った。

・本文の内容理解を言語材料の定着を図る復習の場として扱えるので、時間短縮につながり、毎

時間終末に書きまとめの時間を確保できる。

・本文の内容理解の後にも、ペアやグループで自己決定する場をもたせた対話活動を行うことが

【実践単元】 第１学年 Unit 8「はじめてのカナダ旅行」

【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話すこと

【単元の指導目標】自分の好きな人物について紹介する場面で、代名詞を適切に使って説明したり、

疑問詞を正しく使って尋ねたりしながら、相手に分かりやすく話すことができる。

【具体的な活動】・自分の好きな人物について、友だちにも知ってもらえるように、写真やイラストも

使いながら分かりやすく話す。 
・自分が友だちに紹介した人物について書きまとめる。
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でき、新しい言語材料を使った活動をパートごとに繰り返し行える。

（注）明朝体：教科書の内容理解に関する活動 ゴシック体：言語材料の定着に関する活動

＜改善前＞ ＜改善後＞

時 主な学習活動 時 主な学習活動

1 全体

・人称代名詞や疑問詞を使った文を繰

り返し発話する。
↓
↓

帯

活

動

と

し

て

毎

時

間

行

う

↓
↓
↓

＜弾丸インプット＞

1

Part1

・マイクの持ち物がどこにあ

るか読み取る。

2

Part1

・身の回りの物の場所について、友だ

ちに尋ねる。①

・where を使った文の対話練習

をする。

・会話したことを書きまとめる。

2

・身の回りの物の場所につい

て、友だちに尋ねる。

3

・マイクの持ち物がどこにあるか聞き

取る。

・会話したことを書きまとめ

る。

・身の回りの物の場所について、友だ

ちに尋ねる。②

・会話したことを書きまとめる。

3

Part2

・鞄やカメラが誰のものか読

み取る。

4

Part2

・身の回りの物の所有者について、友

だちに尋ねる。①

・whose を使った文の対話練習

をする。

・会話したことを書きまとめる。

4

・身の回りの物の所有者につ

いて、友だちに尋ねる。

5

・鞄やカメラが誰のものか聞き取る。

・会話したことを書きまとめ

る。

・身の回りの物の所有者について、友

だちに尋ねる。②

・会話したことを書きまとめる。

5

Part3

・背の高い人とショートヘア

ーの人が誰か読み取る。

6

Part3

・写真の人物について知っているか友

だちに尋ねる。①

・人称代名詞の目的格を使っ

た文の対話練習をする。

・会話したことを書きまとめる。

6

・写真の人物について知って

いるか友だちに尋ねる。

7

・背の高い人とショートヘアーの人が

誰か聞き取る。

・会話したことを書きまとめ

る。

・写真の人物について知っているか友

だちに尋ねる。②

・会話したことを書きまとめる。

7 全体

・人称代名詞を使って、写真

の人物について説明する文

を書く。

8 全体
・自分のお気に入りの人物を

お互いに紹介し合う。
8 全体

・自分のお気に入りの人物をお互いに

紹介し合う。

9
（L）

・空港や機内での対話を聞き

取る。
9 （L）

・空港や機内での対話を聞き取る。

plus3 plus3

10 単元テスト 10 単元テスト
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②正しく、まとまりのある文を作る力の定着を図る指導方法の改善

ア 正しい語順で一文を発話する機会を継続的に確保すること

・単元の１時間目を、本単元で導入する言語材料を一括して指導する時間として位置付ける。

・新しい言語材料を使った英文を日本語訳とともに一覧表の形で示し（資料４「弾丸 Input」参

照）、語順や意味について説明をした後、一文一文を全体で繰り返し発話する練習を行う。

・さらに、ペアで１分間ずつ正しい語順で言えているか確認し合う活動（呼称「弾丸インプット」）

を、帯活動として毎時間行う。

イ 正しい語順で文が作れているか見届けること

・言語材料を指導する際に、３つの場（理解の場、練習の場、定着の場）の確保を意識して行う。

（例）Unit ８ 第２時

【ねらい】：部屋にある物を探す場面で、Where を使って場所を尋ねたり、それに対して正しく

答えたりすることができる。

・「理解の場」では、導入する言語材料を使用する必然が感じられるような場面を対話形式で提

示する。

【導入場面での対話】～野外学習に出かける前に、教室で持ち物の確認をしています～

T1: My cap is on the desk.（指で示して）

T2: Yes. It’s on the desk. 
T1: My pen is in my pocket.
T2: Yes. It’s in your pocket. 
T1: My bag is under the table. 
T2: Yes. It’s under the table.
T1: My pen case is... I don’t know... Do you know? 
T2: No、 I don’t.  (Where is his pen case?) 

上記のようなやりとりによって、既習の言語材料による表現では対応できない場面状況を意

図的に設定し、物がどこにあるのか尋ねるときには、Where を使えばよさそうだという見通し

をもたせる。

・「練習の場」では、単語の扱い方や語順等の誤りが予想できる部分について、全体で繰り返し

練習した後に、席次毎に指名し、一人ずつ確認する。さらにその後、ペアによる確認と練習を

行う。

【予想される誤り】

とくに、この場面では、CDｓと video games について、次のような誤りが予想できる。

（誤）Where’s CDｓ？ It’s in the desk. ⇒（正）Where are CDｓ？ They are in the desk. 
（誤）Where’s video games? It’s in the box. ⇒（正）Where are video games?   

They are in the box. 
この場合、Where’s が Where と is の短縮形であることを再度確認し、続く名詞が複数の時は、

is ではなく are になることを説明した上で、一人ずつ発話できるか確認し、再度ペアによる確

認と練習を行っていく。

・「定着の場」では、内容に差異のある情報を含んだ絵や写真を配付（資料５「学習プリント」

参照）し、これを利用してスクランブル活動で、そこに示されているものについて、実際に発

話できるかどうか確認と練習を行っていく。
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ウ 相手に伝える必然を生む課題を設定すること

・伝える必然を生むために、以下の２点を留意する。

（ⅰ）絵や写真、学習プリントを使って、内容に差異のある情報を与える。

（ⅱ）身の回りにある実物を使って活動する。

例（ⅰ）絵や写真、学習プリントを使って、内容に差異のある情報を与える。

場所を示すときの、in、 on、 by、 under を導入した後、下記のような内容に差異のあ

る絵を与えて、課題を設定する。

※配布した６種類の絵のうちの２枚

【ギターの場所が分かる絵】 【ＣＤの場所が分かる絵】

（ギターの場所だけが分かる絵） （CD の場所だけが分かる絵）

【期待できる対話例】

A: Where’s the CD player?                             
 B: I’m sorry. I don’t know. 
 A: Where are CDs? 
 B: They’re in the desk.  Where’s the bag? 
 A: I’m sorry. I don’t know. 
 B: Where’s the guitar? 
 A: It’s by the chair. 

例（ⅱ）身の回りにある実物を使って活動する。

箱または袋を準備して、全員から持ち物の中から何か一つを集める。その際に、誰が何

を入れたか分からないようにする。

集めた物の中から、教師が一人に一つずつ配った状態で課題を設定する。

【期待できる対話例】

A: Is this your pen?                             
 B: No、 it isn’t. 
 A: Whose pen is this? 
 B: I’m sorry. I don’t know.  Is this your pen case? 
 A: Yes!  It’s my pen case.  Thank you. 
 B: You’re welcome. 

・上記のように、相手に伝える必然のある課題を設定し、話す活動を展開することで、授業の終

末で行う学習のまとめ（発話した内容を想起して書く活動）につなぐ。

課題「６種類の物がどこにあるのか調べよう。」

課題「持ち主をさがそう。」
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エ 伝え合ったことについて書きまとめる時間を確保すること

・「話すこと」が重点指導事項である単元においても、単位時間の終末には生徒が自分で発話し

た内容を書くという習慣を身に付けていくことで、重要表現や言語材料の定着を図る。

・自分や相手が発話した内容を想起しながら、正しい語順や文のつながりを意識して、書く活動

を行えるように、次のような２段階で設定した。

（ⅰ）新言語材料を使って、与えられた情報をもとに、他者との情報の差異をうめるためのコミ

ュニケーション活動を行った後、自分で発話した内容を書くという時間（１回目）

（ⅱ）教科書を使っての内容理解の後、（ⅰ）で扱った言語材料を使って、その表現を使う必然

のある場面状況を、生徒自身の自己決定により設定し、互いの情報の差異をうめるために、

コミュニケーション活動を再度行った後、相手とのやり取りの中で使った表現を自由に書く

という時間（２回目）

（ⅰ）学習プリント（Unit８ Part2 １回目） （ⅱ）学習プリント（Unit８ Part2 ２回目）

・書きまとめたものを提出する前には、上記プリントのふき出しのように、ペアによるチェック

を行うことで、正しく書く習慣を身に付けることができるようにする。

３ 授業改善後の成果

（１）文構成に意識させ定着を図る指導計画の工夫改善

【岐阜県における児童生徒の学習状況調査の問題における比較】

第１学年「正しい語順で英文を書く問題」１０

出題意図：会話の流れに応じた適切な英文を、正しい語順で書くことができる。

正答率の差

（％）

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率（複数設問の平均による）５９．０％
－７．９

平成１９年度１年生 正答率（複数設問の平均による）５１．１％

【生徒が授業の終末に書きまとめたもの】

＜１回目（第４時）に書いた文の例＞ ＜２回目（第５時）に書いた文の例＞

Who’s cup is this? 
It’s Mr Miura’s. 

 Who’s car is this? 
 It’s Ms Tankas.

・「岐阜県における児童生徒の学習状況調査の問題」の結果比較においては、正答率としては伸びが見

られていないのだが、実際に生徒が書きまとめたものを見ると、新しい言語材料を使った活動をパー

トごとに繰り返し行えるように指導計画を改善してきたことで、１回目と２回目では、綴りや語順の

Whose pen is this? 
It’s mine. 

Oh、 it’s pretty.  Here you are. 
 Thanks. 
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間違いが減っていることが分かる。

・さらに、“Oh、 it’s pretty.”のように、会話の中で、付け加えて言ったことが書けており、文のつなが

りが自然になっていることが分かる。

・帯活動として行ってきた「弾丸インプット」の様子から成果がうかがえる。

Ａ男は、プレテストにおいて、動詞を併用した誤りや無回答が多く、文構成に対して苦手意識を強く

もっていたのだが、１分間で発話できた数の変移を見ると、着実に正しい語順が定着していることが

分かる。併せて、授業終末で行っている自己評価カードの振り返りの記述を見ると、意欲をもって活

動に向かい、自信をつけていることが分かる。さらに、書く活動において、次第に書くスピードも速

くなっていった。

【Ａ男の伸び：帯活動「弾丸インプット」の様子と自己評価カードの記述から】

（２）正しく、まとまりのある文を作る力の定着を図る指導方法の改善

【岐阜県における児童生徒の学習状況調査の問題における比較】

第１学年「まとまりのある英文を書く問題」８

出題意図：身近な話題について、書くべき内容を自分で考え、まとまりのある

英文を書くことができる。

正答率の差

（％）

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率 ３５．６％
＋３６．０

平成１９年度１年生 正答率 ７１．６％

第１学年「内容が伝わるように正しく書く問題」９

出題意図：与えられた場面や英文を手がかりに、内容が正しく伝わるように書

くことができる。

正答率の差

（％）

平成１８年度１年生（現２年生） 正答率（複数設問の平均による）７４．１％
＋１０．８

平成１９年度１年生 正答率（複数設問の平均による）８４．９％

【生徒が単元の終末に書きまとめたもの】

This is my favorite actor. 
His name is Nukumizu Yoichi. 

 He’s forty-three years old. 
 He’s from miyazaki. 
 His nickname is Nurarihyon. 
 His friend is Mr.Higashikokubaru. 

・「岐阜県における児童生徒の学習状況調査の問題」の結果を比較すると、正答率において大幅な伸び

が見られる。

「弾丸インプット」１分間の発話数 自己評価カードの振り返り

第１時 ５文

第２時 ９文

第３時 １４文

第４時 １７文

第５時 ２１文

第６時 ２５文

→しっかりとプリントの記入が最後まで書ききれた。（第２時）

→しっかりと大きな声で対話ができた。（第３時）

→誰のものか探すことができたのでよかった。（第４時）

→今日は集中して聞き取ることができた。（第６時）

This is my favorite comedian. 
He’s Fujiwara Kazuyuki. 
He’s from Nara. 

 He’s 30 years old. 
 His birthday is September 20. 
 He likes omelet. 
 He likes coffee、 too. 
 I like him. 
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とくに、「まとまりのある英文を書く」ことについて改善できており、本単元のように、「話すこと」

を重点に置く本元においても、Information gap を生じさせたり、身の回りの実物を使ったりするなど

して、生徒が自分で考えて意味のある内容を発話する活動を仕組んできたことが、まとまりのある文

を書く力につながったととらえる。

・「単元の終末に書きまとめたもの」を見ると、単位時間の終末で書くときに使ってきた言語材料を多

用しながら書くことができていることが分かる。また、内容についても、１文目で述べたことの説明

を２文目で書いたり、自分の思いを付け加えて書いたりして、つながりが生まれており、このことか

ら、相手にとって、より理解しやすいように、まとまりのある文で伝えようとする力が育ってきてい

ると考える。

【自己評価カードの記述から】

＜自己評価カードの記入例＞

・また、文構成を正しく書くことができるようになった自信が、上記の振り返りの記述に見られるよう

に、付け加える文を自分なりに考えようとする姿や相手に伝えたいという意識を高める姿につながっ

たものと考える。

【Ａ男の伸び：プレテストと単元終末で書きまとめたものの比較から】

＜プレテスト＞ ＜単元終末に書きまとめたもの＞

①What this?                           

⑨What’s time is it now?                       
 
⑬How the weather?                              

 

⑨以降は⑬を除いてすべて空欄。

・プレテストでは、語順の理解が不十分なため、be 動詞がなかったり、一文の中で併用していたりして

いたが、単元の終末では時間内に６つの英文を、文のつながりを意識して書けるまで高まってきてい

る。Ａ男の場合も、文構成を意識して発話したり、仲間と話したことを書いたりしてきたことが、自

信や意欲につながってきたととらえる。

＜今後の課題＞

・今後は、「話す活動」の中で、生徒のつぶやきや感想（日本語）を、英語に置き換えるとどうなるか

について、その場で考えられるチャンスを生かして、使える表現を増やしていきたい。

さらに、「書く活動」において、自分が発話した英文を箇条書きにしたり対話形式で書いたりするこ

とに加えて、ペアやスクランブルで活動することで得た情報を基にして、分かったことや自分の気持

ちや感想を書いたりするなど、書きまとめ方を工夫することで、より「話す活動」を通して身に付け

たことを「書く活動」にスムーズにつなぎ、正しく、まとまりのある文を使って、相手を意識してコ

ミュニケーションできる生徒を育てていきたい。

be 動詞がない。

be 動詞が 2 回使われ

ている。

be 動詞がない。

基本文型が身についていな

い。書くスピードが遅い。

誰のものかを聞き、答えるときに“’s”を付

けることが分かった。

付け加える文を自分なりに考えることができ

た。

相手に説明したいことが伝わってよかった。

This is my favorite golfer. 
He is Ishikawa Ryo. 
He is from Saitama. 
He likes Tiger Woods. 
He plays golf very well. 
I like him very much. 


