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事例 中学校 外国語科（英語） 第２学年

「Unit ５ A Park or a Parking Area? (NEW HORIZON English Course 2)」
テーマ 「互いの意見を正しく、より分かりやすく伝え合う指導の在り方」

授業改善

の視点

①新しく学習する言語材料を繰り返し使って定着を図る指導計画の工夫改善

②文構造を正しく理解し、互いの意見を交流するために活用す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

「平成１９年度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）における

「聞くこと」と「書くこと」の領域から、付けたい力の実現状況を把握する。

（２）学習状況の結果と分析

【平成１９年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査第１学年の結果】

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

聞

く

こ

と

１
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 23.6▲

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 11.8

書

く

こ

と

８ １ 22
自己紹介を内容のまとまりを大切に

して書くことができる。
○ 54.5 71.8◎

９

１ 23

絵で示された状況（サッカーをしてい

る。／サッカーが好きだ。）が正しく伝

わるように書くことができる。

○ 77.7 76.4

２ 24

表に示された内容（好きなこと＝音

楽）が正しく伝わるように書くことがで

きる。

○ 88.2 93.6◎

10

１ 25

会話の流れを理解し、主語＋be動詞＋

形容詞の文型を用いて、正しい語順で書

くことができる。

○ ○ 73.0 76.4

２ 26

…of～（～の…）を用いた文の語順を

理解し、正しい語順で書くことができ

る。

○ ○ 47.7 42.7▲

３ 27
Where を用いて出身地を尋ねる英文を

正しい語順で書くことができる。 ○ ○ 42.1 33.6▲

（注）◎▲は、県全体の平均正答率と比べて±５ポイント以上

【県の学習状況調査問題における、平成１８年度と平成１９年度の正答率の比較】

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３年生） 正答率 ３５．６％
＋３６．０

平成１９年度１年生（現２年生） 正答率 ７１．６％



- 2 -

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３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（現２年生）正答率（複数設問の平均による）８４．９％

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３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（現２年生）正答率（複数設問の平均による）５１．１％

【分析】

○指導計画について

・「平成１８年度県の学習状況調査（第１学年）」と「平成１９年度県の学習状況調査（第１学年）」

とを比較すると、「まとまりのある英文を書く」力については、大きな伸びが見られる。これは、

「話すこと」を重点に置く単元においても、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み、その都

度、文を書く活動を習慣とし、継続してきたことが、まとまりのある文を書く力につながったと

とらえる。

・あらかじめ自分が書いた英文を発表する活動に終始していたり、与えられた課題を解決できたか

どうかだけに着目しすぎたりしたため、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たのではないかととらえる。相手の理解を確かめながら話したり、相手

の質問に素早く応答したりするような、即興的なやり取りの場を確保する努力が足りなかったと

いうことがいえる。実践的な運用能力を高めるための工夫を考える必要がある。

○指導方法について

・「正しい語順で書く」ことについては、正答率が低い。また、授業の中で行う英作文の誤りを見

ても、日本語では省略することが多い主語を落としたり、[主語＋動詞]や[主語＋be 動詞以外の

動詞＋名詞]などの基本的な文構造の理解ができていなかったりすることが、誤答の要因となっ

ている。

・文を構成する力が十分ではなく、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。文法事項を言語活動と効果的に関連付けて指導するための具体的方策を練り上げる必要があ

る。

・主語の脱落や語順、修飾関係など、日本語との違いに留意して文生成することについても、一人

一人に応じたきめ細やかな指導が必要である。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記のような分析から、生徒達は、自分の意見をまとまりのある文で表す力は伸びてきているも

のの、実際に仲間と意見を交流する際には、会話の流れに応じて正しい語順で英文を生成すること

ができていないため、十分に意思疎通することができず、満足感を得られていないことが考えられ

る。

そこで、「話すこと」を重点に置く本単元において、意見交流の際に活用できる表現や、新たに

学習する言語材料を用いて正しい語順で発話させることと、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み、相手の理解を確かめながら即興的にやり取りを行った過程で発話した英

文を含めて授業や単元の終末で書きまとめる活動を通して、互いの意見を正しく、より分かりやす
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く伝え合うことを意図して、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 新しく学習する言語材料を繰り返し使って定着を図る指導計画の工夫改善

② 文構造を正しく理解し、互いの意見を交流するために活用する指導方法の工夫改善

ア 正しい語順で一文を発話する機会の継続的な確保

イ 「インプット補強法」を取り入れた文法指導

ウ 互いに相手が伝えようとする意見に集中し合う指導の工夫

エ 相手の意見と自分の意見とをつなげて書きまとめる時間の確保

（２） 改善の具体的方途と実践

① 新しく学習する言語材料を繰り返し使って定着を図る指導計画の工夫改善

・本文の内容理解に入る前に、新しい言語材料を使って与えられた課題に対する自己表現の活動

を取り入れることにより、本文の内容理解後にも「話す」⇒「書く」の必然的な流れを作り出

すことができ、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ようにした。

・新学習指導要領に対応して、140 時間の指導計画を目指して、毎時間テーマを設定し、話す活

動をしてから書くというパターンを定着させた。（次頁参照）

【実践単元】 第２学年 Unit５ A Park or a Parking Area?

【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あったりすること。

【単元の指導目標】賛成・反対の立場やその理由を明確にしながら話したり書いたりすることを通して、

テーマに対する自分の考えを聞き手に正しく伝えることができる。

【具体的な活動】・「英語は大切な教科である」というテーマについて、賛成・反対の立場や理由を明ら

かにしたうえで自分の意見を述べる。

・仲間とのやり取りを通して考えたことも含めて、再度自分の意見をまとめて書く。
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（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 Starting
Out

・由香の妹の久美に何が起こった

のか読み取る。

1 全体

・If や when で始まる節、I think～や I

don’t think～を使った文を繰り返し発話

する。＜弾丸インプット＞ ↓
↓

帯

活

動

と

し

て

毎

時

間

行

う

↓
↓
↓

・テーマ「100 万円あったらどこへ行きた

いか」について理由を付けて伝え合う。

・会話したことを書きまとめる。

2 Dialog

・対話から久美の事故の原因を理

解する。

・話題に対して賛否の立場をはっ

きり伝える。

2

・テーマ「英語は大切な言語か」について

賛成・反対の立場を明確にして理由を付け

て意見を伝え合う。

・会話したことを書きまとめる。

3

・接続詞 if、 that の用法を理解

し、2 つの文を一つにまとめるこ

とができる。（文法指導）
3

Starting
Out 

・テーマ「由香のメッセージに応えよう」

についてマイクになりきって電話で返事

をする。

・会話したことを書きまとめる。

4
RfC
（１）

・新聞記事から市が決定したこと

とその理由を読み取る。
4 Dialog

・対話から久美の事故の原因を理解する。

テーマ［マイクの考えに対する自分の考え

を伝えよう］について意見を伝え合う。

・会話したことを書きまとめる。

5
RfC
（２）

・市の決定に対するジャッキー・

ペッパーの立場とその理由を読

み取る。

5
RfC
（１） 

・新聞記事から市が決定したこととその理

由を読み取る。

6
・テーマ「久美の事故を伝える新

聞記事を書きまとめる。
6

・テーマ「久美の事故を伝える新聞記事を

書きまとめる。

7

・テーマ「八幡町についてのアン

ケートに答えよう」についてそれ

ぞれの質問に賛成・反対の立場と

その理由を明らかにして自分の

考えを書く。

7
RfC
（２）

・市の決定に対するジャッキー・ペッパー

の立場とその理由を読み取る。

8

・テーマ「ジャッキー・ペッパーの意見に

対する自分の意見を述べよう」について自

分の立場とその理由を明確にして意見を

伝え合う。

・会話したことを書きまとめる。
8

テーマ「We should start to study 
English in the third grade.」につい

て自分の立場とその理由を明確にし

て意見を書きまとめる。 9
（L）

Plus5

ポイントに沿ってニュースを聞き取る。

9
（L）

Plus5

ポイントに沿ってニュースを聞

き取る。

10

・テーマ「八幡町についてのアンケートに

答えよう」についてそれぞれの質問に賛

成・反対の立場とその理由を明らかにして

相手に伝え合う。

・会話したことを書きまとめる。
10 単元テスト

11

・テーマ「八幡町の観光ベストシーズンは

いつか？」について具体的な理由を付けて

自分の考えを伝え合う。

・自分の意見を新聞に書きまとめる。

12 単元テスト
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②文構造を正しく理解し、互いの意見を交流するために活用する指導方法の工夫改善

ア 正しい語順で一文を発話する機会の継続的な確保

・新しい言語材料を使った英文を中心に日本語訳とともに一覧表の形で示し（資料３「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。

・さらに本年度は、内容のまとまりと文のつながりを意識させるために、「弾丸インプット」を、

一つの話題について対話形式で進んでいく内容のものとする。これを継続して練習することによ

って、会話の持続性やまとまりのある英文を書くための素地を養うことをねらいとする。

イ 「インプット補強法」を取り入れた文法指導

・「インプット補強法」とは、特定の言語形式

を視覚的に目立たせることによって、学習者

の注意をその言語形式に向けさせようとする

ものである。（「第二言語習得研究から見た効

果的な英語学習法・指導法」村野井仁著 大

修館書店ｐ106）

・この指導法を取り入れて、ターゲットとなる

言語材料を板書の色使いで浮き出させたり、

右の写真のような掲示物を教室に掲げたり

して、常に意識させることを試みた。

・さらに、毎時間テーマを設定し、話す活動をしてから書くというパターンを貫き、常にターゲッ

トとなる言語材料を駆使しながら、自己表現活動ができるような指導計画を仕組んだことで、「イ

ンプット」だけでなく「アウトプット」の機会を増やすことができ、文構造の確実な定着を図る

ことができることをねらいとした。

ウ 互いに相手が伝えようとする意見に集中し合う指導の工夫

・意見交流する際には、「確かにあなたの意見を受け止めましたよ」という姿勢を示すために、相

手の言ったことを繰り返して反応することを大切にした。

・相手の言ったことを繰り返して反応をすることで、互いの理解の確かめを確実に行うことができ

る。また、そのことで、日本語を介さない英語だけのやり取りの流れをつくることもできる。

(ⅰ)単語レベルのリピート

A:I think that English is important. B:Important?

A:Yes、 important.

(ⅱ)フレーズレベルのリピート

A:I think that English is important. B:English is important?

A:Yes、 English is important.

（ⅲ）センテンスレベルのリピート

A:I think that English is important. B:You think that English is important?

A:Yes、 I do.

（ⅳ）他の表現に置き換えての確認

A:I think that English is important. B:You mean that we need English？

A:That’s right.

※２年生の段階では、（ⅰ）～（ⅲ）を定着させたいと考える。
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この単元を通して、ペアでの対話活動においては、次の２点を新たな約束として取り組んだ。

・日本語または英単語だけのメモだけを頼りに（できる人は何も見ないで）、相手の目を見て文を

作りながら話すこと

・all English でやり取りすること。相手の意味することが分からないときは、Pardon?や Once 
more,  please.を使い、words repeat や phrase repeat、さらに主語を入れ替えての sentence 
repeat を段階的に用いて、相手に対して英語で反応すること。

ペアでの対話活動の中で、実際には次のようなやりとりが見られた。

（例１）（第１時）

Ａ：If you have 1,000,000 yen, where do you want to go? 
 Ｂ：If I have 1,000,000 yen, I want to go to Italy.  

Ａ：Italy?
Ｂ：Yes. Italy. 

 Ａ：Why do you want to go to Italy?
Ｂ：Because I want to eat pizza. 

 Ａ：Oh, really?  Me, too. 

（例２）（第８時）

Ｃ：What do you think of the plan? 
 Ｄ：I’m against the plan.  
 Ｃ：You’re against the plan? 

 Ｄ：Yes. I’m against. Because they need their parks. 
 The space to play is important for children. 
 Ｃ：The space to play?  That may be true.  

But I’m against you. I’m for the plan. Because～.

・第１時では、対話のときに必ず words repeat を入れるよう指導したが、行き先も理由もまった

く同じペアを見付けたＡが、Oh, really?  Me, too. と既習表現を用いる場面があったので、全

体に広めた。

・第８時では、対話のときに必ず主語を入れ替えての sentence repeat を入れるよう指導したが、

「相手と立場がちがっても理由には納得する場合、どう言えばいいの？」と質問してきたＣに対

して、That may be true.を教えたところ、次のＤとの対話の中で使っていたので、全体に広めた。

エ 相手の意見と自分の意見とをつなげて書きまとめる時間の確保

・「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相手とのやり取り

の中で自分が発話したことや、相手の意見とのつながりを意識して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り、まとまりのある文を作る力の育成を図る。また、

単元のはじめにターゲットとなる言語材料を使った活動を行うこと、そして、毎時間[テーマ]⇒

[話すこと]⇒[話したことを相手の文とつなげて書くこと]という同じパターンの指導過程に慣れ

ていくことで、書くための時間の確保ができるものと考えた。
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（例）Unit ５ 第８時 日本語または英単語だけのメモを頼りにしたペア活動から書きまとめに至

るまでの例

[TASK] 市の決定について自分の立場を明確にしてからその理由や意見を話そう。
Q：What do you think of the plan? 

 

A: 

①上記のような学習プリントに自分の立場や理由について簡単なメモを記入する。(日本語または単

語レベルの英語で)

②メモだけを頼りにして自分の考えを文生成しながら、ペアまたはスクランブルで対話活動をする。

③下記のような学習プリントに情報収集した考えをおりまぜて自分の考えとつなげながら書きまと

める。

仲間の考えをメモしよう

名前 Ｂ子 Ｃ男

立場 反対 反対

理由 子どもたちは

公園で遊びたいから

子どもたちは

公園を使いたい

相手の意見に自分の意見を付け加えて、書きまとめよう。 ６文以上で

３ 授業改善後の成果

（１）新しく学習する言語材料を繰り返し使って定着を図る指導計画の工夫改善

○正しい語順で文を書けるようになってきた。

【県の学習状況調査問題における、平成１９年度と平成２０年度の正答率の比較】

第２学年「正しい語順で英文を書く問題」１０ 正答率の差（％）

平成１９年度（１年生時） 正答率（複数設問の平均による）５１．１％
＋１６．８

平成２０年度（２年生時） 正答率（複数設問の平均による）６７．９％

・昨年度と比べて、大幅な伸びが見られた。新しく学習した言語材料をパートごとに繰り返し使

って活動してきたことで、状況にふさわしい英文を、正しい語順で書くことができるようにな

テーマに対する考えをメモしよう！

◎ 自分の立場 ◎その理由

for・against

Good news ・ bad

公園が必要 ・ もう一つ自転車駐輪場が必要

Jin is against the plan. 
Because they need their parks. 
It’s bad news. 
Children want to use the park. 
I’m for him. 
If their house is near the station, they can walk there. 
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ってきたととらえる。

（２）文構造を正しく理解し、互いの意見を交流するために活用する指導方法の工夫改善

○書く量が増えるとともに、内容が豊かになってきた。

【生徒が授業の終末に書きまとめたもの】（Ｄ子）

＜（第２時）に書いた文＞

○○ thinks English is important. 
 Because many people in the world use English. 

 I think so, too. 
 Because many people use English in the world. 

＜（第４時）に書いた文＞

＜（第１０時）に書いた文＞

【Ｄ子の伸び：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】

た

・

・単元の学習が進むにつれて、多くの生徒の書きまとめの文の量が、Ｄ子のように増えていった。

これは、帯活動として行ってきた「弾丸インプット」において、正しい語順で一文を発話する

機会を継続的に確保してきたことで、自信をもって書ける言語材料が増えたことが考えられる。

「弾丸インプット」の学習の様子を見ると、Ｄ子は、着実に１分間での発話文の数を伸ばし、

途中からは、日本語を見て英文を発話する練習に取り組んでいることが分かる。

・また、単元の後半では、文を書くときに、「弾丸インプット」を何度も確認する姿が見られた。

会話の流れを参考にすることで、まとまりのある文を書くことができるようになっていったと

とらえる。

・さらに、書いている内容に着目してみると、意見を交流した友だちと自分の文のつなぐ際に、

自分の立場とは逆の意見とつないだり、ターゲットとなる言語材料の他にも And や Then とい

った接続詞を使ったり、未習表現である比較級 better を辞書で調べて使ったりと、表現の幅

を豊かに広げて書くことを楽しんでいる様子が伝わってくる。

「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２時 １４文（英語⇒英語）

第３時 ２０文（英語⇒英語）

第４時 ２４文（英語⇒英語）

第５時 ２４文（英語⇒英語）

第７時 ９文 （日本語⇒英語）

第９時 １４文（日本語⇒英語）

第 10時 １５文（日本語⇒英語）

→今日はしっかりと文が書けてよかったです。

→今日はペアと対話ができてよかった。

→今日は英文を工夫して書けてよかったです。

●● doesn’t think they need another parking area. 
Because they need too much money. 
But I don’t think so. 
Because too many people park their bikes there. 

Summer in ◇◇◇!
I think that summer is the good season in ◇◇◇.

Because we can enjoy △△Dance only in summer. 
And we can enjoy Fire works only in summer, too. 
If you go to ◇◇◇, please bring yukata. 
Then you can enjoy ◇◇◇ summer much better. 
◇◇◇ is a good place. 
If you are free, please go to ◇◇◇.
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○伝える相手をより意識して書けるようになってきた。

【生徒が単元の終末に書きまとめたもの】

・「単元の終末に書きまとめたもの」は、新聞形式でふるさとの観光ベストシーズンについて考

えて書いたものである。これは、今年から赴任してきたＡＬＴが、同郷の友人に観光案内をし

ようと思うが、観光ベストシーズンはいつなのかを尋ねたことがきっかけで、ＡＬＴのために

ふるさとのベストシーズンを伝える新聞を書こうというテーマ設定で行った活動である。どの

作品もベストシーズンだと思う季節とその理由をはっきりさせ、自分なりの経験を加えて書く

ことができた。

・ＡＬＴとその友だちが、自分たちのふるさとを楽しんで訪れてくれるように願って、この単元

で学習した言語材料や、友だちと意見を交流する際に何度も使ってきた I think の文、If

Because などの接続詞を使って書こうとしていることが伝わってくる。

＜今後の課題＞

・「弾丸インプット」は、「読むこと」や「話すこと」の力を付けることのほかに、「正しい語順で書

く」ための練習に最適であることが分かった。本校では、学習委員会で、自主学習提出キャンペー

ンを行ったり、自主学習アンケートを複数回行って、前回との伸びを紹介したりして、全校の生徒

が家庭での自主学習を習慣化するための取り組みを行っているが、英語の学習の方法として「弾丸

インプット」を使っての「正しい語順で書く」練習に取り組む生徒を増やしていきたい。

・新学習指導要領に対応して、140 時間の指導計画を目指し、本単元のような[毎時間テーマを設定]

⇒[話す活動]⇒[書く活動]というパターンを定着させた単元のデザインをさらに拡大させていき

たい。

・互いの意見を正しく、より分かりやすく伝え合う活動をさらに充実させるために、相手を会話に引

き込んだり相手の考えをさらに引き出したりするための手立てを工夫し、学年の発達段階に応じて

系統的に指導をしていく必要がある。

Winter in ◇◇◇

I live in ◇◇◇ and good season is winter. Because the castle in ◇◇◇ is very beautiful.  
If you visit here in winter, you bring your sweater and camera.  We can enjoy light up 
castle.  But I think all seasons are good.  I think that summer is a good season, too.  
Because we can enjoy the ◇◇◇ dancing.  We are looking forward to seeing you! 

The Best season is the fall 
I think fall is the best season in ◇◇◇! Because we have big mountains, so we can see 

the beautiful red leaves in fall.  If you bring your camera, you can take good pictures. 

Summer is the best! 
I think summer is the best in ◇◇◇. Because it’s famous for its ◇◇◇ dance.  We can 

enjoy ◇◇◇ dance in summer.  If you come here in summer, you can see fire works, too. 
They’re very beautiful.  We have ◇◇◇ castle in ◇◇◇. We can see the beautiful view 
there.  If you climb to ◇◇◇ castle,  you bring your camera.  We are looking forward to 
seeing you. 


