
平成２４年度 教育課程講習会 

 

新学習指導要領の具現化 

 

～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 



本日のアウトライン 
 スピーキングテストの必要性 

 

 スピーキングテストの様子（動画） 

 

 授業での取り組み 

 

 その他のパフォーマンステストについて 

 

 実用英語技能検定の結果 

 

 課題 

 

 

 



本日の発表のねらい 

 スピーキングテストを実際に行ってみると分かる
利点と課題について 

 

 授業改善委員勤務校での授業実践について 

 （スピーキングテストに向けての取り組み） 

  

そして次から「私の学校でもやるか！」という気持 

ちになっていただければ幸いです。 



なぜスピーキングテストが必要か？ 

 

→「話すこと」についてはそれ以外の方法では測る
ことができない 

 

→「話すこと」を伸ばすための望ましい波及効果が
期待できる 

 



到達目標について 
 

 年間の到達目標 （話すこと） 
（例）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。 

 

 単元毎の到達目標 

（例）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。 

 



単元の内容 
環境問題に関する英文（デンマークのサムソー島での事例） 

 

単元の目標の設定 
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 

 

単元の評価規準の設定 
観点別にそれぞれ設ける 

 

評価方法 
スピーキングテストの実施  

授業中の発表や定期考査も用いて評価する 

 

 



評価規準 

～コミュニケーションへの関心・意欲・態度～ 

 

①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。 



評価規準 
～外国語表現の能力～ 

聞いたり読んだりしたこと、学んだり経験したことについて、その 

概要や自分の意見を話すことができる。 

 

①デンマークのサムソー島の特徴や、環境問題へ
の取り組みに関して話すことができている。 

②化石燃料とバイオマス燃料の違いやそれぞれ
の問題点について話すことができている。 

③教科書で学んだことや環境問題に関する自分の
考えを話すことができている。 



評価規準 

～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
理由をつけて自分の考えを話す方法を知ってい
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。 



評価の方法 

Q1  （下記のいずれかの質問をし、それに答える） 

・Why do so many people visit Samso island? 

・Please tell me about the Samso’s policy for 

the environment. 

・Please tell me about energy academy.（今回） 

 

・質問に対する答えを、意味の通じる英語で話していることが 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の条件となる。 

・質的な高まりや深まりをもっている場合に「十分満足できる」 

状況（Ａ）となる。 

 

 

 



Ｑ１ スピーキングテストの様子 

 ビデオ映像資料 

 



実際の評価 

評価 

→ Ｂ「おおむね満足できる」 

 

理由 

エナジーアカデミーについて意味の通じる英語 

で説明できているため「おおむね満足できる」状 

況の（Ｂ）とした。 

 

 



評価の方法 
Q2 What are the differences between “fossil 

fuel” and “biomass fuel”? 

 

 

・化石燃料とバイオマス燃料の違いを意味の通じる英語で述べ 

ていることが「おおむね満足できる」（Ｂ）の条件となる。 

 

・さらに質的な高まりや深まりを持っている場合に「十分満足で 

きる」状況（Ａ）となる。 

 

 



Ｑ２ スピーキングテストの様子 

 ビデオ映像資料 

 



実際の評価 

評価 

→Ａ「十分に満足できる」 

 

理由 

化石燃料とバイオマス燃料の違いについて適 

切に述べている。さらに問題点まで説明するな 

ど質の深まりがあるため「十分満足できる」状 

況（Ａ）とした。 

 



評価の方法 

Ｑ３  What is the “greenhouse effect”? 
（生徒によって質問が異なる即興の質問） 

 

・実施前には質問内容を明示していなかった「即興の質問」に 

対して既知の語句や表現を用いるなどして伝えていることが 

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の条件となる。 

 

・質的な高まりや深まりを持っている場合に「十分満足できる」 

状況（Ａ）となる。 

 



Ｑ３ スピーキングテストの様子 

 ビデオ映像資料 

 



実際の評価 

評価 

Ａ 「十分満足できる」 

 

理由 

即興で聞かれた質問に対して既知の語句や表 

現を用いて伝えるだけでなく、接続詞なども効 

果的に用いて説明するなど質の高まりを持って 

いるため「十分満足できる」状況（Ａ）とした。 



評価の方法 
Q3 What did you learn from the text book? 

 

・教科書から学んだことや、これから個人として、また日本は環 

境問題にどのように取り組むべきか、意味の通じる英語で話す 

ことができれば「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の条件となる。 

 

・質的な高まりや深まりを持っている場合に「十分満足できる」 

状況（Ａ）となる。 

 

 

 



Ｑ４ スピーキングテストの様子 

 ビデオ映像資料 

 



実際の評価 

評価 

→Ｂ「おおむね満足できる」 

 

理由 

教科書から学んだことをいかして個人としてどう 

していくべきか適切に話せていたため「おおむ 

ね満足できる」状況（Ｂ）とした。 

 



授業改善委員勤務高校における 

授業での取り組み 
 

 ここからはどうしたらスピーキングテストにつなが
るような授業が展開できるか実際に行った授業
での取り組みについてご報告させていただきま
す。 

 



授業でのサイクル 

①目標設定 

②筆記テスト作成 

③授業方法の決定 

④授業実施 

⑤筆記・実技試験実施 

⑥分析・指導の見直し 

⑦次の課題の発見、目標設定 



日々の授業での工夫 （ポイント） 
 本文の十分な内容理解と大量の音読による習熟 

 

 パート毎にアウトプットの時間を設ける 

 

 その授業の最後と、次の授業の最初に同じアウトプット 

 

 実技テストと授業が切り離されたイベントにならないように 

 

 ひとつの単元を形を変えながら徹底的に使いつくす 

 

→ゴール（スピーキングテスト）から逆算して授業を組み立てる 

 

 



アウトプット活動（例） 
 閉本での英問英答 

 

 閉本での要約（口頭、筆記） 

 

 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、１対１でのやりとり 

 

 レッスン終了時にエッセイライティング 

 

 ディベート 

 



定期考査の工夫 

 予想問題配布で望ましい波及効果を狙う 

 

 和訳の問題は出さない 

 

 初見の英文も出す 

 

 実技試験につながる問題を筆記試験に出す 

 

 テストは一つ前の長期休みの間に作成する 

 



アンケート結果①(全体) 



アンケート結果①（advanced class) 



アンケート結果①(basic class) 



アンケート結果②（全体） 



アンケート結果②（advanced class） 



アンケート結果②（basic class） 



アンケート結果（自由記述） 
 本当に楽しかった！英語が前回より話せるようになっていることが嬉しいし、
最近『Harvest』で習った助動詞も上手く使えた。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た。 

 緊張したけど楽しくも感じたのでやっぱり英語っていいなぁと思いました。 

 最初は緊張してやりたくなくないと思っていたけど実際は逆で楽しかった。英
語で話すのは難しいけれど話せたらとても楽しかったです。 

 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理解が
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のが嬉しいです。 

 今まで何回かスピーキングテストをしてきたけれど、やっぱり毎回とても緊張
するし頭が真っ白になることもあるけど、それでも何とか答えられるよう
rejoinderとかを使って努力しました。 

 質問の意味は大体わかったけれどすばやく答えることができなくて、まだまだ
だなぁと思いました。もっと英語を話せるようになりたい！ 

 ２年生の時よりもずっと話せるようになっていた！ 



アンケート結果（自由記述） 

 とても難しかったです。練習はたくさんしたけれどいざ答えようとすると相手の
質問がまず理解できなくて、文字と音声のテストでは全然違うなぁと思った。 

 

 緊張しすぎて吐きそうでした。 

 

 スピーキングのためにはリスニングができないとだめだと思った。 

 

 実技試験はやっぱり苦手です。緊張をおさえられません。 

 

 準備した質問は答えられるけど即興の質問になると焦ってしまいました。 

 

 



その他のパフォーマンステスト 

 プレゼンテーション 

 スキット作りと発表 

 本文の登場人物になりきりインタビュー 

 悩みをもつ人（教師）にアドバイス 

 ストーリーリテリングテスト（即興・準備あり） 

 ディベート 

 音読テスト 

 



Story Retelling Speaking Test 

 ビデオ映像資料 

 



実用英語技能検定の合格状況 
～H24 ３年生進学クラス～ 

１年生 ４月 （３６人中） ３年生 １０月 （２４人中） 

     合格者人数 

 ３級      【１人】 

 

 準２級     【０人】 

 

 ２級      【０人】 

     合格者人数 

• ３級      【２１人】 

 

• 準２級     【１１人】 

 

• ２級      【３人】 
              ＊１次のみの合格も含む 



実用英語技能検定 平均点推移 

 １年生 ４月（３６人中） 

 ４級 平均点（６５点満点）  ＊４０点合格 

 →３５点    

 

 ２年生 １０月（２４人中） 

 ３級 平均点（６５点満点）  ＊４０点合格 

 →３５．１点   

 

 ３年生 １０月（２４人中） 

 ３級 平均点（６５点満点）  

 →４５．３点 
 

 

 

 



スピーキングテスト実施における課題 

 実用性  

テスト作成や実施に関わる人的労力、時間、場所 

 

 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 



おわりに 

 先生！音読なんてやってもテストに出んやん！ 

→授業でやっていることが定着しているか測りましょう 

 

 スピーキングテストといっても時間がないしなぁ・・・ 

→その２時間の実技テストで、年間残りの１００時間以
上の授業が変わるのではないでしょうか 

 

 あぁ～、めっちゃ緊張したけど、英語で話すのめっ
ちゃ楽しかったわ！ 

→やっぱり英語が話せれば嬉しいものです 

 

 


