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平成２４年度 教育課程講習会での発表資料 

言語活動を充実させた授業展開及びパフォーマンステスト 

授業改善委員会 

 

 

1. はじめに 

 新学習指導要領の実施に当たって、４技能を総合的に育成する指導を通して、生徒が４技能を統合的に活用

できるようになる指導が求められている。授業の中では、英語で読んだり聞いたりしたことを基にして、話し

たり書いたりさせる活動が考えられる。学期末や学年末の到達目標も英文を読めるようになるだけではなく、

自分の考えを英語で伝えることができる、読み手を意識した文章を書くことができるなどの発信力に関する側

面も必要になってくる。そしてその評価を行うためには従来のペーパーテストだけではなく、パフォーマンス

テストの実施が必要となる。パフォーマンステストの中でも今回は特にスピーキングテストについて、授業改

善委員の勤務校での実践を交えながら、効果的な実施方法と授業とのつながりについて述べる。 

 

2. パフォーマンステストとは 

パフォーマンステストとは何か。従来型のテストとどのような点で異なり、どのような目的で行うのか明確

にしておく必要がある。小泉(2002)では「口頭での発話に基づき、受験者の英語を話す能力を測るテスト」と

し、中村(2005)では「スピーキングテストやライティングテストを実施して言語表出能力を測定するもの」と

している。高校の現場でも生徒にスピーキングやライティングをさせ、その能力を測るテストをさせていくこ

とが必要であるが、松沢(2002)は、中学校や高校でのスピーキングテストは十分に研究されておらず、テスト

形式で評価を行う割合は尐なく、これは実用性の低さが原因だと指摘している。 

 

2.1 実施の目的 ＊それぞれ speaking 能力に関して 

 従来型の筆記テストにリスニングを加えた形も多い。ではなぜ筆記試験だけではなく、スピーキングテスト

を含めたパフォーマンステストを行う必要があるのか。実施する目的を以下にまとめた。 

①従来のペーパーテストでは測れない能力を評価する。 

②到達目標ごとの実現状況を含め、フィードバックを効果的に与える。 

③明確なゴールがあることで、教科内で共通理解をもって指導ができる（指導の見直しにも有益）。 

④望ましい波及効果を狙う（実技試験という強い動機を利用して、スピーキングの練習を促す）。 

 

 生徒のコミュニケーション能力を育成することを目標に授業を進めていく一方で、その能力を従来のペーパ

ーテストで測り評価することはできない。また、生徒が何をすることができて、何がまだできないのか確認す

る手段としても実際に話させるということが必要となる。最終的に付けたい力が教師によって違えば指導内容

も変わってくるが、到達目標の統一が図れれば、指導方法は若干の違いがあっても指導内容は大きく異ならな

い。そして靜(2002)では望ましい波及効果を得るために以下のように述べている。 

 

「 話す力を伸ばしてやりたい」→話す力を測定するテストを実施する。 

「英語で書いて表現する力を伸ばしてやりたい」→英語で書いて表現する力を測定する項目を出題する。 

 

生徒のテストに向けての外発的動機は極めて強く、この動機を英語力伸長にいかすことが大切である。 
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2.2 学校独自試験と外部試験 

 スピーキングテストやライティングテストを実施する際に、その試験を学校で行うか、外部に委託するか決

めることになる。それぞれの利点をまとめると以下のようになる。 

学校独自試験を実施 

・授業で扱った内容に関する試験が実施できる（授業内容の定着度を確認できる）。 

・到達目標に合わせた試験が実施できる（学年ごと、学期ごとなど徐々に難度を上げられる）。 

・学校の実情に合わせた試験が実施できる（実施にかける時間、教員数、内容等）。 

 

外部試験の利用 

・学校内のみならず、受験者全体の中での位置が分かる。 

・継続して受験することにより得点、能力の推移が確認できる。 

・実用性、信頼性、妥当性に関しては一定の信頼ができる。 

 

2.3 評価の観点【新学習指導要領における観点別での評価内容】 

 新学習指導要領での評価の観点は以下のように示されている。この４つの観点のうちパフォーマンステスト

で測るものは「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」と「外国語表現の能力」である。発信力を高める

授業を行っていくのであれば、当然その発信力を評価する必要があり、リーディングテストやリスニングテス

トなどから理解の能力はこれまでどおり測定することができる。 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

コミュニケーションに関心をもち、積極的に言語活動を行い、コミュニケーションを図ろうとする。 

 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書いたりして、情報や考えなどを適切に伝えている。 

 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読んだりして、情報や考えなどを的確に理解している。 

 

「言語や文化についての知識・理解」 

外国語の学習を通して、言語やその運用についての知識を身に付けているとともに、その背景にある文化など 

を理解している。 

 

2.4 実現可能性 

パフォーマンステストを実施しようと考えるときに、いくらその効果があると分かっていてもあまりに負担

が大きいようでは定期的・効果的な実施は望めない。具体的にどのように実施していくのかその例を考える。 

 

2.4.1 実施時期とテスト時間の確保 

 考えられる時期と回数は定期考査実施に合わせて年間３回から４回の実施である。筆記テストに合わせてそ

れまでの単元でできるようになったこと、目標が達成できたか評価するために行う必要がある。 

・各単元終了時点で行う 

・各学期終了時点で行う 
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 テストにかかる時間は、４０人クラスで１人２分程度であれば授業２時間分をテストに充てる必要がある。

授業中には実施できないということになれば、放課後の実施が考えられるが、英語科全体の協力はもちろん、

他の職員の理解が必要となる。考査前には部活動などが休みになる場合が多いため、その時間を活用すること

も考えられる。テスト内容によって生徒１人にかかる時間は大きく異なり、音読テストなど事前に準備ができ、

発表自体も短いものであれば生徒の移動を合わせても１人２分ほどで終わるが、即興での会話や、ディベート

になるとその時間も大きくなる。 

 

・音読テスト（短いもので１人２分ほど） 

・口頭要約、ストーリーリテリングテスト、英問英答（５分～１０分） 

・ペアでの会話、教師との会話（５～１０分） 

・ディベート（１０分～１５分） 

 

2.4.2 テストを受験している生徒以外の生徒の対応 

授業時間内で実技試験を実施する場合に問題となることは、時間や場所だけではない。テストを受験してい

る生徒以外への指示である。授業内で行う場合にはその他の生徒がその時間も有意義に過ごせるように計画す

る必要がある。そこで考えられる活動を以下にまとめた。どれも実技試験が授業の一部になっていれば可能と

なるものである。特に実技試験後のアンケートは有効であり、「言いたかったけれど言えなかったこと」を書

かせると、単に悔しい思いをして終わるのではなく、そこで本当に言いたいことを英語でどう表現できるのか

学ぶ場となる。 

 

・単元の内容に関連した別の英文を読む。 

・実技試験が終わった生徒はアンケートに答える。言いたかったことを書く。 

・更なる発展活動の準備、原稿の用意をする（ディベート原稿など）。 

・テープレコーダーで録音し、話した内容を書き出す。 

・自分の発話内容を思い出し、自己採点をする。 

・定期考査前であれば、筆記試験に向けての学習をする。 

 

 

2.4.3 実施方法 

インタビューテストの実施方法例 

採点者 受験者 採点 長所 短所 

JET(1 人) 全生徒 試験と並行 
全ての生徒を１人で見るため、

採点がぶれにくい。 

１人で全生徒を試験することは生

徒数の多い学校では現実的ではな

い。 

JET(1 人) 
担当生徒 

（分割） 
試験と並行 

習熟度別編成してあるクラス

の場合、自分が指導する生徒の

みを面接するため、年間通して

の伸びが見える、また効果的な

フィードバックも可能となる。 

試験が複数になれば採点がぶれる

可能性が出る。 

JET(2 人) 全生徒 試験と並行 

１人が質問、もう１人が採点す

るため採点のぶれもなく、それ

ぞれの役割に集中できる。 

面接官１人で行う場合と比べて時

間がかかる。 
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JET(1 人) 
全生徒 

担当生徒 

録画 

(試験後採点) 

試験中は質問することに集中

し、試験後に録画した映像を基

に採点するため正確な評価が

可能になる。生徒も目の前で採

点されるという精神的なプレ

ッシャーも感じにくい。 

試験後に映像を見ながら採点する

ためかなりの時間がかかる。 

ALT(1 人) 全生徒 試験と並行 

試験管が ALT の場合は実際に

英語を使う必要性が明確に感

じられる。達成感も大きい。

JET は試験を受けない生徒の

指導にあたることができる。 

採点に関して事前に ALT との十分

な協議が必要。 

ALT(1 人) 

JET(1 人) 
全生徒 試験と並行 

ALT が質問をするため英語を

使う必要性を感じられる。また

JET は採点に集中できる。 

ALT がいなければ実施できず、いた

としても複数はいないため実施に

はかなりの時間がかかる。 

JET(3 人) 全生徒 
試験と並行 

(生徒が移動) 

面接会場を３つ用意し、既習の 

質問をする部屋、即興の質問を 

する部屋、教師か生徒同士で議 

論をする部屋と分けるため役 

割が明確でぶれにくい。 

最低でも３つの会場が必要となる。 

ビデオに記録しておくことで、採点に自信がもてないところのみ他の採点者と協議でき採点のぶれをなくすこ

とにつながる。また、生徒から採点についての質問があったとしても記憶に頼らず実際に映像を見せて説明す

ることが可能になる。 

 

 

 

3. 実践例 

3.1 授業改善委員の勤務校での実践例 

授業改善委員の勤務校では、定期考査の実施に合わせてスピーキングテストを実施してきた。１年生や、英

語習熟度が低い生徒が多く在籍するコースでは、音読テストを中心とした自由度の低いものを実施し、尐しず

つ即興性のあるものに切り替えている。進学コースでは、３年生の実技試験としてストーリーリテリングテス

トや、英文の口頭要約テストなどを面接形式で行ったり、授業内ではプレゼンテーションを実施した。ここか

らは３年生６月に実施した面接形式でのスピーキングテストの実践例について述べる。 

 

3.1.1 単元の内容 

化石燃料の限界及び地球温暖化への懸念から、再生可能エネルギーへの関心が高まる中、島全体でエネルギ

ーの再生化を高めることに挑戦する「再生可能エネルギー島」にデンマークの小さな島、サムソー島は認定さ

れた。本文ではサムソー島の環境への取り組みや、化石燃料とバイオマス燃料、住民参加型プロジェクトの概

要について書かれている。 

 

3.1.2 年間の到達目標 

読んだ内容について平易な英語で口頭要約したり、自分の意見を話したりすることができる。 
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3.1.3 単元の目標 

本文でのサムソー島の環境問題への取り組みについて学び、 今後環境問題についてどう取り組むべきか、自

分の考えを話すことができるようになる。 

ア 即興の質問にも、既知の語句や表現を用いるなどして情報や考えなどを伝えることができる。 

イ これから日本が、また個人が環境問題にどう取り組むべきか話すことができる。 

ウ 読んだ内容についての賛否や簡単な感想を述べることができるように、批判的に読むことができる。 

エ becauseやbutなどの接続詞を効果的に用い理由を付けて自分の考えを話す方法を理解することができる。  

 

3.1.4 評価規準 

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

即興の質問にも、既知の語句や表現を用いるなどして情報や考えなどを伝えている。 

 

【外国語表現の能力】 

①デンマークのサムソー島の特徴や環境への取り組みについて話すことができている。 

②化石燃料やバイオマス燃料などの違いや、それぞれの問題点について話すことができている。 

③これから日本が環境問題にどう取り組むか話すことができている。 

 

【言語や文化についての知識・理解】 

①because や but などの接続詞を効果的に用いて理由を付けて自分の考えを話すことができている。 

②つなぎ言葉を適切に用いて会話を続ける方法を知っている。  

 

以上３つの観点を授業開始前に設定し、それぞれの規準を達成するために授業を実施する。なお本単元では、

本文の内容理解を図りながら、学習した事項に基づいて話す活動に結び付けることを目指しているため、「外

国語表現の能力」を中心に評価することとした。 

 

3.1.5 評価方法 

定期考査に加えて、インタビューテストを実施しそれぞれの観点について評価する。インタビューテストは

面接形式で行った。質問内容は既習のものと即興の２種類に分けられる。授業内で既に扱ってある英問英答を

出題する意図は、試験前に何度もその答えや本文を音読し、本文の英語内容と言語材料を共に覚えてくること

を期待してのものである。 

ただ本文の暗記だけではなく、扱った言語材料が活用できるようになっているか試すため、また本単元の目

標の１つである「即興の質問にも、既知の語句や表現を用いるなどして情報や考えなどを伝えることができ

る。」というコミュニケーションへの関心・意欲・態度を測るために、即興の質問も与えることが必要となる。 

 

【本単元における具体的な質問例】 

○基本問題（既習） 

・What do the visitors expect to do on the island? 

・What is the role of Samso’s wind turbines? 

・What is the symbol of the plan in Samso? 

・What plan do the people of Samso island have? 

・How long does it take to go to Samso from the mainland of Denmark? 

・Why were they recommended to use biomass stoves even though they have solar energy? 
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・What were people who were using gas or electric stoves asked to do? And why? 

・How was the environment policy for the project conducted? 

・Can you tell me about “Energy Academy? 

・What is the difference between biomass fuel and fossil fuels? 

・What are problems of (fossil fuels / biomass fuel)? 

・For who and what have they shown a good model?  

 

○発展問題（即興） 

・Which energy is better, biomass fuel or fossil fuel? 

・What do you want Japanese government to do for the environment? 

・What do you want to do for the environment?  

・What did you learn from Samso? 

・Do you want to go to Samaso? Why? / Why not? 

 

以上の質問に対しての答えを A（十分満足できる）B（おおむね満足できる）C（努力を要する）の３つの段

階で評価する。 

 

 

3.2 授業での取り組み 

スピーキングテストを実施するためには、授業内での活動についても考える必要がある。授業内では講義形

式で教科書本文の和訳や文法解説に終始しているのにも関わらず、スピーキングテストを実施しても上手くは

いかない。授業で付けたい力が明確にあって初めてそれを達成するための指導法を考えることができる。授業

内で話す活動をすれば、話すことができるようになったか評価していく必要がある。また、生徒にとっては最

後にスピーキングテストという明確なゴールがあれば、日々の授業の「話す・聞く」といった活動にもより積

極的になっていく。 

「話す・聞く」という技能を含めて４技能を総合的に指導すれば「読む」ことに関わる能力やアウトプット

を支えるものとして文法の力も伸びていくことが期待できるが、生徒は定期考査のテストで測られる技能を中

心に学習したくなるものである。仮に生徒が学校内で受ける試験が全て筆記試験で、読解力や文法知識を測る

テストのみの場合はやはりその対策をするだろう。しかし、もし考査にスピーキングテストが加われば、テス

トに向ける強い外発的動機を基に「話す」訓練をしてくることが期待できるし、授業内での取り組みも変わる

ことが期待できる。まさにテストが変われば授業が変わるのである。ここからは実際にどのように授業を行っ

たのか、また筆記試験における工夫について述べる。 

 

 

3.2.1 課題設定から授業、テスト実施までのサイクル 

①         ②         ③         ④      ⑤ 

課題・目標設定 → 筆記テスト作成 → 授業方法の決定 → 授業実施 → 筆記・実技テスト実施 →  

⑥           ⑦     

分析・指導の見直し → 次の課題・目標設定（ここからサイクルの最初に戻る） 
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【それぞれの段階での留意点】 

①まずその単元が終わるまでに付けさせたい力（評価規準参照）を考える。その単元でなければできないこと

や、自分と関わること、社会問題に関わることを積極的に入れる。 

 

②目標が決まれば、それが達成できたか確かめることができ、さらに事前に問題の形式や一部を公開すること

で望ましい波及効果が得られるテストを作成する。 

 

③目標を達成するため（筆記試験と実技試験で１００点がとれるようにするため）に、どのような授業展開を

していけばいいか考える。授業で Intake 活動や Output をさせていなければテストで急にはできない。 

 

④授業で英文を理解し、様々な音読活動などで取り込み、取り込んだ言語材料を使う授業をしていく。スピー

キングテストで目標を達成するために必要な言語活動を授業で行う。 

 

⑤テスト実施前には必ず「テストによくでる問題集」というものを配布している。ここには筆記試験に実際に

出る英問英答や実技試験で聞かれる質問も載せてある。もちろん生徒はそこにある問題は必死で覚えて、実際

にテスト本番でも話せるようになっている。これにより生徒は日本語ではなく、英語を覚えてくるという望ま

しい波及効果が狙える。他の問題の出題形式も伝えることでテストに向けどういった準備をするのか明確にな

る。 

 

⑥テストの結果で平均点が低ければ授業で十分習熟させることができなかったということが考えられ、再度音

読をさせ、次の単元では方法を変える。著しく得点が低いパートがあれば理由を考え対策をする。 

 

⑦分析結果から分かったことを生かして次の授業を計画していく。 

 

3.2.2 授業でのアウトプット例 

 言語活動を充実させた授業を展開していく上ではアウトプット活動が欠かせない。しかし、ハンバーガー店

や空港での表現を丸暗記してペアで会話練習をするだけでは英語力を伸ばす上で不十分であると考えられる。 

では教科書を中心とした日々の授業の中にどのようにアウトプット活動を組み込んでいけばいいのだろうか。 

 例えば授業中に「本文で学習した内容について意見を話す」という活動をさせた時に上手くいけばいいが簡

単にはいかない。また、アウトプットが教科書とかけ離れていれば継続した指導は難しくなる。アウトプット

させるためには十分な内容理解と音読などを通して言語材料を内在化しておく必要がる。そこで簡単に取り組

めるものが、内容理解が終わり、十分な音読をした後の英問英答である。ポイントは本文の英問英答を閉本で

行い、答えは単語やフレーズではなく、しっかりとした文で言わせることである。また、この答えをつなげて

いけば要約や再話ができるようにしておけば、英語で要約などのアウトプットもできる。キーワードや絵を用

いることで、本文の内容を思い出すことに認知資源を使わず、言語処理に使えるため負荷は下がると考えられ

る。しかし、そこまで準備したとしても上手くいかないことが多々ある。しかし「英語でできることと、でき

ないことの差」に気が付くことができること(noticing the gap)こそ、アウトプットを行うことの利点の１つ

であり、上手くできるようになるための次の学習に向かう動機になる。そこで、授業の最後にさせるアウトプ

ットを次の時間の最初に行うことを予告すれば、生徒は家庭でアウトプットができるようになるため音読など

を中心に発表のリハーサルをしてくるようになる。こうして授業と家庭学習をリンクさせていくことで英語力

を伸ばしていくことを意図してアウトプット活動をさせている。 
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○ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○アウトプット例 

・閉本での英問英答                                     易 

・閉本での要約（穴埋め、キーワードで再生、口頭再生、筆記再生） 

・写真を見ながら本文の内容を説明する（story retelling） 

・ALT とグループトーク（連携中学校の ALT を本校に招き、本文の内容について話し合った） 

・レッスン終了時にエッセイライティング（レッスン全体のまとめや自分の意見を書く） 

・ディベート（本文に関連するテーマについて３人１組のマイクロディベートを実施した）     難 

 

 

 

3.2.3 定期考査の工夫 

 定期考査を作成する際に工夫している点が幾つかある。靜(2002)では英語力を伸ばすためには英語を覚えて

くる問題を出すことを推奨している。和訳を出せば生徒は日本語を覚えてくるし、英語を書く問題を出せば生

徒は英語を覚えてくる。 

また、ただ本文を丸暗記してくるのではなく、授業で学んだ単語や文法が活用できるようになったか試すた

めには、初見の文を入れる必要がある。ダイアローグはモノローグに、モノローグはダイアローグに書き換え

たり、同じ単語や文法を使いリライトしたものを出題する、また同じテーマの英文をインターネットから引用

するなどして利用することができる。ALT がいれば書き直してもらうこともできる。初見の英文を扱うこと

で、授業の中で学んだ新出単語と文法を使い英文が本当に読めるか試すことができる。 

 定期考査の内容を工夫すると、実技試験につながる効果も期待できる。スピーキングテスト実施前に筆記テ

ストで、それに関わる内容を作文問題や英問英答という形で出すことで、原稿を作り覚えてくる。話す内容を

事前に書くことでまとまった量の深い話をすることが可能になる。全く同じテーマでなくても共通する単語や

文法を繰り返し使用させることで定着が見込める。以上のことをまとめると以下のようになる。 

 

・予想問題集配布で望ましい波及効果を狙う（英語を覚えてこれば点が取れる問題）。 

・和訳は出さない（和訳を出せば生徒は日本語を覚えてくる）。 

・初見の英文も１～２割ほどは出す（教科書本文をリライトしたり、関連するテーマの英文を使用する） 

・実技試験につながる問題を筆記試験に出す（作文原稿などを書かせれば、実技試験の原稿が内在化される）。 

・各学期開始前に作成する。（事前に学期終了時点でどんな力をつけておきたいか明確にしておく） 

 

 

 

・場面別の会話表現を覚えるような、表面的な会話練習ではなく、内容ある発話を目指す。 

・テストと授業が切り離された特別なイベントになってはいけない。 

・パート毎にアウトプットの時間を必ず設ける。 

・授業の最後にアウトプットをさせて失敗経験をさせるが、次の時間の最初に同じアウトプットをもう一度

させることで、家庭で練習してくるようになる。 

・写真やキーワードなどを効果的に用いることで負荷が軽減される。 

・アウトプットを成功させるには十分に本文の内容理解と英文（単語・文法）の習熟が必要。 

・進む単元の数は尐ないが、ひとつの単元を形を変えながら徹底的に使いつくす。 
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3.2.4 アンケート結果（自由記述のみ） 

・本当に楽しかった！英語が前より話せるようになっているのが嬉しいし、Harvest で習った助動詞の後にく

る be を忘れず言えたことがうれしかった。しかも頭で考えてから言うのではなく、先に英語を話すことがで

きていることがよかった。 

・スピーキングテストをすることで授業の読み取りやテスト勉強より内容が深まった気がします。本文の暗記

や内容理解だけではなく、先生の質問や即興の質問の意味が分かり答えられるようになったことが嬉しいで

す。 

・とても緊張したけど楽しく感じたので、やっぱり英語っていいなぁと思いました。実際はもっと焦っちゃう

と思うけどもっと精進して英語の勉強がんばりたいし、もっともっと好きになれるように楽しみたいです。 

・最初は緊張していてやりたくないと思っていたけど実際は逆で楽しかった。言えなくて焦ったりしたけどな

るべく話せるように気を付けました。英語で話すのは難しいけど話せたら楽しかったです。 

・質問の意味は大体分かったけど素早く答えることができなくて、まだまだだなと思った。もっとちゃんと話

せるようになりたい。 

・やっぱり実技試験になるとテストでやるより覚えた文が緊張して出なかったり、今は言えるけどやるときに

なると言えなかったのが尐し残念でした。でもできるだけ言おうと努力できたのでよかったです。 

 

 

3.2.5 実用英語技能検定試験の結果 

１年生４月 （３６人中）  【３級 １人】 【準２級 ０人】 【２級０人】 

                     ↓ 

３年生１月 （２４人中）  【３級２１人】 【準２級１３人】 【２級３人】 

＊２年生に進級する時に１２人のクラス異動あり 

＊対象者は進学クラスの生徒のみ 

 

 

3.2.6 今後の課題 

スピーキングテストを中心に実技試験を行ってきたが、多くの利点があることが分かった。テストに向けて

家庭で音読練習やスピーキングの練習をするようになったり、授業内での活動の様子にもプラスの効果がある。

しかし、課題も多くあり、特に実用性と信頼性、妥当性の要素をいかに満たすことができるかが課題である。

特に実用性の面は非常に大切で、今回紹介したクラスは２４人を更に分割している超尐人数授業を展開できる

という環境にあるが、同じ内容のテストを４０人クラスで実施するには多くの負担がかかる。人数が多いクラ

スでは１人当たりの面接時間を短くするなど、いかに効率的に、そして効果的に実技試験ができるか検討が必

要である。また複数の教員で実施する際には採点のぶれや、その試験自体の妥当性を考える必要がある。課題

をまとめると以下のようになる。 

 

・実用性 ：テスト作成や実施に関わる人的労力、時間、場所など 

・信頼性 ：測定の一貫性 

・妥当性 ：テストの得点が測りたい能力を示すものとして解釈できる度合い 
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4. おわりに 

 ここまで効果的なパフォーマンステストの実施のために考えなければならないこと、またそれに向けての授

業での取り組みについて述べてきた。４技能を総合的に指導していく中で、その評価の改善は生徒の英語力や

学習動機に大きな影響を与える。また、それぞれの学校で異なる生徒に合わせた、また異なる教材に合わせた

到達目標が作られ、それが適切に評価されるためにはペーパーベースのテストのみではなく、パフォーマンス

テストの実施が必要となる。 

パフォーマンステストには、実施して初めて分かるよさや問題点が多々ある。いきなり何の問題もなく実施

できることは尐なく、評価の方法、教員間での連携、場所や時間の問題など課題はあるが、だから実施できな

いのではなく、授業と同じようにテストも改善を加えながら、よりよいものを作っていくという姿勢が必要な

のではないか。センター試験にリスニングテストが導入されてからは授業の中でリスニングの対策を行う学校

が多くなったという事実がある。テストが変われば授業は変わるのである。到達目標の中に英語で発信する関

という項目があれば、それを測るテストが必要となる。テストで発信能力を評価するようになれば授業で発信

能力を高める指導は当然必要であるし、生徒の動機にも大きく影響する。授業では言語活動を充実させ、その

評価を適切に行うことで、知識としての文法だけではなく、実際に文法を活用して英語で発信できる、４技能

のバランスのよい生徒の育成を目指したい。 
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