
事例
中学校 外国語科（英語） 第１学年

Unit 6 グリーン家の人々（NEW HORIZON English Course 1）

テーマ
「内容理解をもとに、身に付けたことを書く活動につなげる授業展開及び個に応じ

た手だての工夫改善」

授業改善の視点
① どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫改善

② 個に応じた指導・援助を位置付けた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

本校の生徒は、「話すこと」「書くこと」に課題があると考える。指導の工夫改善を具体的にするため

に、以下の方法で生徒の学習状況を把握することとした。

① 18 年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査

② 1 学期末テストにおける表現にかかわる問題

（２）学習状況の結果と分析

①１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査
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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 21.4 ▼

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 87.2

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 49.4

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 44.0

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 53.1

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 80.7

上記の正答状況から、「書くこと」のうち、文と文とのつながりを大切にして書くことが特に課題である

ことが明確である。

②１学期の期末テストにおける表現する力をみる問題の結果

理解する力を問う問題では、正答率は

７０％以上であったのに対し、表現する

力（書くこと）を問う問題は、正答率が

２７％の問題もみられた。特に、[9]の自

己紹介文をつくる問題では、 I play （名

前）. I am play baseball.のように、１文

の構造が理解できておらず、適切な文を

書くことができない状況がみられた。
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【分析】

「１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」では、文の構造を理解して答える問題の正答率に

比べて、「内容のつながりを大切にして書くこと」の問題では、正答率がかなり低く、つながりのあるまと

まった文を書く指導に課題があることが結果から明らかになった。

また、「１９年度１学期期末テスト」から、今年度の第１学年の生徒の学習状況をみると、文章のまとま

りや文と文のつながりだけでなく、１文の英語を正確に書くことにも弱さが見られ、文の構造を理解して

書くことが課題としてあげられる。 
日常的な生徒の観察からも、書くことへの意欲はあるが、間違いを恐れて教師に聞いたり、仲間に確か

めて書く姿があったりと、自分で書くことを不安に感じる生徒が多い。 
Multi Plus１では、「名前」、「出身」、「スポーツ」、「好きなもの」等の表現の方法を学習した後に自己

紹介文を書く活動を行った。その際、自己紹介の内容を考えて既習表現を用いて紹介文を書くことができ

ると考えていた。しかし、実際には書こうとする意欲はあるものの、英語で書きまとめようとすると上手

くいかないという生徒が多く見られた。

表現の能力のうち、書くことについて十分に力が付いているとはいえない原因は次の点であると考えら

れる。

① 指導計画について

各単位時間において、一人一人の生徒が付けたい力をどの程度身に付けているかの分析が十分でなく、

終末の活動のみを独立した活動のようにとらえてしまっていたため、単元の終末に向けてどう結び付け

ていくのかの見通しが弱い。また、毎時間の指導において、語彙や文法事項等の基礎的・基本的事項を

練習して定着を図ることが大切であるが、単位時間ごとに定着したといえる段階までの見届けが不十分

であった。

② 言語活動について

まとまりのある内容を書くことを中心とする単元では、つながりのある文を書くことに焦点を当てた

指導を行ってきたが、１文は書くことができるが、前の文の話題につなげて書くことができないことが

ある。I like baseball. I have a dog. というように突然話題が変わってしまうような状況がみられた。

これは基本文型を使って１文のみで表現する活動は行ったが、つながりのある文で話すことや、書きま

とめて終わるといった指導が弱かったことにある。

③ 指導方法について

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まとめた

りしておくような指導方法の工夫が不十分であった。表現の蓄えが十分でなかったため、どう書きまと

めていってよいか分からないという状況になっている。

④ 学習環境について

基本的な語彙や文法事項の定着を図るために、授業の活動の中で話したことを書きまとめる指導をし

てきたが、そこで見られる誤りを家庭学習として練習してくるような指導を継続して行うことが不十分

であった。また、単語練習の指導では意味を調べて練習するだけになってしまい、使用場面を意識させ

た練習をすることができなかった。例えば Unit３において、“ｂｙ”という単語を覚える際に”by bike” ”by 
train”と乗り物と関連付けて練習をしなかったことにより、実際の使用にまでは至らなかった。

観点 実現状況 努力を要する 概ね満足 十分満足

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

理解の能力 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

表現の能力 ＊＊＊＊＊＊＊

言語や文化についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



１． 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、本単元の指導の重点を以下のように設定した。

【実践単元】 Unit 6 グリーン家の人々 
【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】 写真や絵を見せながら、仲間に人物を紹介するために、内容を絞り、まとまりの

ある文章を書くことができる。
【具体的な活動】 紹介したいことを整理し、読み手を意識して分かりやすく書きまとめる。

＜具体的な改善事項＞

① どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫改善

→教科書の内容理解をもとにした表現活動につながるための単元指導計画

→帯活動における、基礎的・基本的事項の定着

② 個に応じた指導・援助を位置付けた指導方法の工夫改善

→生徒の実態をとらえ、個に応じた指導・援助

（２）改善の具体的方途と実践

① どの生徒も意欲的に取り組むことのできる活動の工夫改善

ア 単元指導計画の工夫改善

＜改善の意図＞

時 ねらい 学習活動と生み出したい英語表現

１ 終末の活動のイメージをも

つ。 
単元で付けたい力を理解し、書きたい身の回りの人を決める。

２ ３人称単数現在形を理解し、

紹介文を書く。 
３人称単数現在形の場合の[ｓ]の付け方を理解し、身の回りの人につ

いて話す。話したことを書く。 He likes ~. He plays 
~. 

３ 疑問文の用法を理解し、身の

回りの人の立場で書く。 
３人称単数現在形の疑問文の用法を理解し、身の回りの人について

問答文を作りペアで話し、話したことを書く。 Does he like 
~? Does he play ~? 

４ 否定文の用法を理解し、紹介

文を書く。 
３人称単数現在形の否定の用法を理解し、身の回りの人について否

定文で話す。話したことを書く。He doesn’t like ~. He doesn’t play ~.
５ 自己紹介文を聞き、内容を理

解する。また、３人称に置き

換えて、紹介文を書く。 

教科書に登場する２人の紹介文を聞き、内容を理解する。また、既

習表現や３人称単数現在形を使って２人について紹介文を書く。

【Listening Plus２】 
He is 13 years old. He plays soccer on Wednesdays. 

６ 身の回りの人の紹介文を書

く。 
（本時）

今まで書いてきたことを有効に使って紹介文を完成させる。また、

仲間と交流することでアドバイスをし合ったり、情報を付け加えた

りする。

７ 紹介文を発表する。 グループで仲間に自分の身の回りの人を紹介する。

８ ＡＬＴに紹介する。 ＡＬＴに伝えたいことが適確に伝わるように紹介をする。

・ 自分の周りの人をＡＬＴに紹介するという場面設定により、生徒の「書くこと」に関する活動への

意欲の高揚を図るとともに、本文の表現を基にして、自分が紹介したい人物について書くことへの

必然性が生まれるよう意図した。

・ 従前は、話すことを中心とした単元としていたが、「話すこと」はもちろん行うが、「書くこと」に

重点を置く単元とした。また、基本表現を使った英文を毎時間の学習で積み重ねていくことでまと

まりのある紹介文を作ることができるよう意図した。



・第１時では教師が例として、自分の家族の紹介を行った。写真を見せながら、その人物の特徴や魅力が

伝わるようにし、終末の活動で目指す紹介文がイメージできるようにした。単元を通して、身の回りの

人のことの紹介文につながる仕組みとし、終末に向かって、本単元で何ができるようになるのか、その

ために各単位時間がどのようにつながっているのか、生徒にとって明確になるようにした。

・各単位時間（第２～４時）では、新出事項の学習である、いわゆる「３単現」の文法的な学習と本文内

容の理解を前半に行い、後半には、単元の終末に紹介したい人について新出事項を活用するようにした。

これらの時間では、書く英文はそれほど多くないため、「これくらいならできそうだ。」という気持ちを

もち取り組むことができると考えた。単元の前半は、文構造の習熟をねらいとした。

・単元の後半では、まとまりのある紹介文にすることをねらい、Listening Plus２の題材も参考にして、

文章の構成を学ぶように仕組んだ。

・終末は、書きまとめることとともに、まとまりのある文章を聞き手に伝わるように話すことができるよ

うにすることを中心とした。ＡＬＴに伝わるようにということは、「伝わるような英語の文章であること」

と「伝わるように話すことができること」の両面が大切であることを生徒が理解できるようにし、実際

にやってみる場を設定をした。

イ 帯活動の工夫

＜改善の意図＞

・３人称単数現在形の場合における一般動詞の用法の定着を図る。段階を３つに分け、最初は秒数を決め、

絵の人物は何が好きか、何をするかといった文をできるだけ多く言うようにする。次に絵の中から５つ

選び、相手に伝えられるように個人で練習する。そして最後に、ペアになり、一方が自分の選んだ英文

を言っていき、聞き手は絵を見ながら、どの英文を話しているかを聞き取り、順番に記号を書く。 

・本単元では英文を「書くこと」に必要な語彙力や３人称単数現在形の場合における動詞の活用につい

て定着を図りたいと考えた。

・単に絵を見て話すだけでなく、相手に伝わるような声の大きさ、スピードを意識できるようにした。

また、自分の英文が相手に通じた、相手の言っていることが聞き取れたという思いになるようなコミ

ュニケーション活動になると考えた。

ア：She studies English. イ：She plays tennis. ウ：He cleans his room.
エ：He watches TV.  オ：She cooks. カ：He plays baseball.
キ：She listens to music. ク：He plays the piano. ケ：He drives a car.
コ：He has a breakfast. サ：She sings a song. シ：She plays video games. 



・第１時において、３人称単数現在形が主な言語材料になることと、帯活動として、いわゆる弾丸インプ

ットを行うことを伝えた。第２時から活動を始めたが、ステップ１の第１回目では７～８個しか言えな

いという生徒が大半を占めた。このまま活動を続けても、基本的表現の習熟にはつながらないと考え、

第３時からは個人での練習時間を十分とった。その間、うまく読めない生徒には個別で発音練習を行っ

た。 

② 個に応じた指導・援助を位置付けた指導方法の工夫改善

ア 実態の把握と指導の構想

＜改善の意図＞

本単元において第２時終了時点の授業プリントから、学習状況を把握し、具体的な指導の手だてを考え

た。 
タイプ 学習状況 指導の手だて

A
□３人称単数現在形の意味・用法を理解して、
紹介文を作ることができている。また、１つ
の話題でつながりのある英文が書けている。

※ペアで交流する際には、聞き手に分かりやす
いか仲間に助言するように指導する。

※授業中の発言や、仲間と関わって学習する態
度を全体の場で評価し、学習意欲を高める。

B □３人称単数現在形の意味・用法を理解して、
紹介文を作ることができる。

※書いた文章を見直し、話す内容の順序や接続
詞に注意して書くように指導する。

※授業中にできている姿を認め、学習意欲を高
める。

C
□３人称単数現在形の意味・用法を理解しよう
としているが、文章に誤りがみられ、紹介文
を作ることができない。

※補助プリントを用いて、どう書いていけばよ
いかモデルを示す。 

※教師・リーダーが関わって学習を支える。で
きたことを認め、学習意欲を高める。

第２時終了時において、A タイプは７人、 B タイプは２５人、 C タイプは４人であった。第３時以

後、生徒のワークシートを見ながら、「前回はここができなかったけど、今日は同じところで間違えなかっ

たね」、「まだここができていないから、次は意識できるといいね」と声をかけたり、朱筆を入れたりしな

がら、個に応じた指導を行った。特につながりの部分では、「こうしたほうが、伝わりやすいよ」と、文章

の構成等についてより具体的に助言をし、できる限り見届けた。

第６時においては、ペアで交流してアドバイスをし合うような展開を仕組んだが、A タイプの生徒が効

果的なアドバイスが送れるように意図的にペアを組んだ。A タイプの生徒にとっても、アドバイスするこ

とにより、身に付けた力をより確かなものにできることになる。A タイプの生徒には、アドバイスの内容

を認め、価値付けることが大切な指導である。

以下は、理解の能力はおおむね満足できるが、表現活動に弱さをもつ生徒 A 男が、各単位時間の終末で

最終的に完成させた紹介文である。

＜A 男＞の場合

第２時における紹介文

・各単位時間の学習プリントに、終末の活動で紹介する人物についての英文を書いていくことで、本時

に身に付けたい力が付いているかどうかが判断できると考えた。

・机間指導では、伸びている点を褒めたり、克服できていない点を具体的に示したりすることで、一人

一人に応じて指導するようにした。

・授業中での様子から、家庭学習の課題を助言し、見届け、英文がつくれるように指導することとした。

This is brothr Shinsuke. He like a
car. 

▲ my が抜けている。

▲ ３人称単数現在形として活用ができて

いない。

▲ 単語の綴りに誤りがある。



教科書を基にした補助プリントを渡し、主語や目的語を変えていけば、文章を作ることができることを

実感することができるようにした。

第３時における紹介文（自分で質問を作り答える）

第４時における紹介文

第２時同様に教科書を基にした補助プリントを渡した。その際、第２時で使った動詞を使うことで、文

のつながりについての意識を高めた。

各単位時間の授業の終末でワークシートを回収し、朱書きをして返却をした。A 男には基本文型を定着

するため、手がかりとなる動詞を載せた練習シートを渡し、補助プリントを見直しながら、それを参考に

して自分で文を作るよう指導するとともに、単語練習するように指導した。

第６時における紹介文

第６時は、ペア交流を通して、「学校で車について勉強をしている」「いろいろな車を知っている」こと

が分かり、「車が好き」という文に付け加えることができた。

＜最終の紹介文＞

以上のように、各単位時間で段階的に指導を重ね、新出言語材料や有効な表現を用いた学習を少しずつ

積み重ねていくことで、紹介文を作っていくことができることを実感できた。A 男の自己評価でも、「今ま

で取り組みにくかったが、この単元では教科書の基本表現を見直したり、プリントの英文を使ったりして

Does he plays sport?    No. ▲ Doesの時に playにｓを付けて正しくか

け

He is not like sport. ▲ be 動詞と一般動詞が混在し、正しい文

法を用いて書く力が付いていない。

This is my brother Shinsuke. 
He likes a car. 
He doesn’t like sports. 

○ 綴りのミスなく書くことができた。

○ 好きなことと好きではないことでつながり

がある文章を書くことができた。

△ 分量的には、まだ少ない。

This is my brother Shinsuke.  He likes a car very much.  He knows 
many cars. 
He studies about cars in High school.  He doesn’t like sports. 

This is my sister Lisa. これは私の姉のリサです。 → This is my □□.

には自分との関係

She likes Japan. リサは日本が好きです。 → □□ △△.

□□に紹介したい人物 △△に好きなもの

には動詞を入れる

Koji does not speak Chinese. → □□ does not △△.
コウジは中国語を話しません。 □□に紹介したい人物 △△に好きではないもの

には第２時で使った動詞を使う。



つなげていけば、紹介文を作ることができると分かった。」と学習の成果を実感していた様子がうかがわれ

る。 

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

家庭学習の習慣が身に付いている生徒が少ない。授業で、新出語句や文法事項等を取り扱っても、

家庭での学習とつなげていくことができないので定着が弱い。 
そのため、新しい語彙や基本表現等を学習した次の時間には、小テストを位置付けることとした。

基礎的・基本的な事項が身に付いているかどうかを自覚する機会とするとともに、できていないこと

はそのままにしないで学習のポイントを指導して、再度、家庭学習の課題とするようにしている。

２ 授業改善後の成果

（１）成果

① 単元の終末における生徒の自己評価

「写真や絵を見せながら、仲間に人物を紹介するために、内容を整理し、まとまりのある文章を書

くこと」を、単元を通して、意識してできたのかを確認するため、以下のように自己評価を行った。

自己評価の観点 人数

①伝えたい内容を整理して、文のつながりや構成を考えて紹介文を作ることができた。

◎ １０人

○ ２１人

△ ４人 

②仲間との交流で、アドバイスをし合うことができた。

◎ ２０人

○ １２人

△ ３人 

③話そうとすることを、聞き手を意識して話すことができた。

◎ １５人

○ １８人

△ ２人 
※◎「十分に満足できる」状況、○「おおむね満足できる」状況、△「努力を要する」状況

「基本的な文型を用いて書く力」の弱さが明らかになり、毎時間の表現の積み上げや必要に応じて小

テストを位置付けてきた。そうすることで、生徒は家庭学習にも力を入れ始め、文を書くことに不安を

もっていた生徒も基本的な表現に習熟することができた。終末の writing 活動に向けて、段階的な指導

を各単位時間に位置付けることで、生徒の「書くこと」に対する不安が低減し、自分が紹介したい人に

ついて紹介する楽しさや、相手に通じたという喜びを感じ始めた。単元の振り返りを見ても、「なかなか

英文を書くことは難しいけど、今回はいつもより書けた。」「授業で学習する基本文を少しずつ書いてい

くことが大切だと分かった。これからもそのようにしていけばよいということが分かった」という意見

がみられた。上記の結果を見ると、生徒は本単元で身に付けたい力が、おおむね身に付いたと判断でき

る。 
自己評価を△としている生徒に対しては、授業中に使用した補助プリントの他に、家庭学習用のプリ

ントを個別に準備し、基本的な語彙や文法事項等の定着を図るように配慮した。そうすることで少しで

も自信をもち、意欲に結び付くようにすることが大切であると考える。

② 単元テストの中に以下のような問題を出題し、本単元の学習内容の定着度をみた。 

３６人中２３人が文のまとまり及びそれぞれの文の正確さから見ておおむね満足できる状況であった。

問題：自分の周りの人（家族・先生・友人）について紹介文を５文で書きなさい。

※ 〔採点基準〕 １文２点×５ 文のまとまり ２点 



また、８０％以上の生徒が、まとまりのある文を意識しながら書くことができた。以前までは、表現問

題には意欲的に取り組めず無回答の生徒がいたが、本単元テストでは無回答はまったくなかった。

以上①、②から考察すると、本単元において設定した評価規準について、「表現」の弱さについてある程

度克服することができたと考える。授業改善を行い、基礎的・基本的な事項を身に付けたうえで自己表現

活動にいたる指導計画や、学習状況に応じて指導・援助していくことの重要さを改めて感じた。課題を修

正することや、どのように一人一人の理解力や学習状況に応じた手立てを打つことができるかということ

について、今後も実践を通して考えていきたい。

（２）今後の課題

① 指導計画の見直し

本実践では実践単元の指導計画を見直した。同様に他の単元でも指導計画を改善する必要がある。

そのために各単元でどのような力を付けるために、どのような言語活動を行うのかを考えていかなけ

ればならない。そして、その力を付けるために重点として取り組むことを絞って指導していくことを

大切にしたい。

② 生徒の意欲をはぐくむ指導の工夫

本単元で行った弾丸インプット活動においては、なぜ、その活動をするのかという意識を継続させ

ることの難しさを感じた。単元を通して、いわゆる３人称単数現在を定着させたいと願い指導を行っ

てきたが、生徒のモチベーションを高めるための指導改善が課題である。今後は、今の学習がどう発

展していくのかという見通しをもつことができる指導に力を入れ、意識を継続させたい。また、見届

けと価値付けを確実に行い、意欲を高めたい。

課題提示では、その課題に取り組む必要があるという意識を生徒が自然にもてるよう、必然性のあ

る課題提示を工夫していきたい。

③ 評価について

各授業の終わりに「どのような英文が書くことができればよいのか」を教師と生徒が共通に理解し

ていれば、具体的に評価することができる。目指す姿を具体的に示すことが必要である。

内容理解においては、Oral introduction から音読練習という流れで行ってきた。しかし、「聞き取

れたからよかった」で終わってしまい、内容を理解するための力が確実に身に付いたかどうかを確か

めずに次の活動に進むことが多かった。内容理解も含め付けたい力を具体的に描き、繰り返し指導を

することで力を確実に付けたい。


