
事 例 
中学校 外国語科（英語） 第３学年 

 Unit５ Cell Phones― For or Against(NEW HORIZON English Course3 ) 

テーマ 
「話すことを中心とした単元において、伝えたい内容を３～５文程度のまとまりの

 ある英文で話す力を付けるための指導の工夫改善」 

授業改善の視点 

①生徒が意欲的にディベートの仕方を身に付け、単元の終末の授業に生かすための

指導計画の工夫改善 

②話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解し、生徒が主体的

に伝え合う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 

  ①スピーキングテスト１（”Warm up”で自分のお気に入りのものを学級に仲間に紹介する） 

  ②スピーキングテスト１（”Unit 4”で外国人［ＡＬＴ］に勧めたい日本の四季を紹介する） 

 

（２）学習状況の結果と分析 

 【結果】 

・①では、原稿を見て話す生徒が多く、自分の伝えたいことを相手に伝えるようとする気持ちが伝

わってくる生徒が少なかった。しかし、疑問文を使って聞き手に投げかけたり、具体物を示しな

がら話したりと、これまでに学習した言語材料を用いたり、効果的な伝え方を用いたりしてスピ

ーチができる生徒もいた。 

・②では、原稿がなかったりメモだけでスピーチをしたりする生徒が増えた。また、写真やイラス

トを用いて発表する生徒も増えた。しかし、日本独特の食べ物の名前や名称などを、他の言葉と

変わらぬスピードで伝える生徒が気になった。相手が理解しているか確認する力を付けてこそ、

伝える力を育むことにつながると考えた。 

 【分析】調査結果より、以下のように分析した。 

  ①指導計画について 

・単元の導入での教師の示範で、生徒にどんな英語を話すだけでなく、具体物を用いたり、話し方

を示したりして単元の終末にする活動を明確に示したことで、生徒がどのような英語を話したい

か内容を具体的にイメージすることができ、活動意欲を掻き立てることにつながった。 

  ②言語活動について 

・言語材料を分かりやすく指導することに重点を置いてしまい、終末の活動を直結した言語活動を

行うことができなかった。そのため、終末の活動で新出の言語材料を使えない生徒がいた。 

  ③指導方法について 

・スピーチの内容を作るために、書いたことを話す指導方法をしていたため、原稿がないと話せな

い生徒にしてきた。そのため、相手に伝えるよりも、内容を話すようになっていた。 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

以上のような結果分析を踏まえ、生徒が付けたい力を明確にすることで、伝えたい内容をもち、その

内容を効果的に伝えるために、相手の意見や理解を確認する力を付けることが必要であると考えた。そ



こで、以下のように授業改善に取り組んだ。 

【単元実践】 Unit５ Cell Phones― For or Against (NEW HORIZON English Course3 ) 全１０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。

【単元の指導目標】 

   身の回りにある問題について議論する活動を通して、相手の意見に関わらせながら自分の立場と

その理由を相手に明確に伝えることができる。 

【具体的な活動】 

   単元の終末において、与えられた題材について意見を述べ合うために、各単位時間において自己

表現に活用できる言語材料を学び取ったり、それを基にした簡単な意見交流をしたりすることで、

伝えたい内容をまとまりのある英文で述べる力を高める。 

〈具体的な改善事項〉 

 ①生徒が意欲的にディベートの仕方を身に付け、単元の終末の授業に生かすための指導計画の工夫改善 

ア ディベートの方法を理解し、立場の違う相手と論点を一致させることで、ディベートをより楽

しむことができる指導計画の工夫改善 

イ 単元終末の活動に必要な表現の習熟を図る「帯活動」の工夫 

 ②話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解し、生徒が主体的に伝え合う指導方 

  法の工夫改善 

ア 生徒が「伝えたい」という意欲をもって取り組むことができる言語活動の工夫 

イ 生徒が「できそうだ」「きっとできる」という意欲をもつことができるために、４技能を統合的

に活用しながら課題解決をする指導の工夫 

ウ 討論を深めるために、学び合ったり支え合ったりできるペア指導の工夫 

エ 生徒が表現する際の基盤となる「表現集」の作成と活用 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

 ①生徒が意欲的にディベートの仕方を身に付け、単元の終末の授業に生かすための指導計画の工夫改善 

ア ディベートの方法を理解し、立場の違う相手と論点を一致させることで、ディベートをより楽

しむことができる、指導計画の工夫改善 

・ディベートに勝つためには、「論点をかみ合わせる」ことが鍵になることを十分に理解させる。「論

点をかみ合わせる」こととは、相手の話したことに合わせて、意見を考えることである。その力を

養うことが、論理的に物事を考える力につながり、自分の考えをまとめることにもつながる。また、

ジャッジは「私情ではなく、両者の意見を理解して、どちらが納得できるか決定する重要な役割で

ある」ことに気付かせ、ジャッジには両者の意見を理解する必然性、スピーカーには、ジャッジを

含め相手に伝わる英語を話す必然性をもたせる。 

・スピーカーは、相互に意見を確実に理解するために、”You said、 ・・・”を用いて、相手が言った

ことを繰り返すことを定着させる。また、この表現を用いて、これから話す意見は相手が話したど

の意見について反論をするのか、相手に伝えることができることを理解させる。 

・ジャッジはスピーカーの意見を正確に理解するために、メモをとって話を聞くことを指導する。こ

の定着を図るために、リスニングや読み取りでも、メモをとって内容を理解する活動を位置付ける。 

イ 単元終末の活動に必要な表現の習熟を図る「帯活動」の工夫 



 ・帯活動１ ペアで“You said、～（単語・連語）”を用いて、連想ゲームを行う。この表現を用いて、 

  相手の話したことを聞き取り、それに関わる単語・連語を相手に伝えることをねらいとする。 

 ・帯活動２ ペアで“You said、～（単語・連語）”を用いて、反対言葉ゲームを行う。時間制限を設け 

  どれだけ多く対話をすることができたか数えさせる。帯活動１のねらいに、いかに速く単語・連語 

  をだせるかという即興性をもたせ、意欲的にかつ活動的に取り組めるようにする。 

 ・帯活動３ 家庭学習の取り組みを確認する。新出文法の練習問題を復習として出したり（家庭学習 

  １）、教科書の読み取りの予習として、教科書の内容をメモにしてまとめたり（家庭学習２）、ディ 

  ベートのトピックで話したい内容を考えたりする（家庭学習３）など、本単元で学習したことを終 

  末の授業で生かせる家庭学習を出す。 

 

 ＜上記の改善事項に基づく単元指導計画の改善例＞ 

従前の単元指導計画 
 

改善した単元指導計画 

1 
優先席についての議論を聞いて、単元の見

通しをもつ。 1
 教師と ALT のディベートを聞いて、単元終末の活

動のイメージと学習内容を理解する。 

2 
教科書の内容理解を通して、分詞の後置修

飾の形・用法・意味の理解し、電話に関する

知識を広げる。 
2

 帯活動１を行い、相手と意見を関わらせるため

に”You said～”が効果的な表現であることを理解す

る。 
 教科書の内容理解と新出文型の意味・形態・用法の

理解する。 

3 

4 

マイクとお母さんの対話を理解すること

を通して、マイクのお母さんの意見に対する

自分の意見を考え、適切に相手に伝える。 

3
 帯活動１と３（家庭学習１）を行う。 
 教科書を参考にした対話活動を通して、間接疑問文

の作り方に気付き、その用法がわかる。 

4

 帯活動２と３（家庭学習１）を行う。 
 教科書の読み取りを通して、マイクの母の意見に対

して、自分の意見とその理由をもち、”You said・・・”
を用いて互いの意見を確認しながら相手に伝える。 5 

6 

マイクの問いかけに対して、インターネッ

ト上の掲示板でどのような意見が出たか、そ

の人の立場とその理由を理解することを通

して、マイクのお母さんの意見に対して、与

えられた立場でその理由を考え、自分の意見

として相手に伝える。 5

 帯活動１を行う。 
 教科書の内容を、メモ化をして理解する。 
 教科書のトピックでディベートを行うために、ペア

で決められた立場の意見を作り、意見の違うペアと交

流をする。 7 

8 

マイクの問いかけに対して、インターネッ

ト上の掲示板に載せられた意見を読みとる

活動を通して、仲間の意見に関わらせながら

自分の立場で意見を述べる。 

6

 帯活動１と３（家庭学習２）を行う。 
 教科書の内容確認をし、本文から相手の意見と関わ

らせるために効果的な表現を確認する。 
 前時とは違う立場で、ペアでメモを作り、意見や反

論を考える。ディベートに勝つためには、相手の意見

に関わらせて反論をすることが有効であることを理

解する。 

9 

10 

与えられた議題に対して、  相手の発言を

認めたり、それに反論したりしながら、話題

に対する自分の立場を明らかにして話す。 

11 

与えられた議題についての他者の意見を

聞くことを通して、その議題について新たな

見方や考え方をもち、最終的な自分の意見を

他者の意見に関わらせながら書きまとめる。

7
 帯活動２を行う。 
 生徒（ペア）と ALT や教師とＡＬＴのディベート

を聞き、ジャッジをする際のメモの仕方を理解する。

8
 帯活動２を行う。 

 ３グループに分け、各グループにトピックを与え、

ペアや同じグループのペアと意見を考える。 

9
 帯活動３（家庭学習３）を行う。 
 前時に生徒が作った意見を集約した表現シートを

配布し、各ペアやグループで反論を考える。 
10  ディベートを行う。 

 ②話し手と聞き手の相互交流を生かして討論を深める方法を理解し、生徒が主体的に伝え合う指導方 

  法の工夫改善 

ア 生徒が「伝えたい」という意欲をもって取り組むことができる言語活動の工夫 

・どの生徒にも「伝えたい」という思いをもつことができ、生徒がより意欲的にディベートを行う 



 ことができるように、以下の２点の工夫をする。 

（ⅰ）関連のある３つのトピックの設定（資料３）  （ⅱ）グルーピングの工夫 

→生徒が「伝えたい」という意欲をもって話すことができるように、単元の終末で初めてディベ

ートを行う。学級を３つのグループに分け、どの生徒もそれぞれの立場を経験できるようにする。 

→意見を考える立場を教師が示す。 

 

イ 生徒が「できそうだ」「きっとできる」という意欲をもつことができるために、４技能を統合的

に活用しながら課題解決をする指導の工夫 

・中学３年生になると、生徒の英語に関わる能力差も大きくなる。トピックに対し、すぐに５文以上

書いたり話したりする力をもっている生徒もいれば、トピックに対する考えももてない生徒もいる。

そこで、ディベートを行うにあたり、「相手に自分の言いたいことを確実に伝える」ことを繰り返

し指導する。トピックに対する考えを作る時には、ワークシートを用いて、キーワードをメモし、

そのキーワードに関わる具体例を書くように指導する。（資料４） 特にキーワードは It is （形容詞、

または名詞）の形容詞・名詞にあたる部分を書かせる。こうすることで、生徒自身が話すことを容

易に覚え、相手を見ながら話すことができ、ワークシートばかり見て話すことを防ぐことができる。

また、聞き手も相手が話したことを繰り返しやすく、互いに言いたいこと、伝えたいことがより伝

わりやすくなると考えられる。 

・上記の指導にあたり、生徒が何をキーワードととらえ、何をメモするか（メモをさせるか）が重要

になる。このメモが、話すときの足がかりになり、ジャッジをするときの記録となるからである。

そこで、Listening ・ Reading ・ Writing ・ Speaking の４技能を関連付けながら指導を行う。 

 Listening では、Listening test やまとまりのある英文（対話文）を聞き取らせ、メモをとることを指

導する。生徒にはメモを図式化して、残させる。特に、人名や地名など聞き取れたことを頭文字で

書いたり、間隔をとって書くようにしたり、「見せた」「頼んだ」「行った」など、動詞の動きを矢

印（⇒）で示すようにする。こうすることで、内容のイメージをとらえやすくするためである。 

 このメモを Reading でも行う。教科書の読み取りをするときにも、内容を図式化（資料５）させる。

この前に、in the evening など意味のあるひとかたまりをチェックし、言葉のまとまりを意識させる。

こうすることで、長い一文も理解しやすくなる。この指導を繰り返すことで、メモを作ることが定

着し、キーワードをつかむ力を付けることができると考える。 

 このような下地を作ってから、ディベートを行う。第１段階として、生徒はジャッジを行い、Listening

で身に付けた方法でメモを取る。次に、実際にディベートを行うときには、最も伝えたいキーワー

ドをあげて、その良さを伝えるために具体例を考える。メモをとる指導が生徒に定着していると、

ディベートに勝つ手段としてキーワードの重要さが理解できていることにもつながる。また、トピ

ックに対する意見を日本語で考えたとしても、その内容を端的に伝えるキーワードを考える力にも

つながる。 

 

ウ 討論を深めるために、学び合ったり支え合ったりできるペア指導の工夫 

・ディベートでは、生徒に即興的に意見を考え、述べる力が求められる。英語を得意とする生徒には

適度抵抗を感じ、意欲をもって取り組むことが予想されるが、英語に苦手意識をもっている生徒は、

与えられた時間に何も言えないことも考えられる。そこで、どの生徒にもディベートを楽しむこと

ができるように、English Pair を作り、仲間がいる安心感や仲間との信頼関係を築きながら活動に取



り組むことができると考えた。なお、２つのペアを兄弟ペアとし、分からないことを兄弟ペアで考

え合える時間を確保することで、疑問を出し合ったり考えを練り合ったりすることができる。 

 

エ 生徒が表現する際の基盤となる「表現集」の作成と活用 

・実際にディベートを行うのは、ペア対ペアになる。そこで、ペアに確実に力を付けることが必要に

なる。そこで、どの生徒にとっても足場になるように、生徒が考えた意見を集約した表現集（資料

６）を全員に配布する。意見がもてなかったり、表現方法がわからないペアは、表現集を参考にし

ながら、意見を考えたり付け足したりすることができる。また、全員に配布するので、もちろんラ

イバルグループにも配布する。そうすることでライバルグループがどのような考えを言ってくるか

見通しをもつことができ、それに対する反論を考えることができる。 

 

３ 授業改善の成果 

（１）生徒が意欲的に討論の仕方を身に付け、単元の終末の授業に生かすための指導計画の工夫改善 

「ディベートはおもしろかった。特にジャッジが面白かった。聞いていることが分かるから、次

に相手がどんな意見を言ってくるか楽しみだった。」「ただ伝え合うだけでなく、ジャッジがいる

ことでより話をきこうとすることができて、楽しかった。」 

・これはディベートを終えた生徒の感想である。この生徒は英語がどちらかと言えば苦手である。し

かし、楽しみながら仲間の意見を聞くことができたのである。ジャッジを付けたディベートにこだ

わることで、話す力だけなく、聞いて理解して判断する力を付けることができた。結果的により生

徒がディベートを楽しむことができたと言える。 

 ・帯活動１を継続して行ったことで、即興的に考える力を付けるだけでなく、即興的に話すことに楽 

  しみを感じることができる生徒が増えた。 

（２）生徒が主体的に伝え合う言語活動の工夫改善 

・ディベートで必要な力を身に付けるために「メモ」の指導にこだわったことによって、キーワード

を作ったり、聞き取ったり、書き取ったりする力を付けることができた。また、ディベートで話す

内容を書いたときには、キーワード ⇒ 具体例という流れで文章を書くことができ、まとまりの

ある英文を書くことができた。 

・終末のディベートに向けて、「メモ」の指導を核として段階をおって力を付けることができた。 

（３）話し手と聞き手の相互交流を生かして、討論を深める方法を理解するための指導方法の工夫改善 

・第５時からディベートのペアで授業を行い始めた。授業中には、互いに積極的に質問をし、教師に

も進んで尋ねる姿が多く見られるようになった。互いの疑問や質問にただ答えを教えるではなく、

ヒントを出しながら相手が自分の力で分かるように工夫している生徒もいた。家庭学習に関しても、

十分な取組ではなかった生徒が、家庭で挑戦し、分からないところを授業で確認するようになった。 

・単元の終末のディベートでは、どちらが何を話すか役割を分担しているペアや、作戦タイムには寄

り添って相談し合うペア、ジャッジを聞いて喜び合うペアの姿が多く見られた。協力し合ったから

こそ感じられる喜びや、英語が伝わった喜びを感じている生徒を見て、本当にうれしく思った。 

・ディベートを楽しむことができる生徒の育成を通して、生徒に４技能を効果的に身に付けるととも

に、相手に自分の意見を伝わりやすくするための論理的な思考も養うことができると考えている。

今回の実践をさらに改善し、英語で伝え合う喜びを感じることができる生徒を育てていきたい。 


