英語科総論
テーマ

『４技能の総合に基づくコミュニケーション能力の育成
〜ICTとAuthentic Materialの活用を通して〜』Part２

Ⅰ はじめに
本校では「言語活動の充実と道徳教育の推進 〜新学習指導要領の実践に向けて〜」という研究主題の
もと、各教科で研究を進めている。英語科では言語活動の充実とは自己表現活動を充実させることと捉え、
聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの４技能をバランスよく育成するための効果的な指導方法につ
いて、研究・実践に取り組んでいる。そこで昨年度の取り組みから得た成果と課題を踏まえ、今年度の研
究の中心について考えたい。
１．自己表現とは
自己表現とは、ある事象について自分の経験や体験に基づき、ある手段を用いて自分の思いや考え、
感情などを他者に伝え、他者の評価を受けることである。自己表現は文字や言葉だけでなく、絵や映像、
身体や楽器を用いるなど、その手段は様々であるが、言語は最も正確に自分の思いや考えを伝えること
ができる大変便利なツールである。中でも英語はより多くの人々との意思疎通に欠かせないものであり、
国際社会を生きる日本人にとって、その重要性は小学校での外国語活動のスタートや中学校での授業時
数の増加など、新学習指導要領からも容易にはかられる。今やコミュニケーション能力の基礎の育成に
は、自分の気持ちや考えを伝えたり、自分の意思を示したりする自己表現能力の育成が必要であること
は言うまでもない。自分の力で自分のことを英語で表現できる力こそ、英語科が育成すべき力なのであ
る。そこで次項では自己表現活動の充実のために、本校英語科が昨年度より取り組んできたことについ
て述べたい。
２．自己表現活動の充実のために
昨年度の研究では自己表現活動の充実のために、どのような指導方法や内容、工夫が必要なのかとい
う視点を次の２点として捉えることとした。

①コミュニケーション能力の基礎を養うための指導方法及び内容の工夫と開発
○４領域の各指導事項を踏まえた自己表現活動の指導
・語彙や文法の定着を図るための言語活動とその語彙や文法を実際に運用するための言語活動
とのバランスを考えた指導
・既習の学習内容を繰り返して指導し、定着を図る（習得）ことから、さらに学習の深まりを
目指す（活用）指導の工夫
・小学校外国語活動で育まれたコミュニケーション能力の素地についての理解とその素地に基
づいた発展的な指導

まず１点目においては、CALLシステムや簡易CALLシステムを活用することで、語彙や文法の定着
を図る学習活動（smart.fmの活用、CALLシステムや簡易CALLシステムを通した教材の活用）や、小
学校外国語活動で育まれたコミュニケーション能力の素地に基づいた聞き取りの演習（映画の一場面の
聞き取りや物語の聞き取り、洋楽の聞き取り）などを数多く取り入れることができたと言える。その結
果、聞き取りや単語テストなどの知識理解を問う問題にはほとんどが間違うことがないという成果が得
られた。語彙や、何を話しているのか理解することはコミュニケーションを支える基礎・基本の一つで
あることは言うまでもない。今後はさらに自己表現活動を充実させるためには語彙や文法を運用する言
語活動（活用型学習）の指導を研究・開発していくことが必要である。
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②４技能を総合的に育成する指導の工夫
○「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た知識や情報などを、自らの体験や考えなどと結びつ
けて「話すこと」や「書くこと」を通じて発信することが可能となるよう４技能を総合的に育
成する指導の充実
・学ぶ楽しさ、できたという達成感を味わえる場の設定

次の２点目においては、Authenticな場面設定や教材が必要不可欠である。昨年度は全米ナンバーワ
ン教師の一人であるRon Clark氏が創設したRon Clark Academy（以下RCA）の生徒達がRon氏を含め
たスタッフと共に本校に来校し、本校の生徒と交流を深めたり、生徒の各家庭でホームステイするなど
の活動があり、多くのコミュニケーションすることができたという感動やコミュニケーションするため
にもっと英語を学びたいというモチベーションを与えることができた。また、RCAの生徒達を受け入
れて下さった各家庭からは生徒だけでなく、保護者の方からも「改めて、英語でコミュニケーションす
る力が大切だと痛感した」などの多くの好意的な感想や意見を頂くことができた。ただ、私たち教師に
とってコンスタントにAuthenticな場面や教材を与えることは難しく、その意欲や感動を持続させるた
めの工夫がさらに必要であることを感じさせられた。
今年度は11月下旬に来校するRCAの生徒達とどのような交流をしていくのか、今後関係機関と協力
し、大いに検討していかなければならない。
Ⅱ 今年度の取り組み 〜昨年度までの研究から〜
本校英語科ではここ数年、ICT機器やCALLシステムの活用を通して研究に取り組んできている。ここ
では、これまでの研究の成果と課題を踏まえ、自己表現活動を充実させるための指導の視点、及び４技能
の総合化について今年度の取り組みを具体的に述べたい。
１．ICT機器の活用
ここ数年の研究を通して、最も効果が見られた一つがICT機器の活用である。ICT機器の活用により
多種多様な言語活動を扱うことができるようになり、生徒が英語を用いる場面が大幅に増えた。そして
その増加により、インタビューによるスピーキング、あるテーマに基づいたスピーチなど、自信を持っ
て取り組む姿勢が見られるようになった。また１〜２分間、あるテーマについての思いや考えを英語で
表現するというone-minute talkingでは話を続けようとする意欲も見られつつある。その姿勢や意欲を
持続させるためにも、伝えたいことを的確に表現できる語彙や文構造の知識を定着させることが重要で
ある。柔軟に指導することになった文法の指導においてもICT機器は大変便利であることが検証されて
いる。特にCALLシステムは教室での一斉授業とは異なり、生徒が自分のペースで自分に合ったレベル
の学習を進めることができるため、できていない仲間を待つ必要もないし、分からないところを放って
おいて次に進むということもない。発展的な文法の学習に取り組む生徒もあれば、基礎的な文法の学習
に取り組む生徒もいる。生徒を飽きさせず、同じパターンのエクササイズにじっくり取り組ませるには
CALLシステムが大変有効なのである。４技能を総合的に扱い、バランス良く力をつけさせるために、
できるだけ多くの言語活動に取り組ませることができる最良の教具の一つと言えるだろう。
しかし「競争より協同」の理念に基づいた協同学習を行うにあたって、生徒一人一人がそれぞれ別の
課題に取り組んでいては協同は成立しない。これまでの実践で協同学習的手法は生徒の学習意欲を高め
たり、理解を深めたり早めたりする効果があることが検証された。文法の学習に有効なCALLシステム
と学習活動に有効な協同学習を連結させることで、さらに高い学習効果を得ることができるのではない
だろうか。
そこで今年度は４月に一新されたCALLシステムと協同学習を連結させた教材や指導方法について研
究・実践に取り組み、その教育効果を検証していきたい。
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２．Authentic Materialの活用 〜総合的な学習の時間を通して〜
新学習指導要領、第４章において総合的な学習の目標は「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通
して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力
を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協
同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにする。」ことと掲げられている。
つまり総合的な学習の時間は教科で習得したことを活用し、学びの中で直面した課題やふとした気付き
や疑問を採り上げ、自ら探究していく学習の時間であると言える。本校では柱となる総合的な学習の時
間（W~ING）の他、教科で扱う総合的な学習の時間を持ち、英語科では主にAuthentic Materialの活
用に充てている。総合的な学習の時間を柔軟に活用し、その中で本大学に通う留学生との交流活動に取
り組んだり、外国人観光客の多い京都の観光名所で外国人にインタビューをしたりするなどの活動に取
り組んでいる。また昨年度のRCAとの交流では各グループが日本の文化や伝統などについて英語で紹
介したり、RCAの生徒からはダンスを教えてもらったりするなどの活動に取り組んだ。どの活動にお
いても生徒の感想には「もっと英語を理解したい、もっと正確に伝えられるようになりたい、日頃、勉
強している英語で本当に伝えられることができるんだ」という内容が見られた。Authenticな教材は生
徒の学習意欲をかき立てることができる最良の教材である。習得した知識を実際のコミュニケーション
の場面で活用し、意思疎通できた喜びは次への意欲となる。また意思疎通できなかった反省は「どうす
れば伝えることができたのだろうか」という探求心へとつながる。そこで今年度は留学生との交流活動
や京都校外学習だけでなく、様々なAuthenticな教材、題材の研究に取り組み、RCAとの交流活動の内
容についても生徒の学習段階に応じて再考し、生徒の意欲や探究心をさらに高めたい。
また、本校の研究主題の二本柱の一つである道徳教育についても、各教科の中でも取り組んでいくべ
き課題である。2009年６月、世界的に有名なMichael Jackson氏が突然他界されたことは記憶に新しい。
そこで昨年度、彼の代表作をshort ﬁlmを通していくつか紹介し、彼の経歴をたどりながら、
「Man in
the mirror」と「Heal the world」の歌に込められたメッセージを生徒たちに読み取らせる授業を行っ
た。ダンスパフォーマンスの凄さが印象的なshort ﬁlmとは対照的なそれらのshort ﬁlmから世界の国々
の様々な問題を知り、多くの生徒達が歌詞に込められたメッセージを理解し、共感し、自分たちが世界
のためにできることについて考える時間とすることができた。教科指導の中で道徳的価値を考えさせる
ことができる可能性を大いに感じることができる時間であった。
そこで、今年度は道徳の内容項目を意識し、どのような題材で心を育む授業を展開することができる
のか、心を育む教科指導のあり方についても考えたい。
３．協同学習の実践
過去３年間、英語科では「①ペアやグループの中の一人のメンバーの学習が、他のメンバーにとって
も利益となっているか。②ペアやグループで学習することに必然性があるか。③グループだからこそ課
題解決することができたという卓越性があるか。
」という３つの視点に基づき、協同学習的手法を実践
してきた。その結果、教科の力の高まりだけでなく、生徒間の信頼関係や自主・自律の高まりなども成
果として得ることができた。正確には「生徒間の信頼関係や自主・自律の精神が高まったため、教科の
力が高まった」と言うべきであろう。
自己表現活動に必要な要素は「信頼感」「感受性」「想像力」「英語力」の４つである。「信頼関係」の
ない雰囲気で言いたいことを言うことは非常に難しい。人間社会は信頼関係の上に成り立っており、学
校、クラス、班という小さな集団にあっても同じである。クラスや班の仲間における信頼感は積極的な
自己表現を支える重要な要素である。自己表現は人間の欲求の一つである。人間の欲求には、生理的欲
求、安全の欲求、親和の欲求、自我の欲求、自己実現の欲求があることはよく知られている（マズロー
の欲求階層説：Maslow, 1970）。この考えでは、人は基本的な欲求が満たされて初めて上位の欲求が芽
生えていくものとされる。
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このように、生徒の下位レベルの欲求を充足して初めて、上位レベルの自己実現に向けた欲求が芽生
えてくる。つまり、クラスや班に安心できる雰囲気を作り、自分の居場所を感じさせ、仲間の個性を認
め合える集団になってこそ、自己表現活動をさらに充実させることができるのではないだろうか。協同
学習的手法はその信頼関係を築く上でなくてはならない学習形態なのだということを今年度の研究で確
認したい。

― 180 ―

Ⅲ 成果と課題
昨年度より「４技能の総合に基づくコミュニケーション能力の育成」を研究主題に設定し、２年にわ
たって取り組んできた研究の成果と課題について項目ごとに述べたい。
１．ICT機器の活用
ICT機器の活用が授業を大きく変えたことはここ数年の研究実践から明らかになっており、その利便
性も検証されている。また本年度からCALL教室のシステムが新しくなり、これまでのシステムに比べ、
教材作りの面で作業や機器の操作に手間がかからなくなっただけでなく、生徒PCの間に中間モニター
を取り付けたことにより、教室の最前列、最後列によって見え方に差のあったスクリーンの映像も全員
が同じ条件で見ることが可能になった。また、教室前のテレビも大型になり、より鮮明に映像を見るこ
とも可能になった。ただ、今年度については具体的な効果をあげるほどに活用できなかったため、これ
ら最新のシステムを、今後どのように活用していくことが生徒にとって効果的なのか、実践・研究を重
ね、さらに検証していく必要がある。
＜ハードウェア関連＞
ファイルサーバー、教材サーバー、サーバーバックアップ用NAS、教師用PC、持ち込みノートPC
接続ケーブル、持ち込みAV機器接続ケーブル、生徒用PC、センターモニター、プレビューモニ
ター、AVシステム操作パネル、AVシステムコントローラー、レーザープリンター、BDプレーヤー、
VHS／DVDプレーヤー、MDプレーヤー、マルチシグナルス
イッチャー、ワイヤレスマイクシステム、デジタルパワードミ
キサー、ヘッドセット、プロジェクター、スクリーン
＜ソフトウェア関連＞
CaLaboEX5.5、e-NETLibe、環境復元ソフト Winkeeper Pro、
office2007 Professional、サーバーバックアップソフト
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２．Authentic Materialの活用
（１）京都校外学習
京都校外学習の取り組みも今年で４年目を迎えた。毎年２年
生時に行っているこの取り組みも定着し、１年生では来年、僕
たちは京都に行ってどんなことを聞こうか、きちんとインタ
ビューできるだろうかという声も聞かれるようになった。習っ
た英語を用いてコミュニケーションをするという活動は「本当
に伝わるのだろうか」という不安や、
「早口で答えられると理
解できないのではないだろうか」という緊張を伴っているため、
その分、コミュニケーションできた時の喜びや達成感はひとし
おであり、この達成感
が生徒の英語学習に対するモチベーションを高めるものなのだ
と確信している。臆すことなく英語で話そうとする素地は、ま
さに外国人との本物のコミュニケーションがあってこそ、育ま
れるものであるということを痛感させられる活動である。今後、
各学年の学習段階に応じて、インタビューの内容を変えるなど
して、各学年で取り組むようにし、活動の機会を増やしていく
ことができればと考える。
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〈体験後の生徒の感想〉
・今回、京都で外国人に話しかけるということで、二条城に着くまでは簡単そうと思っていました。で
も、いざ活動開始となると、目の前に外国人が通っても、「本当に伝わるのかなぁ」と急に心配に
なってきて、声もかけづらくなってしまい、最初に話しかけるまで15分もかかってしまいました。で
もその後は相手の正面から「Excuse me!」と話しかけると、笑顔で答えてくれ、「うわっ！普段の授
業で使っている英語が外国人に伝わった！」と少し興奮してしまいました。英語をもっと上手に話し
て、自然なジェスチャーをつけていれば、もっともっと外国人に私たちの言いたいことが伝わったの
かなと思います。この校外学習があったおかげで、「次からも英語の勉強を頑張ろう。」と思いました。
・外国の方たちと交流して、自分の今の英語がどれくらい伝わるのか、相手とどのようなコミュニケー
ションをとればよいのかを学びました。声をかけるまでは誰かに任せておけばいいと思っていたけど、
色んな人たちと交流を重ねるうちに、だんだんと慣れ、表情も少し和らぎました。コミュニケーショ
ンをしていく上で、相手と目を合わせることはとても大切だけど、笑顔で話せば話も盛り上がって、
相手と仲良くなれるんだと思いました。次にこのような機会があれば、何か小さな日本のプレゼント
を渡して、Show ＆Tellをすれば、もっと話も盛り上がって喜んで受け入れてくれるんじゃないかと
思います。私にはホームステイの経験があり、色んな人と話をしたけれど、こんなに積極的に自分か
ら話しかけることはできませんでした。この活動を通じて、たくさんの外国人と出会えて本当によ
かったです。
・今回初めて、外国の人たちに話しかけてみて、みんな親切に受け答えしてくれてとてもうれしかった
です。１回目はちゃんと会話ができるか不安だったけど、うまくインタビューをすることができ、少
し自信がつきました。２回目からは上手く質問することができるようになってきました。聞き取りに
くい英語でも耳を傾けてくれ、答えてくれたことには感動しました。英語は世界の人々と話せるコ
ミュニケーションツールなんだと改めて思いました。
（２）ALTとの教材作成
協同学習を取り入れることにより、課題に卓越性を持たせるためには生徒のレベルより少し高めの教
材が必要であり、そのため今年度は主に読み取りと聞き取りの教材を開発することにした。
まず読み取りの教材であるが、初級レベルとしては学年に応じたテキストから逸脱することのないよ
う配慮した。ただ、学校で使用しているテキストでは既に内容を予習している生徒もいるため、他社の
テキストや初級のリーダーテキストを参考にいくつか作成し、これらの教材をジグソーの手法を用いて
読み取りに取り組ませてみると、全てのグループが初めて読む内容であっても、設定した時間より早く
内容を把握することができるなど、難なく読みこなすことができていた。そこで中級レベルでは未習の
文構造や文法をいくつか含んだ内容を作成してみると、グループで様々な意見を出し合いながら文の構
造を把握しようとしたり、辞書の用例から同じような構造を探そうとしたりと、意欲的に取り組む姿勢
が多く見られた。正解にたどりつくグループもあれば、たどりつかないグループもある。ただ正解が出
なくても、教師が一方的に新出文法を説明するよりもグループで考えあった方が記憶に残っているとい
うのが、生徒の感想に書かれていたように、別の機会で出てきたときには「あ、あの時の文と似てい
る」という気付きが多くあった。自分たちで考えに考え抜いた内容は、記憶に定着しやすいものなのだ
と検証することができた。
今年度は初級、中級のレベルでしか作成することができていないが、上級レベルとしてはどの程度ま
でのレベルが適切なのか、今後さらに教材を作成し、実践のなかで模索していかなければならない。
次に聞き取りの教材についてであるが、小学校の英語活動を経験してきた最近の生徒達は本当に聞き
取る力が他の力に比べて高いと言える。読み取りの教材のレベル以上のものでも、聞き取った単語から
対話の内容を推測したり、何度も繰り返し聞くことで、ディクテーションすることもできる生徒もいる
ほどである。そこでまずは初級レベルとして英語の歌を用いることにし、習った文の構造が多く出てく
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る曲をＡＬＴと協力しながら、曲と歌詞を用意し、最初はワンフレーズを選ぶところから始まり、少し
ずつレベルを上げ、一つ一つの単語を書き取らせるところまで取り組んだ。英語の歌の他には物語や伝
記なども教材にした。物語では話の流れに起承転結があり、比較的大まかな流れをとらえやすいようで
あったが、伝記は年号を聞き取ることはできても、具体的にそれらの時期に何が起こったのか、どんな
ことを行ったのかをまで聞き取ることは少し難しいようであった。物語の難易度から伝記の難易度まで
の間にあるレベルではどのようなものを扱うことができるのか、読み取り教材同様、これからの課題で
ある。
（３）Ron Clark Academyとの交流活動
昨年度に引き続き、２年目の訪問となった今年度の取り組
みは小学校と連携をとりながら行ったため、中学校での交流
活動は２日間であった。まず事前交流としては、ホストファ
ミリーとRCA生徒がSkypeを用いて、お互いの簡単な紹介と
絵手紙を送ることにとどまってしまった。小学校段階ででき
る交流と中学校段階でできる交流の内容には随分差があった
ものの、児童・生徒にとっては同じ国際交流に何ら変わりは
なく、家族の写真に簡単な紹介をつけたり、聞きたいことを
付け加えたりと各ホストファミリーとも工夫を凝らした絵手
紙を完成させていた。生徒主体の事前交流としては英語部の生徒たちが学校紹介のwebページを作成に
とりかかったが、RCA来校までに十分な時間がなく、完成させることができなかった点は反省である。
今後、時間をかけてでも、是非完成させたいと思う。
訪問時の交流としては、歓迎セレモニー、ダンスの交流、昼食、休憩時間、清掃時間、学活など一日
の学校生活全体を通して行われた。来校初日に行われた歓迎セレモニーでは本校有志による附中よさこ
いと今では和歌山の伝統となった紀州おどり「ぶんだら」と、RCA生徒によるダンスパフォーマンス
の披露を交換し、両校の生徒とも、お互いのダンスに興味津々の様子で見入っていた。学活では各グ
ループがテーマを決めてRCA生徒に英語で日本文化や和歌山の紹介を行い、紙芝居を作って日本の昔
話を紹介したり、人気のある歌手の踊りを教えてあげたり、浴衣を持ってきて着物について伝え、実際
に着せてあげたりと、生徒たちは自分たちの思うように伝えようとしている様子が見られた。たとえ伝
わらなくてもジェスチャーを用いて、何とかしようとする意
欲と姿勢に感心させられた。
また、昨年度の来校時に本校生徒の清掃活動の様子を見て、
ロン・クラーク氏がアカデミーでも取り入れると話してくだ
さっていた清掃活動ではRCA生徒に雑巾の拭き方を教える
様子なども見られた。今年度から実際にアカデミーでも清掃
活動を取り入れて、RCA生徒全員で学校の清掃活動を行っ
ているそうである。
和歌山滞在の最終日前日にはホストファミリー全員と
RCA生徒及び、スタッフ全員が集まって親睦パーティを持った。音楽が聞こえてくると自然に体が動き、
踊り出すRCA生徒達がホストファミリーをフロアの中央まで引っ張り出し、一緒に踊り出すと全員が
柔らかな表情になってうち解け合う様子が大変印象的であった。諸準備に手間取り、ホストファミリー
の方々には大変迷惑をおかけしたが、親睦パーティの様子を見て少し安心することができた。今後、海
外の中学校とも様々な形で交流することができればと思う。
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＜ホストファミリーの感想＞
・子どもも英語を話すことに興味を持っているので、同じ年代の子とだとよりコミュニケーションしや
すかったようです。とても良い機会を与えてもらったと思います。
・子どもはパソコンを使ったりしながらお互いに意思疎通をしていましたが、やはり言葉が通じないの
は歯がゆいようでした。ホームステイ中は友達も数人来てくれて、みんなで音楽の話をしたり、家族
の話をしたり、スポーツの話をしたりと深くは出来なかったでしょうが、本当に楽しそうにワイワイ
と過ごしていました。親子共々、とても良い機会になりました。
・自分たちがもっと英語を勉強しておけば、もっと交流を深められたと思います。今回、このような経
験が初めてだったので、段取りも分からなかったのですが、もっと前からメールなど色々交流するの
かと思っていました。来日するまでにもっと交流を深めることができればいいと思いました。
・親睦パーティを最初に行った方がより一層、コミュニケーションがとれて、親交が深まると思います。
・可能であれば土日などの休日が前半にあれば、家族全員とのコミュニケーションもとりやすいのでは
と思いました。我が家では土曜日に他の友達を誘い、遊園地で子どもたち主体で活動し、家でパー
ティを行いました。子どもたちの距離も一気に縮まったように感じられました。
・スケジュールの決定が遅くなったのは仕方がありませんが、ホストファミリーと過ごす時間が丸一日
あれば、もっと交流ができ、いい思い出がたくさんできたと思います。
３．協同学習の実践
「競争より協同」の理念に基づいた協同学習を取り入れた授業が全国に広まりつつある。本校では数
年前から全ての教科において協同学習の手法を取り入れた実践に取り組んできているが、これまでに多
くの成果を得ることができた。
まず一つ目に授業の中だけではなく、学校生活の全ての場面においてグループで行動することを通し
て、互いの信頼関係を築くことができるということである。先にも述べているように、信頼関係のない
雰囲気で言いたいことを言うということは至難の業である。ところが、決して仲良しグループを編制し
ているわけでもないが、学校生活の全ての活動にグループで取り組み、小さないざこざを経験しながら
生徒は自然とお互いの信頼関係を築いていくのである。安心して聞ける、安心して間違えられる、安心
して教えてもらえる、そんな環境ができてきたことは本当に大きな成果である。
二つめは協同学習の場が適切なコミュニケーションについて学ぶ場となっていることである。クラス
全体に向けて、自分の考えを発表するということはほとんどの中学生にとってハードルが高い。我々大
人であっても大きな場では意見を出しづらいが、小集団では意見を出しやすいという場面が多々ある。
生徒にとっても同じことが言える。課題に対する自分の意見を聞いているのは、自分を含めて４人ある
いは３人である。間違えても、独特な考えであっても、信頼関係の築かれた中での意見交流なので、批
判されたり馬鹿にされるようなことはない。また、質問したい人も少ない人数の中でなら質問しやすい。
自分とは異なる考えや意見を聞くことで、自分の考えをふり返ったり、考えを発展させたりすることに
つながる。こうしたことを繰り返し行っていくことで、考えには理由を付けた方が分かりやすいなどと
いった、コミュニケーションのルールやマナーを学んでいくのである。
三つめは協同学習によって、生徒一人一人が学習のみならず、学校生活の全ての場面においても責任
を果たせるようになってきたことである。グループ会議で司会役、発表役、まとめ役、記録役といった
役割を一人一人が担ったり、学習で問題を出す側、解く側と分けて取り組んだりと様々な活動を取り入
れてきたことで学習の場に「お客さん」がいなくなってきた。分からないと感じている生徒を教える立
場の生徒が支え、教える立場の生徒は内容を確認する立場の生徒に支えられ、という環境ができてきた
のである。意図的に教師がそういった場面を設定しなくても「これ、分かる？」という声が聞こえる環
境は本当に心地いいものである。
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これまでの実践研究の結果、上述の生徒の姿を見ることができるようになった。協同学習の手法を取
り入れて悩んだことはあったが、困った時は一度もない。むしろこれらの成果や協同学習に救われた生
徒の多さを考えると今年度、協議会でご指摘いただいた「グループによるふり返り」も実践にとり入れ、
研究にさらに取り組み、広めたいと思う。
参考文献：Maslow, A. H.（1970）,Motivation and Personality, New York: Harper and Row
中学校学習指導要領（平成20年３月告示）及び解説
英語科における協同学習の原理と実践

中西佐江 江利川春雄 2009年

いとなみ 第48集 和歌山大学教育学部附属中学校 2009年
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１年生

実践１

授業者
① 題

材

高

瀬

麻美子

Unit７総合演習

② 題材について
疑問詞を含む疑問文は、教科書ではかなり長いスパンで少しずつ段階的に登場するが、小学校英語で音
声面での素地がかなりできている子どもも多いことから、教科書で扱われている順や時期にとらわれずに
日頃の指導に取り入れてきた。早い段階でそれらの表現に慣れ、使えるようにしていくことで、コミュニ
ケーションの幅も楽しさも広がると考えられる。Unit７では、それらの疑問詞を用いた表現をいくつかま
とめて学習する。それらの総復習として、自分たちの学校に関するクイズを取り入れる。
聞く活動においては、１年生の学習段階をふまえつつ、できるだけAuthenticに近い教材を取り入れ、
naturalな英語を聞くことに慣れさせていきたいと考える。今回は、You tubeの英語学習初心者用リスニ
ング教材のインタビュー動画を視聴させる。フリーの動画再生ソフトのスピードコントロール機能も使い、
わからない部分は推測をしながら本物に近い対話を聞きとらせたい。
書く活動においては、総合演習的活動として、教科書でも扱われている自分たちの学校紹介の英文を書
かせたいと考えた。まとまった英文を書くことは、生徒たちにとっては難しいと感じる活動のひとつであ
るが、自己紹介やクラスメイトなど身近な人についての英文を書く活動には、生徒たちはこれまでも意欲
的に取り組んできている。そこで、今回は生徒たちにとって興味ある話題と考えられる、11月末に本校に
来校するロン・クラークアカデミーの話題をエッセンス的に取り入れる。彼らを迎えるにあたっての事前
学習として、彼らに向けて学校紹介の文を書いたり質問を考えたりといった自己表現活動を行わせる中で、
生徒の期待感をふくらませてやりたい。また、実際に彼らに会ったときに、これまで学習してきたことを
生かして彼らと意思疎通ができた、という喜びを感じさせてやりたいと考える。
③ 学習目標と評価規準
（１）学習目標
１、話される英文を聞いて、おおまかな内容を理解することができる。（聞くこと）
２、既習の文の形・意味・用法を理解し、内容を正確に読み取ることができる。（読むこと）
３、既習の文法事項や語彙を用いて、英語で表現することができる。（書くこと、話すこと）
（２）本単元における具体の評価規準
規準
聞 く

①コミュニケーションへ ②表現の能力
の関心・意欲・態度

（言語活動への取り組み）

こ と

（コミュニケーションの継続）

③理解の能力

④言語や文化について
の知識・理解

（正確な聞き取り）

（言語についての知識）

（適切な聞き取り）

（文化についての理解）

話

ア、教師やモデルの英
語を聞き、大まか
な内容を聞き取る
ことができる。

す こ

（言語活動への取り組み） （正確な発話）

（言語についての知識）

と

ア、間違いをおそれず
英語を話そうとし
ている。

（コミュニケーションの継続） （適切な発話）

（文化についての知識）
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読 む こ と

（言語活動への取り組み） （正確な音読）

（正確な読み取り）

（言語についての理解）

イ、モデルの英文の内
容を正確に読み取
ることができる。

イ、個人やグループで
の読む活動に意欲
的に取り組んでい
る。

（コミュニケーションの継続） （適切な音読）

（適切な読み取り）

書 く

（言語活動への取り組み） （正確な筆記）

（文化についての理解）

（言語についての知識）

こ

ア、既習の文法を用い
た 文 の 形、意 味、
用法についての知
識が身についてい
る。

と
（コミュニケーションの継続） （適切な筆記）

（文化についての理解）

ア、既習の文の形や語
彙を使って伝えた
いことを適切に書
くことができる。
④ 単元構成表
（１）学習計画 全２時間 ※本時は第２時
第１時 総合演習１＜読むこと、話すことを中心とした活動＞
第２時 総合演習２＜聞くこと、書くことを中心とした活動＞
（２）学習活動と言語活動の視点について
時

ねらい

１ ○モデルの学校の紹介文を読み取り、内容
を理解する。
○読み取った内容について問答する。

学習活動

評価規準

①−イ
・内容の読み取り
辞書を活用して、学校の紹介文の内容 ③−イ
①−ア
を読み取る。
・グループで内容についての問答を行う。

２ ○英語を聞いて、大まかな内容を理解する。 ・クイズの聞き取り
○自分たちの学校を紹介する英文を書く。 ・自己紹介インタビューの聞き取り
・ロン・クラークの生徒たちへ向けて、自
分たちの学校を紹介する文を書く。

③−ア
②−ア
④−ア

＊表中の評価規準は５（２）の具体の評価規準を示す。
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⑤ （１）本時の目標
○英語を聞いて、おおまかな内容を聞き取ることができる。（聞くこと）
○既習表現を用いて、自分たちの学校を紹介する英文を書くことができる。（書くこと）
（２）本時の具体の評価規準および評価の方法
評価の観点

具体の評価規準

評価の方法

コミュニケーションへの関
心・意欲・態度
表現の能力

既習の文法事項、表現を用いて適切に英文
を書くことができる。（書くこと）

理解の能力

英文をおおまかに聞き取ることができる
（聞くこと）

言語や文化についての知識・
理解

既習の文法を用いた文の形、意味、用法に
ついての知識が身についている。（書くこ
と）

ワークシートの観察
ワークシートにおける取り組
みの観察
ワークシートの観察

⑥ 本時の展開
過程

時間

１、warm-up
&
review

10

学習活動

教師の支援
・挨拶をする
・英語学習の雰囲気を作る。

・挨拶をする

・ペアワーク
（Ask&answer）
を行う
・英語インタビューの映像を ・まずは、個別に聞き取らせ
る。
視聴し、おおまかな内容を
・班で確認し合いさせる。
聞き取る。
・スピードコントロール機能
を使って、スクリプトを見
せながら、音声のみ聞かせ
る。
２、導入

10

・附中クイズに挑戦する。

・本時のめあてを知る。

評価・備考
・ワークシート１
・ノートＰＣ
・プロジェクター
・スピーカー
・ワークシート２

・ＰＰの画像、英語の質問文
を見せながら、クイズを出
す。
・ロン・クラーク氏の画像を
見せ、本時のめあてを伝え
る。

・ノートＰＣ
・プロジェクター
・ワークシート２

・ライティングのチェック項
目に注意させる。

・ワークシート３
・和英辞書

３、展開

20

・前時に学習した学校紹介の
英文、附中クイズの答えな
どを参考に、ロン・クラー
クの生徒たちへ向けての附
中の紹介文を書く。

４、まとめ

10

・班で自分の書いた紹介文を ・班で相互チェック、相互評
価をさせる。
発表し合う。その後、回し
読みをし、相互チェック、
評価を行う。
・次時までの課題について知 ・次時までの課題を伝える。
る
・ワークシートを回収する。
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⑦ 結果と考察
インタビュー動画の内容把握では、教科書などのリスニング教材にはないnaturalな英語に少し戸惑い
ながらも、自然な場面をとらえた視覚情報があることで、生徒は聴覚のみのリスニングのときよりも集中
して聞き取りに挑戦していた。カナダの都市トロントの地名については、教科書で扱われており、生徒達
にはなじみのある地名であったが、話す速さとなめらかさがゆえ、生徒達にとっては聞き取りづらいこと
が予想された。予想通り１回目の聞き取りでは聞き取ることができない生徒が大半のようであったが、2
度目の聞き取りで、スピードコントロール機能を使って少しゆっくりとしたスピードで聞かせることで、
聞き取ることができた生徒が多かった。True or Falseの答えの確認では、音声に合わせてスクリプトを
見せることで、音声と文字をリンクさせることができ、より理解が深まった。特に１年生の段階において
は、本物の英語を聞き取るとなるとかなりハードルが高くなってしまうことが多く、今回もchallenging
であるが難しすぎることのない程よい難易度の教材を探すことに苦労した。教師サイドの問題として、私
自身機器の使用や操作についてはまだまだ不慣れな面があり、最初の聞き取りで動画の音声が出ないハプ
ニングがあったり、音声とスクリプトのタイミングが少々ずれてしまったりした。日々使用することで
もっとスムーズに行えるようにしていかなければならないと実感した。しかし、そういった活動を継続的
に行っていくことは、生徒のリスニング力向上にとって大変有効であるのではないかと感じた。
本時の中心活動である学校紹介の作文へつなげる足がかりとしての附中クイズで、まず自分たちの学校
についての基本情報についての確認を行った。生徒の反応はスムーズで、授業の始めの短い時間を使って
のＱ＆Ａを継続して行ってきている成果の表れを感じた。英作文時の形態は、グループで助け合わせなが
ら、ひとりひとりにオリジナルの作文を書かせたいとの思いから、和英辞書を使っての４人グループでの
班活動とした。生徒達ははじめ、
「何を書けばよいかわからない、英語でどういったらよいかわからない。」
様子も見られたが、「あんなことも書きたい、こんなことも書きたい。」という感じで和英辞書を駆使した
り、周りにきてくれていた先生方にたずねたりしながらたくさんの英文を書けた生徒もいた。しかし、生
徒同士の協同的な学びという点においては今回あまり機能させることができなかった。例えば、学校の周
囲の様子について書くグループ、先生や生徒について書くグループ、学校行事等について書くグループな
どのエキスパートチームに分けてまず書かせ、ホームチームに戻って自分のパートを持ち寄って班でひと
つの紹介文を作らせるなどの工夫が必要であった。導入のクイズの時間が少し伸びてしまい、まとめの部
分の回し読み、相互評価ができなかったのも大きな反省点である。本単元の後、個人で作った紹介文をも
とに班でひとつの紹介文とポスターを作る活動につなげた。それをロン・クラークアカデミーの生徒達と
の学活で発表させたり、班で質問をさせたりすることができ、取り組み全体としては良いものになったの
ではないかと思う。今回の反省をもとに、さらに工夫改善をしながらこれからも積極的にライティングの
自己表現活動を取り入れていきたい。
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２年生

実践２

授業者
①

題

材

芝

大

也

Training for communication

② 題材について
（１）教材について
これまで生徒たちは「多少わからない語や表現が含まれている英文でも何とか理解しよう」とは思って
も、実 際 の と こ ろ は そ れ だ け で 考 え る の を や め て し ま っ た り、あ き ら め て し ま っ た り し て い た。
Authentic な教材はAuthenticであればあるほど、生徒たちにとっては敷居の高いものになってしまって
いた。しかし、京都校外学習での学習を進めてきた生徒たちにとって、Authenticな教材は学習意欲を刺
激する魅力を持ったものにかわりつつあるように感じられる。そこで、日本や日本文化に触れ、自国の様
子を英語で表現し、そこから外国や外国の文化にも目を向けさせたいと考え、本教材を設定した。音声の
中ではあるが、日本各地を訪れ、その地や文化に触れるというものである。今回は特に沖縄を取り上げる。
沖縄は来年度修学旅行で訪れる予定になっている場所でもあり、生徒たちの関心が高い。教材の中で取り
上げる文の形や用法から和歌山について英語で表現することにもつなげていきたい。音声はできるだけ
nativeな発音のnaturalなspeedに近づけ、すぐに答えにたどり着くことができないような工夫をし、実際
に街中で耳にする音声を効果的に取り入れることで、Authenticなものに近づけたいと考えている。
（２）生徒について
本学級の生徒はさまざまな学習活動に意欲的に取り組むことができる。特に学級全体で取り組む活動に
ついては、実行委員やリーダーなどを中心にアイデアを出し合い、クラス全体のことを考え協力し合い、
スムーズに行うことができている。また外国語学習においてはインタビューや対話練習を中心とした言語
学習では活発に活動ができている。インタビューや対話の練習ではペアでの学習が中心であるが、グルー
プでの活動においても、何とか協力して課題解決に向けて活動を進めていこうとする。グループメンバー
全員で1つのタスクを達成したとき、自分の理解や思考がさらに深まることになることやメンバーの支え
合いにつながるものであることを実感している姿が見られる。しかし、学力の差が大きいということも事
実である。そして特に基本的な英文を『書く』力が不足している生徒が少なくない。昨年度は『読む』こ
とを中心とした協同での活動の場をいくつかのパタンのペアやグループなどさまざまな形態を通して行っ
た。その結果英語を『聞く』ことや『読む』ことに抵抗が少なくなってきているものの、やはり『書く』
ことや、『読む』ことに対しては負担に感じるようになってきてしまっている。
（３）指導について
本学年の生徒たちは昨年度、和歌山大学の留学生と交流する活動を行い、その中で英語を使ってコミュ
ニケーション活動を行った。交流した学生は英語を母語とする方々ではなかったため、初めは戸惑いが見
られたが、活動が進むと相手に何とか気持ちを伝えようとする態度が見られた。外国語として英語を学習
する者同士が、互いの母語を越えた言語を使ってのコミュニケーションの魅力に気づいたようであった。
また教科総論にもあるように、英語科では、Authentic Materialの活用の一つとして京都校外学習を行っ
ている。これは外国人観光客が多く訪れる京都の観光名所で英語を使って外国人にインタビューを行うと
いうものである。普段の学習の中で自分が覚えた単語や英文が相手に伝わった瞬間の喜びはとても大き
かった様子で、もっと英語を勉強したい、もっと英語を使うチャンスがあればという声が多かった。そこ
で、コンピュータ、プロジェクタなど視聴覚に訴える教材とともに、発展的なＣＡＬＬシステムの機能を
生かした活動を効果的に取り入れ、またグループでの学び合いの場も効果的に取り入れることにより、積
極的にAuthenticで少し難易度の高い教材に挑戦しようとする態度や意欲を身につけさせると共に、英文
を書く力も身につけさせていきたいと考えている。また生徒たちの中にある英語を「書く」ことが苦手だ
という意識を、題材や語彙をある程度与え、パタンやモデルを使って英文を書くことに慣れさせることで
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少しずつではあるが変えていきたい。
③ 学習目標と評価規準
（１）学習目標
①英文を聞いて内容を正しく理解することができる。（聞くこと）
②既習の文の形・意味・用法を理解し、内容を正確に読み取ることができる。（読むこと）
③既習の文の形や語彙を使って英語で表現することができる。（書くこと、話すこと）
（２）本単元における具体の評価規準
規準
聞 く

①コミュニケーションへ ②表現の能力
の意欲・関心・態度

③理解の能力

（言語活動への取り組み）

（正確な聞き取り）

④言語や文化について
の知識・理解
（言語についての知識）

こ

ア、モデルの英語を聞
き、話しの内容を
正しく聞き取るこ
とができる。

と
（コミュニケーションの継続）

（適切な聞き取り）

（文化についての理解）

話
す こ

（言語活動への取り組み） （正確な発話）

（言語についての知識）

と

ア、間違いを恐れず英
語を話そうとして
いる。

（コミュニケーションの継続） （適切な発話）

（文化についての知識）

読 む こ

（言語活動への取り組み） （正確な音読）

と

（正確な読み取り）

（言語についての理解）

（適切な読み取り）

（文化についての理解）

イ、ペアやグループでの
読む活動に意欲的に
取り組んでいる。

（コミュニケーションの継続） （適切な音読）

書 く

イ、モデルの英語の内容
をおおまかに読み取
ることができる。

（言語活動への取り組み） （正確な筆記）

（言語についての知識）

こ

ア、既習の文の形や語
彙を使って伝えた
いことを正しく書
くことができる。

と

（コミュニケーションの継続） （適切な筆記）

ア、既習の文の形、意
味、用法について
の知識が身につい
ている。
（文化についての理解）

④ 単元構成表
（１）学習計画 全２時間 ＊本時は第１時
第１時 Training for communication①《聞くこと、読むことを中心とした活動》
第２時 Training for communication②《書くこと、話すことを中心とした活動》
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（２）学習活動と言語活動の視点について
時

ねらい

学習活動

１ ○英語を聞いて、内容を正しく理解する
○テキストを読み取り、おおまかに内容を
理解する

評価規準

③−ア
・英文の聞き取り
テキストの英文を正しく聞き取る【理 ①−イ
解・伝達】
③−イ
・テキストの読み取り
テキストを大まかに読み取り、質問に
答える【理解・伝達】

２ ○和歌山県を紹介するスライドを見る

・英文を書く

②−ア
自分たちが住んでいる和歌山県を紹介す ④−ア
①−ア
る英文を書く。【感受・表現】

○和歌山県を紹介する英文を書く
○発表する

・発表
自分たちが書いた英文を発表する【説明・
解釈】

＊表中の評価規準については５（２）の具体の評価規準を示す。
⑤ 本時の目標
○英語を聞いて、内容を正しく理解することができる。（聞くこと）
○テキストを読み取り、おおまかな内容を理解することができる。（読むこと）
⑥ 本時の具体の評価規準及び評価の方法
評価の観点

具体の評価規準

評価の方法

コミュニケーションへの関
心・意欲・態度

グループでの読む活動に協力しながら取り
組むことができる

活動の観察

英文を正しく聞き取ることができる（聞く
こと）
英文の内容をおおまかに読み取ることがで
きる（読むこと）

ワークシートにおける取り組
みの観察

表現の能力
理解の能力

言語や文化についての知識・
理解

⑦ 本時の展開
過程

時間

学習活動

教師の支援

１、warm-up

５

・挨拶をする
・チャンツをする

・挨拶する
・英語学習の雰囲気を作る

コンピュータ
プロジェクタ
CD

２、導入

10

・リスニングクイズをする

・ヒントとなる周りの音にも
注目させる

コンピュータ
プロジェクタ
CD
CALLシステム
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評価・備考

３、展開

30

・英語の音声ガイドを聞き取
る。
・英文を聞き、内容を正しく
聞き取る

・答えを確認する

・英文をおおまかに読み取る

・内容を確認する
４、まとめ

５

・和歌山の観光名所や特産物
のうち、何を紹介する英文
を作るか考え始める
・次時の課題を知る

・個人で英文を聞かせる
・エキスパートグループにな
り、担当するパートの英文
を聞き取らせる
・聞き取るのが難しい生徒に
は、スピードコントロール
機能を使ったり、リピート
機能を使ったりさせるなど
して支援する
・わからない語の発音はイン
ターネットの辞書を使わせ
る
・ホームグループで答えを確
認させる

コンピュータ
プロジェクタ
CALLシステム
ワークシート

・ホームグループで内容を読
み取るように指示をする
・理解できていない生徒を支
援する
・ホームグループで内容を確
認させる
・昨 年 度 のW 〜 INGで の 活
動からイメージをふくらま
せる。
・次時の学習について知らせ
る

コンピュータ
プロジェクタ

⑧ 結果と考察
「もっとスラスラと話せるようになりたい。」「自然なス
ピードのまま聞き取ることができたらいいなあ。」「外国の
人が実際に話す英語と教科書に出てくる英語は全然違っ
た。」「普段習っている英語がたくさんでてきて驚いた。」
京都校外学習を終えた生徒たちの感想である。そこにはた
くさんの出会いがあり、感動があり、発見があった。そん
な生徒たちの「もっと英語を使ってみたい」という気持ち
に今回の実践が迫ることができたか考えていきたい。まず、
ウォームアップで行ったチャンツであるが、リズムに乗せ
て英文を読むことを昨年度から継続して行っているため、
抵抗なく意欲的に取り組むことができた。音声ガイドを聞き取る場面では、CALLシステムを活用した共
同学習の手法を利用し、臨場感溢れる本物の音声教材を
扱った結果、そのスピード感や臨場感に刺激され、難易度
が高い内容にも関わらず、一生懸命取り組む姿が見られた。
また、自分の力では解決できない問題については、エキス
パートグループに分かれて、何とか力を出し合って答えに
辿り着こうとする姿が見られ、仲間同士が友好な関係を作
りながら、建設的に支え合い、話し合うことができていた。
ただ、やはりここで難しさを感じるのは、クラスのサイズ
である。１学級40人という人数にどうしても悩まされてし
まうのである。また学力差が大きく開いている子どもたち

― 197 ―

を、充分に満足させるための「卓越性」を持った課題を設
定することも難しい。今後は、グループによる振り返りに
関する研究や、メンバーが１人欠けてしまうと成立しない
ジグソーのなどの活動を活用し個人の責任をはっきりさせ
た活動の研究なども深め、指導に活かしていきたいと考え
ている。
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３年生

実践３

授業者
① 題

材

船

津

真

理

総合演習 〜全人類の平和とは何か〜

② 題材について
（１）教材について
本校研究主題である道徳教育は全教育活動を通して行われるべきものである。当然、英語教育の中でも
行われなければならない。そこで昨年末、世界的に有名なStevie Wonderが人種差別撤廃に向けた意欲的
な活動を評価され、国連平和大使に任命されたことを受け、本題材を設定した。また、ちょうど今年は四
年に一度のサッカー世界大会の最高峰であるFIFAワールドカップが南アフリカ共和国で開催される。特
別なサッカーファンでなくとも、四年に一度しかない本大会が開催されることに祭り好きな我々日本人は
心が躍る。本大会がアフリカ大陸で開催されるのが大会史上初であることを考えると、歴史的な点から見
ても今回のワールドカップは見逃すことができない。サッカーの祭典を開催できるほどの国力を持った南
アフリカ共和国ではかつて、極端な人種隔離政策が行われていた。1991年にアパルトヘイトに関する法案
が撤廃されるまで、多くの先人達がアパルトヘイト撤廃に向けた様々な活動をしてきたわけであるが、本
題材で扱うStevie Wonderもそのうちの一人である。ミュージシャンである彼がなぜそのような活動に取
り組むことになったのか、どのような活動に取り組んだのか、本題材を通して彼の経歴を知り、彼を突き
動かせた当時の人種差別の実態から、全人類の平和について考える姿勢を育みたい。
（２）生徒について
本学年の生徒は学習活動において、意欲的に取り組むことができ、特に本学級では英語が得意でない生
徒も辞書などを用いて読む練習をしてきたり、あらかじめ新出単語を覚えてきたりと予習に取り組むこと
ができている。しかし残念なことに意欲的に取り組むことができているものの、学力格差が大きい集団で
あることも事実である。この格差を埋めるべく、英語学習においては班の中で一人一人が責任を持って学
習に取り組むことができるよう、毎時間、意図的に協同の場面を組み込んできた。昨年度、班学習におい
ては、「一つの出来ることから参加する」こと、「参加できたことを喜び合う」ことを伝え、班全員で取り
組ませてきた。自主的に予習に取り組んでくるのはその成果の一つとも言えるだろう。今年度はさらに
「共に考え合う」ことを付け加え、学習が得意な生徒、得意でない生徒に関わらず、一人一人の意見や考
えが尊重される集団作りを目指し、継続指導中である。
（３）指導について
本題材では４技能を総合的に扱い、道徳的視点も意識しながら授業を展開したい。そこでまず負担の少
ない聞くことの活動においては題材であるStevie Wonderの歌を扱い、彼の経歴を知るための意識付けを
行う。読み取りの原文には関係代名詞や接触節が多く用いられており、原文通りに扱うことは難しいと考
えられるため、テキストに少し手を加え、読むことの負担を軽減している。読むことの負担を軽減してお
くことが、全員の理解へとつながる。全員の理解がなければ彼を突き動かせた当時の人種差別の実態につ
いて深く考えることができないからである。全員の理解のもと、映像を通して人種差別の実態を知り、一
人一人が全人類の平和のためにできることは何なのかを考えさせ、その考えを英語で表現できるよう、後
半では書くことや話すことの指導に重点を置き、多様な自己表現活動を展開したい。
③ 学習目標と評価規準
（１）学習目標
①話される英文を聞いて、おおまかな内容を理解することができる。（聞くこと）
②既習の文法事項の文の形・意味・用法を理解し、内容を正確に読み取ることができる。（読むこと）
③既習の文法事項や語彙を用いて自分の考えを表現することができる。（書くこと、話すこと）
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（２）本単元における具体の評価規準
規準
聞 く

①コミュニケーションへ ②表現の能力
の意欲・関心・態度

③理解の能力

（言語活動への取り組み）

こ と

（コミュニケーションの継続）

④言語や文化について
の知識・理解

（正確な聞き取り）

（言語についての知識）

（適切な聞き取り）

（文化についての理解）

話

ア、教 師 やCDの 英 語
を聞き、大まかな
内容を聞き取るこ
とができる。

す こ

（言語活動への取り組み） （正確な発話）

（言語についての知識）

と

ア、間違いを恐れず英
文を話そうとして
いる。

（コミュニケーションの継続） （適切な発話）

（文化についての知識）

読
（正確な読み取り）

む こ

（言語活動への取り組み） （正確な音読）

（言語についての理解）

と

イ、テキストの内容や
その質問について
正確に理解するこ
とができる。

（コミュニケーションの継続） （適切な音読）

（適切な読み取り）

書 く

（言語活動への取り組み） （正確な筆記）

（文化についての理解）

（言語についての知識）

こ

ア、既習の文法を用い
た 文 の 形、意 味、
用法についての知
識が身についてい
る。

と
（コミュニケーションの継続） （適切な筆記）

（文化についての理解）

ア、習った文や語句を
用いて自分の考え
を英文で書くこと
ができる。
④ 単元構成表
（１）学習計画
第１時 総合演習Part１ ＜聞くこと、読むことを中心とした活動＞（本時）
第２時 総合演習Part２ ＜書くことを中心とした活動＞
第３時 総合演習Part３ ＜話すことを中心とした活動＞
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（２）学習活動と言語活動の視点について
時

ねらい

学習活動

評価規準
③−ア
③−イ
③−ア
③−イ

１ ○CDを聞いて、大まかな内容を理解する
○辞書を活用するなどしてテキストの内容
を読み取る

・リスニング練習
リスニングエクササイズを行う。
・テキストの聞き取り
CDを聞き、大まかな内容を理解させ
る。【理解・伝達】
・内容の読み取り
辞書を活用してテキストの内容を読み
取らせる。【理解・伝達】
・問われた質問に対し、英語で答える
テキストの内容を読み取り、問題に取
り組ませる。

２ ○全人類の平和について考える
○人種差別や平和について自分の考えを書
く

②−ア
・復習を行う
テキストの音読に取り組み、前時の復 ④−ア
習を行う。【感受・表現】
・映像を通して、人種差別の当時の実態を
知る
人種差別に対する自分の意見を書く。
【解釈・説明】
・発表の内容についてグループで意見交流
を行う【評価・論述】
・意見交流で出た意見を参考に、さらに英
文を推敲する

３ ○英語で考えを発表する

・班で発表の練習の後、全体で発表する ①−ア
【解釈・説明】
・発表について相互評価、自己評価を行う
【評価・論述】
＊表中の評価規準については③（２）の具体の評価規準を示す。

（道徳的視点）４−（10）深い人類愛、真の国際貢献
・どの国の人々も同じ人間として尊重し、世界平和と人類の幸福に貢献しようとする態度を育成する。
⑤ 本時の目標
○CDを聞いて、大まかな内容を聞き取ることができる。（聞くこと）
○テキストの内容を正確に読み取ることができる。（読むこと）
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⑥ 本時の具体の評価規準及び評価の方法
評価の観点

具体の評価規準

評価の方法

コミュニケーションへの関
心・意欲・態度
表現の能力
・CDの英語やその内容に対する質問を聞 ワークシート
き、大まかな内容を聞き取ることができ 活動の観察
る。（聞くこと）
・テキストの内容やその質問について正確
に理解することができる。（読むこと）

理解の能力

言語や文化についての知識・
理解
⑦ 本時の展開
学習活動

教師の指導

評価・備考

・挨拶する。
・CDを聞く。

・挨拶する。

ノートPC
スピーカー

・CDを聞き、必要な情報を聞き取らせ
る。
・答えを確認する。
・テキストを確認する。
・本時のめあてを確認する。

・CDを聞き、大まかな内容をつかむ
ように指示する。
・班で答えを確認しあう。
・テキストを配布し、再度CDを聞か
せる。

CD
ノートPC
スピーカー
評価規準③−ア

・話の内容を各グループに分かれ、読み
取る。

・エキスパートグループに分かれ、内
容を読み取るよう指示する。
・読み取った内容をホームグループで
確認する。

英和辞書
ワークシート
評価規準③−イ

・内容に関する質問を聞き、英文で答え
を書く。
・答えを確認する。

・ホームグループで答えを確認するよ
う指示する。
・スクリーンに質問と答えを映し、内
容を確認する。

ワークシート
評価規準③−ア
③−イ
ノートPC
プロジェクタ

・歌を聴き、歌詞の聞き取りに取り組
む。
・次時の学習について知らせる。

・班で協力して聞き取らせる。
・次時の学習について説明する。

ノートPC
スピーカー

⑧ 結果と考察
（１）４技能の総合について
本題材では１．テキストを聞き取り、２．テキストを読
み取り、３．意見や感想を書き、４．整理した意見や感想
を発表する（話す）という順序で４技能を扱った。最初の
テキストの聞き取りでは約３分の長文の聞き取りに諦めず
に最後まで聞き取らせるため、聞き取るポイントをあらか
じめ示しておいた。（資料１）これについては大半の生徒
が聞き取ることができており、Stevie Wonderが一体どう
したんだろう、というねらいであった読み取りへの意識付
けができたように思う。テキストの読み取りについては、
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ジグソーの形態を用いて一人一人が学習に対する責任を負うようにすることで、生徒は辞書を活用し、意
欲的に活動に取り組むことができていた。ただパートによっては内容の難易度に多少の差があり、設定し
た時間より早くできていたグループがあり、指示を徹底できていなかったため、別のパートにチャレンジ
するといった時間に活用することができなかった点は反省である。
次時では映像と資料からアパルトヘイトの当時の様子や実態を知り、意見や感想を班で出し合った。
（資料２）自分の意見や感想を出すだけでなく、他のメンバーがどう感じているのだろう、なぜそう考え
たのだろうという意見交流を通して、さらに自分の考えに深まりが生じ、自分にできることは何なのだろ
うというところまで考えさせることができた。そしてそれを元に感想や考えをまとめ、英語で表現する活
動に取り組むことにした。（資料３）ある程度まとまった量の英文を書かせたいとは常々感じているが、
生徒にとって英作文の活動はハードルが高く、「こんな風に書きたいけど、どう構成すればいいんだろう」
と考えながら、辞書を引き、英文を書いていく作業の繁雑さに嫌気をさしてしまう生徒の様子がよく伺え
る。こういった点から、書くことの指導においては工夫・改善が必要であることは間違いなく、今後、効
果的なライティング指導のあり方について研究を進めたい。
（２）道徳的視点について
今年度、「教科の指導においても道徳的視点を持って授業作りをしていく」という全体の研究計画に
沿って、心を育む教科指導のあり方、教材の開発などの教科研究を進めている。本題材は人種差別撤廃運
動に意欲的に取り組んだ、誰もが知っている有名人を採りあげたことで生徒もより、身近に考えることが
できたように思う。班での意見交流の時には現実の厳しさや各国の思惑などにも触れながら自分の考えを
発表する生徒やなぜアパルトヘイトが生まれたのか調べてみたいと発表する生徒なども見られ、道徳心、
探求心の深まりを大いに感じることができた。指導のあり方と同様、教材も非常に大切なエッセンスなの
だと痛感した実践であった。今後も新たな教材の開発を通して、生徒の心を育む教科指導について研究に
取り組みたい。
（３）言語活動の充実と協同学習について
本校英語科では言語活動の充実とは自己表現活動の充実と捉え、研究・実践に取り組んでいる。総論に
もあるように、信頼関係のない雰囲気で自分の思っていること、言いたいことを言うのは難しいことであ
るし、大勢の前で言いたいことを言うということも中々、勇気を必要とすることである。しかし協同学習
の４人という編制は小集団のため、意見も出しやすく、個人と班のメンバーとの信頼関係も築きやすい。
実際、班の中で自己表現活動が活発に行われる現状を鑑みると、
言語活動の充実には協同学習の手法が大変重要な役割を果たし
ていると言えるだろう。
今後も、「ペアやグループの中の一人のメンバーの学習が、
他のメンバーにとっても利益となっているか」、
「ペアやグルー
プで学習することに必然性があるか」、
「課題のレベルが適切で
あるか」という協同学習の３つの視点を踏まえ、自己表現活動
を充実させる教材の開発に取り組んでいきたい。
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＜資料３＞
・I will tell the present through pictures and movies against apartheid. I will extend the idea that we
should do and have consciousness.
・I will send Anpanman family to South Africa. Anpanman family must help them.
・I want to have a campaign to raise funds.
・I will negotiate with the United Nations personally and I will try to join some volunteers.
・I will use the situation as honor white man and tell the government of South Africa not to buy some
gold if they stop apartheid. And I will address on a red carpet in Hollywood with Schwartzneggar.
・I'll address other people as many as I know about apartheid.
・I will make a speech about apartheid in our speech time. Mass communication will pay attention to
my idea.
・I want to raise the money for African-Americans. Because I want to make their life better.
・I will appeal to people in the world to inform the actual conditions of apartheid.
・I will support black people when demonstration occur.
・I will handout some leaﬂets of apartheid to many people around the world with my friends.
・I will write a book against apartheid and send it to many people around the world.
・I will make some leaﬂet against apartheid. I will address them to the world.
・I will go to some publishers in another countries and oﬀer my article against apartheid.
・First, I will make some speech and collect many signatures. When I get a lot of signatures, I will do
the same thing in another countries. Then I will presentation them to the United Nations.
・I will demonstrate with black people in South Africa.
・I'll become a model and wear clothes without gold and diamond. And I'll try to let them popular.
・I'll tell the rigor of black people to many people around the world.
・Japanese should not buy gold ,diamonds and so on from South Africa.
・We can support black people on ﬁnancial points.
・I will post leaﬂets against apartheid at many school and areas. Because I want to emancipate black
people from apartheid.
・I'll draw some pictures we complained against apartheid. And I'll give out them to many people
around the world.
・I will call partnership to many countries and make a campaign to raise funds.
・I will make the campaign to collect signatures and raise funds all over the world.
・We will make a campaign to raise funds to contribute to black people. And we will support with
black people's demonstration with them.
・I will go to South Africa and take pictures of apartheid. After that, I will go to the United Nations
and show the pictures to them. I'll tell them how apartheid is terrible.
・We should not ignore the race problems in South Africa and know the bitter truth of apartheid.
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