
事例 中学校 外国語科（英語） 第２学年

LESSON6 Ratna Talks about India（NEW CROWN ENGLISH SERIES 2）

テーマ 「聞くこと、話すことによるコミュニケーション活動を通して、相手の意向を理解し、適切に応答す

ることができるようにする指導の在り方」

授業

改善の

視点

①単元で身に付けさせたい力を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

②与えられた話題について、問答したり意見を述べ合ったりすることができるようになるための指導

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

岐阜県における児童生徒の学習状況調査（以下、県の学習状況調査）結果から、本校の課題を見付け、指

導計画・指導方法の工夫改善に生かそうと考えた。調査対象学年は、平成２０年度第２学年である。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】平成 19 年度 県の児童生徒の学習状況調査（1 年生時） 

【分析】

調査結果より、質問を聞いて相手の意向を理解して適切に応答したり、まとまりのある英文を聞いて、

５Ｗ１Ｈを視点に内容を理解したり話の概要を聞き取ったりする力が、十分に身に付いているとは言えな

い。その要因を、次の２つの視点①②から分析した。

①指導計画について

・単元において、教科書の内容の概要や具体を理解する場では、「音読・黙読」を中心とした読み取りの

活動が多く、ＡＬＴやＣＤの英語を聞き取ることによって理解するという活動の場を十分に確保できな

かった。

・相手の意向を理解して適切に応じるためには、要点を聞き逃さないということが大切であるが、「聞く

活動」と「聞いたことにかかわらせて話す活動」を効果的に仕組むことができなかった。

②指導方法について
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2 2 人物を尋ねる疑問文を正しく理解して，適切に応答することができる。（Who

～ ?に対する答え方）
○ ○ 36.2 39.1

3 3 相手が尋ねたい内容（ノートの場所）を正しく理解して，適切に応答するこ

とができる。（Where ～ ?に対する答え方）
○ ○ 51.5 40.6

4 4 場面や状況に応じて，相手の意向（Do you have a pen?→ペンを貸してほし

い）を正しく理解して，文の形式によらないで適切に応答することができる。
○ ○ 15.9 7.8

2 1 5 数字や動物を表す英語を手がかりにして，エミの状況を正しく聞き取ること

ができる。
○ 79.5 64.1

2 6 write, watch, play, use の動詞を手がかりにして，ケンの状況を正しく聞

き取ることができる。
○ 95.9 92.2

3 7 時刻と「～しよう」という英語を手がかりにして，男の子が伝えようとして

いる内容を正しく聞き取ることができる。
○ 54.9 34.4



・要点を聞き取ったり問答したりする活動の際に、疑問詞を使った疑問文の考え方や、５Ｗ１Ｈやキーワ

ードを基に聞き取るという指導が十分ではなかった。また、疑問文の意味や語順に関する指導や、個の

学習状況に応じた指導・援助が不十分なまま対話活動を行うことが多かった。

・対話活動の指導において、教師が単位時間の途中で生徒の学習状況を把握したり、広めたい表現や深ま

りのある対話を中間交流の場で相互に学び合わせたりする指導が弱かった。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

前述のような分析結果を踏まえ、以下のように授業改善に取り組んだ。

＜具体的な改善事項＞

①単元で身に付けさせたい力を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

ア 各単位時間の問答の活動の中で、単元の終末の活動につながる表現を繰り返し使用し定着を図る。 
イ 問答の活動を充実させるための「帯活動」を工夫改善する。

②与えられた話題や聞いたり読んだりしたことについて、問答したり意見を述べ合ったりすることができるよ

うになるための指導方法の工夫改善

ア 各単位時間の中で、与えられた話題や、聞いたり読んだりしたことについて問答する活動を必ず位置付

ける。その際、問答を継続させるためには、まず相手の話した内容の要点を聞き逃さないということが

大切であることを意識させて、その反応の仕方等を指導し定着を図る。 

（２）改善の具体的方途と実践

①単元で身に付けさせたい力を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

ア 各単位時間の問答の活動の中で、単元の終末の活動につながる表現を繰り返し使用し定着を図る場を設

定する。

・各単位時間において、話題を与えたり、聞いたり読んだりしたことについて、簡単な問答を行う活動を

位置付ける。

【実践単元】第２学年 LESSON6  Ratna Talks about India（全１１時間）

【重点とする指導事項】

◎「話すこと」（ウ）聞いたり読んだりしたことについて、問答したり意見を述べ合ったりすること。

○「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】

◎与えられた話題についてペアで問答する活動を通して、相手の話したことについて尋ねたり、その内容や

理由について自分の考えをかかわらせたりしながら、自分の考えを伝え合うことができる。

○話し手の言葉が聞き取れなかったときに、繰り返しを求めたり、別の言葉で説明するよう要求したりする

ことができる。

【具体的な活動】

◎単元の終末で、「英語を学習することは大切である」というテーマについて、お互いの考えを述べたり、

相手が話したことに質問したりしながら、その内容にかかわらせた自分の考えを述べ合う活動を行う。

そのために、各単位時間においても、与えられた話題や聞いたり読んだりしたことについて簡単な問答

を行う活動を位置付け、その活動で終末の活動に生かすことのできる言語材料等を活用させながら定着

を図る。 



・問答に必要な表現としては、L.3 で既習の “What do you mean?”  “Why?” などの表現や、L.4 の “Now 
I see.” などの表現を、問答の中で繰り返し使用させ、生徒には、その表現を使用することによって、

問答が継続し、よりよい対話活動につながっていくことを実感させるようにする。

・問答の活動を行う前に、使用させたい表現を必ず板書に位置付けたり、問答の活動にかかわる自己評価

項目に入れたりしながら、繰り返し使うことを意識付けるとともに、それらの表現を使うことで、内容

が豊かになったことや問答を継続することができたといったよさを価値付ける。

イ 問答の活動を充実させるための「帯活動」を工夫改善する。

・「帯活動」で問答の仕方を段階的に指導する中で、お互いに話し手の英文を集中して聞き、自分の考

えを述べていく力を身に付けさせるとともに、疑問詞を使った疑問文で質問をすることで、キーワード

となる語を聞き取ったり、その視点で話をすることが問答を充実させたりすることにつながることを実

感させる。

＜帯活動の段階例＞

＜ＳＴＥＰ １＞ 
○ペアで「Guess who game」を行う。回答する生徒は、Yes, No で答えられる質問を１０文まで尋ね

ることができる。出題する生徒は、その質問に Yes, No で答える。回答する生徒は、質問と答えか

ら、問題が誰であるかを類推する。

1 Is this a man?             Yes, he is. 
 2 Is he from Japan?         Yes, he is. 
 3 Does he play sports?       Yes, he does. 
 4 Does he play soccer?       No, he doesn’t. ・・・・・

○回答する生徒にとっては、Yes, No の質問は考えやすく、１０文の中で答えを絞っていくことがで

きる。また、お互いに質問文を集中して聞いたり、考えたりする力を身に付けることができる。

▲答えは絞られていくが、ペアでの対話が一方通行の場合が多くなる。

＜ＳＴＥＰ２＞ 
○活動はＳＴＥＰ１の「Guess who game」と同様であるが、出題する生徒はが Yes, No で答えた後、

さらに一文を付け加えて答える。

1 Is this a man?              Yes, he is.  He is Japanese.
2 Does he play sports?        Yes, he does.  He plays baseball.
3 Is he in Japan?               No, he isn’t.  He plays it in the USA. ・・・・・

＜ＳＴＥＰ２＞ 
○活動はＳＴＥＰ１の「Guess who game」と同様であるが、出題する生徒はが Yes, No で答えた後、

さらに一文を付け加えて答える。

1 Is this a man?              Yes, he is.  He is Japanese.
2 Does he play sports?        Yes, he does.  He plays baseball.
3 Is he in Japan?               No, he isn’t.  He plays it in the USA. ・・・・・



②与えられた話題や聞いたり読んだりしたことについて、問答したり意見を述べ合ったりすることができる

ようになるための指導方法の工夫改善

ア 各単位時間の中で、与えられた話題や、聞いたり読んだりしたことについて問答する活動を必ず位置

付ける。その際、問答を継続させるためには、まず相手の話した内容の要点を聞き逃さないというこ

とが大切であることを意識させて、その反応の仕方等を指導し定着を図る。 
・単元の終末のみに問答を行うのではなく、各単位時間の中で位置付けることや、問答する話題を、教

科書の内容にかかわることや、身近な話題を与えることで、内容から理解した事柄や既習の表現を使

用しながら定着を図る。 
＜話題例＞ 

＜上記の改善事項に基づく単元指導計画の改善例 ＊別紙 資料１・２参照＞

Lesson6 従来の単元指導計画（簡易版） Lesson6 改善した単元指導計画（簡易版）

１ ・教師のモデル問答を提示することによっ

て、単元終末の活動のイメージと身に付

けたい力を理解させる。

・新出単語の練習

1 （資料３参照）

・単元全体の内容にかかわってのオーラルイントロ

ダクションを行う。 
・単元終末の活動のイメージと身に付けたい力を理

解する。

・教師のモデル問答を提示する（よい例、悪い例）。

・新出単語の練習

・帯活動：ペアで Guess Who Game の目的や方法を

確認する。（資料４参照）

2,3 ・新出文法の確認

＊ＳＶＯＯの文構造、動詞＋形容詞の構文

4~ 
6

・§１～３の教科書の内容理解（音読・黙

読を中心に読み取る。）

・教科書にある表現を使った自己表現活動

・教科書で読み取ったことについて、簡単

な問答を行う。 
2,3 ・習熟度別少人数指導による新出文法の学習

＊ＳＶＯＯの文構造、動詞＋形容詞の構文

＊Basic コース…基本表現中心

＊Standard コース…基本表現にプラス 1 文

4 ○帯活動

＜ＳＴＥＰ３＞ 
○ＳＴＥＰ２の活動に、さらに疑問詞を使った疑問文で質問したり、その疑問文をよく聞いて、キー

ワードとなることを加えて問答する。

1 Is this a man?             Yes, he is.  He is Japanese.
2 What does he do? He plays baseball.
3 Where does he play it? He plays it in the USA.
4 Is he a pitcher?           No, he isn’t.  He is a good batter.

○セクション 1…Do you want to wear a sari or a bandanna? 
○セクション 2…Do you like using English? 
○セクション 3…Do you want to learn about world history? 
○単元の終末…「英語を学習することの重要性」について書かれた別の教材を読み、その内容に

ついて既習の表現方法を活用しながら問答する。



・上記の具体的な改善事項に加えて、授業で学習した内容を確実に身に付けさせるための家庭学習の指導に

ついても、例えば、疑問文を作る活動において既習の単元についても同様のことを行うことを勧めたり、

家庭学習ノートの内容が充実している生徒の例（ノートのコピーなど）を授業中に紹介し、参考にするよ

う促したりするなど、家庭学習の内容とやり方を具体的に指導する。また、家庭学習として指示したこと

を、次の時間の帯活動で必ず扱い、授業と家庭学習を連動させながら、英語が苦手な生徒にも、努力した

ことが授業で役立つという実感をもたせる指導を大切にしている。

３ 授業改善後の成果

（１）単元で身に付けさせたい力を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

・各単位時間に位置付けた「帯活動」において、段階的に１文付け加えて答えたり、疑問詞を使った疑問文

で尋ねたりしたことによって、理由を付けて話すことや、相手が話したことに関連させて、聞き返したり

することができるようになった。

・従来、終末のみの活動として行ってきた「問答」を、各セクションに位置付けたことにより、相手の話を

集中して聞きながら、その相手の意向を理解して適切に応答したり、相手の話につなげて話したりする力

が向上した。

・各単位時間におけるオーラルイントロダクションで、まとまりのある英文を聞かせて、その概要等を５Ｗ

１Ｈを視点に聞き取らせたことにより、また、何度も繰り返して聞き取らせたりしたことで、理由を付け

て話すことや、相手が話したことに関連させて、聞き返したりすることができるようになった。

（２）与えられた話題や聞いたり読んだりしたことについて、問答したり意見を述べ合ったりすることができ

7 ・与えられた話題についてペアで問答を行

う。 
○§１の内容理解（資料５参照）

・オーラルイントロダクションによる概要把握

・音読・黙読による読み取り 
・本文を活用した疑問文を作る活動（資料６参照）

8 ・単元テスト

5 ○§１の内容に関わる問答（資料７参照）

Do you want to wear a sari or a bandanna? 
6 ○帯活動

○§２の内容理解

・オーラルイントロダクションによる概要把握

・音読・黙読による読み取り 
・本文を活用した疑問文を作る活動

7 ○§２の内容に関わる問答

Do you like using English? 
8 ○帯活動

○§３の内容理解（資料８参照）

・オーラルイントロダクションによる概要把握

・音読・黙読による読み取り 
・本文を活用した疑問文を作る活動（資料６参照）

9 ○§３の内容に関わる問答

Do you want to learn world history? 
10 ◎「英語を学習することの重要性」について、問答

を行う。（資料９参照）

11 ○問答テスト（パフォーマンステスト）



るようになるための指導方法の工夫改善

・各単位時間のオーラルイントロダクションで、まとまりのある英文を聞かせて、その概要等を５Ｗ１Ｈ

を視点に聞き取らせたことにより、大まかに内容を理解したり、キーワードとなる語に着目して聞こう

としたりする力が身に付いてきた。

＜平成 19 年度（１年生時）と平成２０年度（２年生時）の県の学習状況調査結果比較＞

・単純な比較は難しいが、上記調査結果比較のように、【問いかけに対して適切に応答する力】【くわしい内

容を聞き取る力】について、力が伸びてきたととらえた。

・これら成果の背景には、各単位時間において、ＣＤ等による聞き取りを以下のステップで繰り返し行った

指導が有効であったととらえている。

１回目：２回聞き取り、聞き取れた単語や英文を学級全体で交流する。キーワードを板書しながら、交

流を通して全体の概要をつかむ。

２回目：板書を見ながら、もう一度聞かせる。その際、教師は大切な語や英文を指し示す。 
３回目：教科書の英文を見ながらもう一度聞かせる。

・この一連の活動を繰り返したことで、これまで陥りがちであった「すべての単語を聞き取ろうとする意識」

聞くこと 平成１９年度（1 年生時） 平成２０年度（２年生時）

□１ 
【問いかけに対して適切

に応答する問題】

○英語で問いかけられて

いる内容を正しく聞き取

り、それに対して適切に

応答することができる。

・相手が尋ねたい内容（ノート

の場所）を正しく理解して、適

切に応答することができる。

（Where ～ ?に対する答え

方） 

40.6 

・Where で始まる疑問文を正

しく聞き取り、話し手が尋ねて

いる内容を理解して、適切に応

答することができる。
56.3

・場面や状況に応じて，相手の

意向（Do you have a pen?→ペ

ンを貸してほしい）を正しく理

解して、文の形式によらないで

適切に応答することができる。

7.8 

・話し手が Shall we ～? を使

って、相手に何を伝えようとし

ているかを理解して、言語形式

（Yes./No.）によらないで適切

に応答することができる。

43.0

【くわしい内容を聞き取

る問題】

○２～３の英文が表して

いる具体的な内容を、正

しく聞き取ることができ

る。 

・数字や動物を表す英語を手が

かりにして，エミの状況を正し

く聞き取ることができる。
64.1 

・When に続く語や、was に
続く動詞句を手がかりにして、

部屋の状況を正しく聞き取る

ことができる。

98.4

・ write, watch, play, use の
動詞を手がかりにして、ケンの

状況を正しく聞き取ることが

できる。

92.2 

・It is に続く動詞等を手がか

りにして、犬の状況を正しく聞

き取ることができる。
94.5

・時刻と「～しよう」という英

語を手がかりにして、男の子が

伝えようとしている内容を正

しく聞き取ることができる。

34.4 

・場所を表す語句や、It has に
続く数字を手がかりにして、学

校の場所や生徒数を正しく聞

き取ることができる。

88.3



ではなく、耳に残った音声を手がかりに聞いていくことで、「聞こえてきた言葉がキーワードになる」と

いう意識で聞き取りを行うことができるようになってきた。聞き間違えた場合でも受け入れながら、最再

度聞き返す中で、正しい英語を確認することで、英語特有の音のつながりや音変化、句としてのまとまり

を意識して英語を聞くことができるようになってきた。

４ 今後の課題

・単元の終末で目指す生徒の姿を、生徒の英語で具体的にイメージするとともに、その達成に向けて、各単位

時間の役割を明確にして指導を行ったが、単元の最後に行った問答テストでは、力が付いた生徒と、そうで

ない生徒の差を感じた。これは、各単位時間における帯活動やリスニング、読み取り、ペアによる問答など

の中で、個々の学習状況の把握と見届けがまだ十分でなかったためである考えられる。生徒一人一人の確実

な実態把握と、それに基づく指導・援助の手立てをより明確にして指導にあたることが大切である。 
・今後、新学習指導要領による授業時数の増加を踏まえて、繰り返し学習して定着を図るための時間や、言語

活動量を十分確保した単元指導計画をさらに工夫改善していく必要がある。

・適切に応答する力については、問答の活動の見届けを十分に行い活動をさらに工夫していくことで、さらに

力を高めていきたい。


