
事例
中学校 外国語科（英語） 第２学年

「Unit ６ The Story of Silent Night（New Horizon English Course2）」

テーマ
「伝えたいことが正しく伝わるように、文構造を意識しながら正しく書く活動につなげる

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確実に定着させるための指導計画の工夫改善

②正しい語順で話すこと、書くことを意識させ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）「書くこと」及び第２学年 UNIT

３において行った英作文から、本校の課題を把握し、指導方法の工夫改善に生かそうと考えた。県の学

習状況調査の調査対象学年は、平成１９年度第１学年である。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

① 平成１９年度 県の学習状況調査

領
域
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出題の意図
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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 41.8 ▲

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 66.9

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 81.6

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 70.7

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 36.4 ▲

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 28.9 ▲

② 平成２０年度UNIT３において行った英作文での誤答例

○ “want”を使って自分がしたいことや仲間がしたいと言ったことを表現する

→ I want to game. （toのあとに動詞がない）

→ I went to baseball. （綴り間違いがあり、toのあとに動詞がない）

○ “to＋動詞”の文型を使って自分や仲間がコンピューターを使う理由を表現する

→ I use a computer to game. （toのあとに動詞がない）

【分析】

・「平成１９年度 県の学習状況調査」での「書くこと」の「表に示された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８０％を超えている。また、UNIT３における英作文では誤答であっても、

内容を伝えるという点では支障がないと考えられる文も多い。これらは「話す」活動においては、多少



の誤りはあっても、情報を相手に伝えることにこだわってきた結果だととらえる。

・学習状況調査の１０―２「･･･ 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」や１０―３「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」問題では、

正答率が極端に低く、文構造（正しい語順）に関する知識・理解が十分に身に付いているとは言えない。

UNIT３における英作文でも、「to＋動詞」や「want ＋to＋動詞」という文構造の理解に弱さが見られる。

上記のように、「書くこと」について十分に力が付いているとは言えない要因は次の点であると考えた。

○指導計画について

・指導計画作成の際に、実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う活動を、単元の出口にお

いて位置付けることは配慮してきたが、それを支える言語材料について理解したり練習したりする活

動の位置付けが十分ではなかった。

○指導方法について

・「書く」活動において、文と文のつながりを意識することについては指導を行ってきた。しかし、一文

一文において正しい語順を意識して書くことについては指導が十分ではなかった。

・「話す」活動において、情報を相手に伝えるということに重点を置きすぎ、正しい語順で話している

かについて見届けることが十分ではなかった。

・ペア活動の中で、互いの使う英語の正確さに着目させる指導が十分ではなかった。

２ 分析に基づく授業改善

（１） 授業改善の方針

上記のような結果分析を踏まえ、実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う活動とともに、

言語材料について理解したり練習したりする活動を行うようにすること、さらに、その中で正しい語順

を意識できるようにすることに留意して、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 The Story of Silent Night

【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】 自分の家の周りにあるものについて、There is ～や既習表現を駆使して、

特色等を付け加えながら、聞き手に分かりやすく話すことができる。

【具体的な活動】 ・自分の家の周りにあるものについて、特色や由来等、相手に伝えたい内容を

自分で考え、まとまりのある英文で話す。

・上記の活動で使える表現を、語順に気を付けて発話したり書いたりしながら

練習する。

・仲間と交流した後に、話したことについて書きまとめる。

＜具体的な改善事項＞

① 新しく学習する言語材料を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

○教科書の本文の中から活動で使える表現に着目し、繰り返し活用する。

○語順における日本語と英語の違いに留意できるように、帯活動として音読を位置付ける。

② 正しい語順で話すこと、書くことを意識するための指導方法の工夫改善

○ペア活動で音読シートを活用し、語順における日本語と英語の違いに留意しながら練習する。

○ディクテーションによって、正しい語順の定着を図る。

○個に応じたノート指導を行い、書こうとする意欲を育てる。



（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確実に定着させるための指導計画の工夫改善

○教科書の本文の中から活動で使える表現に着目し、繰り返し活用する。

＜改善の意図＞

＜改善前＞ ＜改善後＞（注）ゴシック体＝繰り返し活用するため

に設定した時間

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
Starting Out の内容理解と音読をする。部屋

の様子について紹介する。
2

基本表現を理解し、内容理解と音読練習をする。

（ Starting Out )

3
Dialog の内容理解と音読をする。相手の家の

近くにあるかどうかを尋ねる。
3

教室にあるものや自分の部屋の紹介をし合い、内容

を書きまとめる。

4
Reading for Communication (P.60)の内容理

解と音読をする。
4

基本表現を理解し、内容理解と音読練習をする。

( Dialog )

5
Reading for Communication (P.61)の内容理

解と音読をする。
5

私たちの町にあるものについて、尋ねたり答えたり

して、内容を書きまとめる。

6
Reading for Communication (P.62)の内容理

解と音読をする。
6

Reading for Communication (P.60～P.62)の内容理

解と音読をする。

7
クリスマスコンサートの案内を聞いて、内容

を理解する。 （Listening Plus 6）
7

自分が最近楽しんだことをテーマに交流し、書きま

とめる。( Reading for Communication P.60～P.62)

8
道順を尋ねたり、答えたりする。

（Speaking Plus 4）
8

自分にとって大切なことをテーマに交流し、書きま

とめる。 ( Reading for Communication P.60～P.62)

9
自分の住んでいる町の紹介をする。

（Multi Plus 3）
9

自分の家の周りにあるものについて紹介し合う。交流した内容を書

きまとめる。 （Multi Plus 3）

10
クリスマスコンサートの案内を聞いて、内容を理解

する。（Listening Plus 6）

11
道順を尋ねたり、答えたりする。

（Speaking Plus 4）

・これまでは、１時間の授業の中で、新出の言語材料等の導入と音読及び内容理解を行ってきた。

そのため、その後の活動で使える表現を実際に活用する場の設定が十分にできていなかった。

・活動の際に使える表現や、新出の言語材料（基本表現）を理解し、音読と内容理解を行うことで

１時間の授業を行い、さらに、次の１時間で基本表現を使って仲間と話し、話したことを書きま

とめるようにする。



○語順における日本語と英語の違いに留意できるように、帯活動として音読を位置付ける。

＜改善の意図＞

ⅰ）音読の評価（３種類の音読の方法）

Ａ 音読Ａシートを使って、英文が読める。

Ｂ 教科書を間違いなくスムーズに読める。

Ｃ 音読Ｃシートを使って、英文が読める。

ⅱ）音読シートの工夫

【Ａシート】

・英文を日本語で文節ごとに区切り、音読の練習をすることで日本語と英語の順序の違いを意識して

音読することができるようにした。

あります/クリスマスツリーが/そばに/窓の

あります/いくつかのプレゼントが/下に/ツリーの

これは/です/あなたのためのもの/ジュディー

あなたのおばあさんが/送りました/それを

なんてかわいいの！

それは/です/本/物語の/クリスマスについての

【Ｃシート】

・すべての単語に読み仮名を振ることは、極力避けたいので、新出の単語や発音が難しいものについ

てのみ仮名を振り、音読が苦手であっても読もうとする意欲をもつことができるようにした。また

英文の上ではなく、下に読み仮名を振ることで、読めるようになったら隠して読むことができるよ

うにした。

There's a Christmas tree by the window.

ｾﾞｱｽﾞ ﾂﾘｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ

There are some presents under the tree.

ｻﾑ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ ｱﾝﾀﾞｰ

① 正しい語順で話すこと、書くことを意識するための指導方法の工夫改善

○ペア活動で音読シートを活用し、語順における日本語と英語の違いに留意しながら練習する。

＜改善の意図＞

ペアで片方が単語ごと、句ごとに日本語を読み上げていく。もう片方は即座に英語に直して発音していく。

（１回目は１語ずつ）

・３種類の音読の方法を提示し、個の実態に応じて方法を選択し、音読練習ができるようにする。

・語順における日本語と英語の違いに留意できるシート（音読シートＡ）を活用する。

・そのページを初めて学習する授業で１回、次時の帯活動で１回というように、１ページにつき、

最低２回はペアでチェックするようにし、家庭においても音読練習することを意図した。

・前単元まで毎時間の音読練習を繰り返した結果、多くの生徒がA評価を目指すことができるよう

になってきた。

・本単元では日本語と英語の語順についてより意識して英文を話すことができるよう、音読Aシー

トを活用した活動を取り入れたいと考えた。



A：「あります」 B：There’s

A：「クリスマスツリーが」 B：a Christmas tree

A：「そばに」 B：by

A：「窓の」 B：the window

（２回目は意味のかたまりで）

A：「あります。クリスマスツリーが」 B：There’s a Christmas tree

A：「窓のそばに」 B：by the window

○ディクテーションによって、正しい語順の定着を図る。

＜改善の意図＞

ＣＤを聞いて（ ）に単語を入れましょう ２年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

( ) a Christmas tree by the window.

There are some ( ) under the tree.

This is for you, Judy.

Your grand mother ( ) it.

How ( )!

It's a book of ( ) about Christmas.

満点が取れなかった場合は単語練習をして再提出

【多く見られた間違い】

some ( presents ) → some ( present ) sがついていない。

pretty → prety 綴りミス

stories → storys yをiに変えてesができていない

どの単語をどのように間違えるのかを把握するのに役立ち、単語練習に力を入れる機会作りとなった。

○個に応じたノート指導を行い、書こうとする意欲を育てる。（家庭学習の充実）

・新出の言語材料を中心に書き取るシートを作成し、正しい語順を意識しながら書いて、確実に定

着することを意図した。

・間違いはその場で練習をする時間を確保するようにし、正しく書くことができた部分については

褒めたり、間違えやすい単語を全体の場で確認したりするようにした。



＜改善の意図＞

・全校統一のノート評価

Speaking Plus、Multi Plus、Listening Plus

期限までに提出できると・・・

３ 授業改善後の成果

（１） 新しく学習する言語材料を確実に定着させるための指導計画の工夫改善

新出の言語材料について、語順を中心にして理解をした後に、教科書音読で何回も発話し、それらの

表現を使って仲間と交流した上で書きまとめるということを繰り返してきた。

単元全体で合計５回、話した内容について書きまとめることを行ってきたが、次第に書く量が増え、

一文一文について見てみると、主語と動詞をきちんと書くことができるようになっており、自分が伝え

たい内容について、正しく書けるようになってきたという満足感を得られた生徒が増えているととらえ

る。（下記「Ａ子が書きまとめたもの」参照）

【Ａ子が書きまとめたものから】

○ 自分の住んでいる町についてThere is(are)～を使って書いてみよう（第５時）

・全学年において、ノートの使い方のよい例として、単語、基本文、本文、自己表現の４つについ

てまとめていくことを指導してきた。

・さらに、ノート作りに関して、４つのコーナーごとに点数化し、認め励ましながら意欲化を促し

てきたが、提出率が高いとは言えない。

・そこで、新出単語のみであっても練習できたら提出できることとし、書く習慣作りをしたいと考

えた。

New Words 
単語 意味 単語を使った英文作り

story   物語 The story of baseball player 

Target Sentence 
基本文

There is a present under the tree. 
意味

木の下にプレゼントがあります。

基本文を使った英文作り

There is a ball under the desk. 

本文

There’s a Christmas tree by the window. 

窓のそばにクリスマスツリーがあります。

There are some presents under the tree. 
ツリーの下にいくつかのプレゼントがあります。

解説

単数なら is、複数ならareとなる。

自己表現

基本表現を使って英文を作ったり、

Ｑ＆Ａを自分で考えて作る。 
There is a present under the tree. 
My father sent it for me. It’s cute.

There is a shrine near my house.

There is a grand in the town.

There are many old houses near my house.

There was a book store near my house 3 years ago.



○ 自分の町の紹介文を５文以上で書こう（第９時）

（２） 正しい語順で話すこと、書くことを意識するための指導方法の工夫改善

前述したＡ子のように書くことができるようになってきた生徒が増えてきたことに加え、これまで、

英語で表現することについて、苦手意識を抱えてきた生徒にも変化が見られた。

Ｂ男は、単元テストや期末テストにおいて、まとまりのある英文を書く問題には苦手意識がみられた。

また、ノート提出も継続することに弱さがみられたが、単語練習のみでも提出できるようにした頃か

ら、新出単語を中心にしてページいっぱいに書くことができるようになってきた。

本単元で書きまとめたものを見ると、何度も活用してきた There is(are)～の文については、それに

続く単語や場所を正確に表すことについては訂正すべき箇所があるものの、There is(are)～について

は単数、複数の用法をよく理解して、書くことができていると言える。

【Ｂ男が書きまとめたものから】

○ 自分の住んでいる町についてThere is(are)～を使って書いてみよう（第５時）

○ 自分の町の紹介文を５文以上で書こう （第９時）

【Ｂ男の単元カードの振り返りから】 【Ｂ男のノート提出】

＜今後の課題＞

・正しい語順を意識して話したり書いたりできるようになりつつある。これを生かして、仲間と考えや気持

ちを伝え合う活動において、相手を意識するからこそ、正しい語順や表現を使おうとする意欲につなげて

いきたい。そのためには、より集中して、仲間と情報のやりとりに向かうことができるようにすることと、

確実に情報が授受できているか見届けることを行っていきたい。

「今回の単元は There is(are)～を何回もやったおか

げか、表現がよく分かった。自分の部屋に何があるか

を言うことができるようになったし、最後には自分の

町紹介をすることができた。単語が上手く書けないこ

とがあったので、単語練習を毎日して、次の単元でも

自分のことを書くことができるようにしたい。」

I live in Ota. It’s in the south-east of Nishi JHS. It’s

famous for Nakasendo. There are many old houses by the street.

I love my city.

There is 本屋 my town.

There is 池 near my house.

There are some house near my house.

I live in ○○○. It’s in the north of Nishi JHS. There is

a pond near my house. It’s very big. I love my city.


