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<外国語> 

主体的に英語でコミュニケーションを図る態度を育む指導の工夫 

―言語材料の理解を助ける自作ストーリー教材の活用を通して（第２学年）― 
 

沖縄市立コザ中学校教諭 水 上   亮    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 外国語編』（以下『解説外国語編』）では、現代の予

測不可能な時代背景を鑑み、「学びに向かう力・人間性等の涵養」は育成を目指す資質・能力の中でも

特に重要なものであると述べられている。そして、外国語科においては、その資質・能力の育成のた

めには、「単に授業等において積極的に外国語を使ってコミュニケーションを図ろうとする態度のみ

ならず，学校教育外においても，生涯にわたって継続して外国語習得に取り組もうとするといった態

度を養うこと」と示されている。しかし、私自身のこれまでの授業実践の課題として、生徒の学習に

対する動機が、定期テストや入試等で好成績を獲得するためという傾向が強いことや、定期テスト等

においては好成績の生徒であっても、主体的に英語でコミュニケーションを図る態度が十分には育っ

ておらず、その学びを自分の人生や社会に生かそうとする態度が養われているとは言い難い。このよ

うな課題が生じた要因として、言葉によるコミュニケーションを図るために必要不可欠な要素である

言語材料（「音声」「文字及び符号」「語、連語及び慣用表現」「文法事項」）を単なる「知識」として理

解させるに留まっており、その「知識」を実際のコミュニケーションの場において活用するに十分な

「技能」にまで発展させられなかったことが挙げられる。それゆえに生徒は、英語を使用してのコミ

ュニケーションに対して、自信のなさや困難さを感じるようになり、その結果「主体的に英語でコミ

ュニケーションを図る態度」が育たなかったと考えられる。この課題を改善するために、近年私は、

自作ストーリー教材を作成し、その題材を元に、生徒と英語によるやりとりを通して言語材料を理解

させ、そこで得た「知識」を「技能」として実用するような意識を育ててきた。その結果、生徒は、

オールイングリッシュによる説明であってもその内容を理解できるようになり、英語での問いかけに、

短い英語で答えることもできるようになってきた。このように、「知識・技能」の習得においてはある

程度の改善が見られたが、その次の段階である、理解したことを表現したり伝え合ったりする「思考・

判断・表現」に関すること、さらにその過程で築き上げた自分自身の考えや意見を、自分の人生や、

社会の発展に生かそうとするような「主体的にコミュニケーションを図る態度の育成」に関しては依

然として課題が残る。 

そこで本研究テーマを、主体的に英語でコミュニケーションを図る態度を育む指導の工夫とした。

まず初めに、自作ストーリー教材の内容面においては、日常的な話題、社会的な話題、興味関心のあ

る話題、をバランスよく取り入れる工夫を行い、その活用面において、それぞれの話題に関する自分

の考えを「思考・判断・表現」させるような言語活動設定の工夫を行う。次に、言語活動の難易度を

簡単なものから徐々に上げ単元内に配置することで、自信をもって自分の考えを表現できるようにな

るまでの過程を体験できるようにする。このような手立ての中で生徒は、英語学習を単なる学力試験

のためのものではなく、自らの資質・能力の向上のための学習としてとらえ「主体的に英語でコミュ

ニケーションを図る態度」を身に付けていくであろう。ひいては、生涯にわたって外国語習得に取り

組み、その学びを人生や社会に生かす基礎を作ることができると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

生徒に身近な日常的、社会的話題を取り入れた自作ストーリー教材の活用や、言語活動の難易度を

徐々に上げ、単元内に適切に配置することで、主体的に英語でコミュニケーションを図る態度を育む

ことができるであろう。 



Ⅱ 研究内容 

１ 「主体的に英語でコミュニケーションを図る態度」とは 

『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校外国語（国立教育政策研

究所）』（以下『参考資料中外国語』）によると、各教科等における「主体的に学習に取り組む態度」

について、「知識及び技能を習得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，

自らの学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，

学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要である。」と述べている。以

下に、『参考資料中外国語』に述べられている内容を、本研究において焦点化する事項、「話すこ

と（やりとり）」「書くこと」における目標とする（表１、表２）。生徒が、この目標に向けて「自

らの学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学

ぼうとしている」姿をもって、本研究における「主体的に英語でコミュニケーションを図る態度」

を見とる材料とする。 

次に『参考資料中外国語』からの評価規準を作成する際のポイントを示す（表３）。 

上記に示したポイントを踏まえ、「主体的に英語でコミュニケーションを図る態度」を育成する

ことを目指し、「日常的な話題や社会的な話題などについて，目的や場面，状況などに応じて，事

実や自分の考え，気持ちなどを，簡単な語句や文を用いて，話したり書いたりして表現し、伝え

合う」ための題材として、次に述べる自作ストーリー教材や、教科書を活用し言語活動を設定す

る。 

２ 自作ストーリー教材について 

言語を指導する際に、言語が獲得されるにはどのよう

な過程を経ているのかを考えることは大切なことであ

る。そこで『Syntactic Structure』（1957）でアメリカ

の言語学者 Avram Noam Chomsky が提案した「言語生得

説」の内容を表４に簡潔にまとめ、指導の参考としてい

く。この「言語生得説」について、北川義久・上山あゆ

みら（2017）は著書『生成文法の考え方』の中で、人が

生得的に普遍文法を有していることについて、「生まれ

 

表４ 言語生得説の要点 

・世界中の言語には、「その言語にしか関

係ない知識」＝「個別文法」と「言語一

般に当てはまる知識」＝「普遍文法」と

がある。 

・人間は、生まれながらにして、この「普

遍文法」を与えられている。 

・子供が実際に、特定の言語にふれること

によって、「普遍文法」が、その子供がふ

れた言語の「個別文法」へと発達し、人

はその言語を話すようになる。 

表１ （話すこと［やりとり］）の目標 （『参考資料中外国語』より一部抜粋） 

表２ （書くこと）の目標 （『参考資料中外国語』より一部抜粋） 

 表３ 「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準作成ポイント（『参考資料中外国語』より一部抜粋） 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うことができるようにする。  

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手

からの質問に答えたりすることができるようにする。  

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じたこと，その理由などを，簡

単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて正確に書くことができるようにする。  

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用いてまとまりのある

文章を書くことができるようにする。  

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じたこと，その理由などを，簡

単な語句や文を用いて書くことができるようにする。 

・「主体的に学習に取り組む態度」は，外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，

書き手に配慮しながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている状況を評価する。  

・具体的には，「話すこと［やりとり］」，「話すこと［発表］」，「書くこと」は，日常的な話題や社会的な話題な

どについて，目的や場面，状況などに応じて，事実や自分の考え，気持ちなどを，簡単な語句や文を用いて，

話したり書いたりして表現したり伝え合ったりしようとしている状況を評価する。  

・上記の側面と併せて，言語活動への取組に関して見通しを立てたり振り返ったりして自らの学習を自覚的に

捉えている状況についても，特定の領域・単元だけではなく，年間を通じて評価する。 



ながらにして、鳥が空を飛べるように、魚が水か

ら酸素を吸収し呼吸できるように、人間は、その

母語に多くふれることで、その言語を自然に、意

識することなく習得できる能力を、生まれながら

にして持っている」と説明している。 

そして、小柳かおる（2021）は『改訂版 日本語

教師のための新しい言語習得概論』の中で、第二

言語習得においても、普遍文法が働いているかど

うかについて（１）直接働く（２）第一言語経由で

働く（３）働かないという３つの考え方があり、

目下のところ、どれが正しいという結論は出てお

らず、それぞれの考え方を支持する研究者が、そ

れぞれの考え方を証明しようとしている段階であ

る、と述べている。 

私は、先ほどの考え方のうち「（２）第一言語経

由で働く」という考えを基に授業を組み立ててい

くこととする。学校という限られた環境と時間の

中で、第二言語を学習することや、第一言語を習

得した環境と同じ条件を作り出すことが難しいか

らである。 

そこで授業では、第一言語も適宜使用し、ある

程度、文法や語彙などを理論的に理解させた後、

図１のような自作ストーリー教材を活用し、「普遍

文法を働かせ、言語材料を理解させる指導」がで

きないかと考えている。言語習得には多量のイン

プットが必須であるが、インプットの手段として、

単なる単語やフレーズの暗記というものではな

く、英語によるやりとりを通したインプットが重

要である。自作ストーリー教材を使った指導では、

表５で示す１〜８のような流れで質問・応答を繰

り返すことで、目標とする言語材料（未来形）の

理解につながると考える。また、表５の２や５の

ような、意図的に話の内容と反する質問を織り交

ぜながらやりとりすることで、生徒は思考し、自

ら答えを導き出し、その理解をより確かなものに

することもできる。さらに、やりとりの過程で、

目標の言語材料以外の語彙やフレーズも、繰り返

し聞いたり発話したりする過程を通して学ぶことができ、既習事項を含めた総合的な英語指導へ

と発展させることができる。自作ストーリー教材活用の目的は、このような活動を、繰り返し行

うことで、理論的に得た知識をより一層、実際に使える技能へと転換させることである。また、

教科書だけではなく、自作ストーリー教材も活用する利点が二つある。（１）量的に、教科書で取

り上げられている言語材料の使用例数を補うことができること、（２）内容面で、教科書ではあま

り取り扱われないが実生活ではよく出会う口語表現や話題なども取り入れることが可能になるこ

と、である。前述したように、生徒には依然として、「日常的、社会的話題に関して表現したり伝

え合ったりすることが苦手である」という課題が残っている。その課題解決のために、まず、自

図１ 自作ストーリー教材③（言語材料：未来形） 

表５ 質問・応答の例（T:先生 S:生徒） 

1 
T: Who will catch a bad cold? 

S: Mathew. 

2 
T: What will Mathew catch?  A big fish? 

S: No. He will catch a bad cold. 

3 
T: OK. When will he catch a bad cold? 

S: In August. 

4 
T: Will Jessica catch a bad cold in August? 

S: No. Matthew will catch a bad cold. 

5 
T: Yes. Because it’ll be a cold summer, right? 

S: No. It’ll be a hot summer. 

6 
T: Then, why will Matthew catch a bad cold? 

S: Because he will use an air-conditioner too 
much. 

7 

T: Did he use an air conditioner too much last 
summer? 

S: Maybe yes. 

8 
T: Why do you think so? 

S: Because he said “again”. 

 



作ストーリー教材の内容において「日常的話題、社

会的話題、生徒の興味関心のある話題」をバランス

よく取り上げる。また、社会的な話題に関してはＳ

ＤＧｓの視点も取り入れる等、その改善を図る。活

用法においては、話題に関する「自分の考え、気持

ち」などを伝えられるようにするため、表６にある

ような「生徒の気持ちや考えを問う質問」も段階を

経て織り交ぜ、改善を図る。 

３ 言語活動の適切な単元内配置と指導手順について 

「中学校学習指導要領：外国語科の改訂のポイント：新学習指導要領編 No19」で山田誠志氏が

解説している内容を元に、言語活動の単元配置表を作成する（図２）。山田は、言語活動の指導を

する際には、話すこと（発表）によくみられる手順、「準備→練習→発表」にとどまらず、話すこ

と（やりとり）の指導手順、「言語活動→指導→言語活動」も、単元の中はもちろん、１時間の授

業内においても繰り返し指導すること、と述べている。そしてその過程で、学習指導要領に示す

３つの資質・能力を育成することが求められている。検証授業においては、この指導手順「言語

活動→指導→言語活動」を基本としていく。 

１時間の授業内において、言語活動の際には、自らの学習状況の把握のために、わからなかっ

た語彙や表現などのメモを取らせる。その後、わからなかった表現などを確認するための時間を

Improving Time とし、２回目の言語活動で生徒たちが再挑戦できるよう支援する。 

自作ストーリー教材よる言語活動は基本として、図２にあるように奇数時に組み込む。１時間

の授業で２話を取り扱うが、そこで学んだことが、偶数時で取り扱う教科書の内容理解や、教科

書の内容を元に行う言語活動の補助的役割を果たすようにし、単元内でも「言語活動→指導→言

語活動」の指導手順となるようにする。また、既習の自作ストーリー教材は、次時の初めに行う

帯活動としても使用し、言語材料に関する理解の定着、話すこと［やりとり］の力をさらに伸ば

す手段としても活用する。言語活動の難易度に関しては、時数が進むにつれ、各時間の言語活動

の目標を、「話題としている内容について、質問を作ったり答えたりする」から、「英文を引用す

るなどしながら、考えたこと感じたことを伝え合う」へ、さらに、「考えたこと、感じたことなど

を、理由とともに伝え合う」へと発展させていく（図３）。その過程のなかで、単元の最後には、

本単元のパフォーマンス課題の目標である「受けとったメールの内容を理解し、目的や場面、状

況などに応じて、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語句や文を用いてメールに書いて返

信する」ことの達成に向け、その資質・能力を高めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 Unit 3 Plans for the Summer（Here We Go! ENGLISH COURSE 2） 

図３ 言語活動の難易度の上げ方 

図２ 言語活動の単元配置表 

 

第 1 時 第２時 第 3 時 第 4 時 第 5 時 第 6 時 第 7 時 第 8 時 第 9 時 

自作ストーリ

ー教材①② 

質問・応答 

 

【指導】 

教科書 p32 に

関する 

質問・応答 

 

【言語活動】 

自作ストー

リー教材 

③④ 

引用・伝達 

【指導】 

教科書 p34

（メール）に

関する 

引用・伝達 

【言語活動】 

自作ストーリ

ー教材⑤⑥ 

理由・伝達 

 

【指導】 

教科書 p36 に

関する 

理由・伝達 

 

【言語活動】 

メールの

書き方 

 

 

【指導】 

メールを書き

送信 

 

 

【言語活動】 

メール手直

し・再送 

 

 

【言語活動】 

 

表６ 自分の考え・気持ちなどに関する質問例 

1. Do you think he can cook well? Why? 

2. Do you like cooking? 

3. What is your favorite dish to cook? 

4. Why doesn’t she look happy? 

5. What do you think about James? 

6. What do you think about food waste? 

易     【第 1～第 2 時】自作ストーリー教材や教科書で話題としている内容について、質問を作ったり答えたりする 

【第 3～第 4 時】自作ストーリー教材や教科書の内容（メール）について、英文を引用するなどしながら、考えたこと感

じたことを伝え合う 

【第 5～第 6 時】自作ストーリー教材や教科書の内容について、考えたこと、感じたことなどを、理由とともに伝え合う 

難   【第 7～第 9 時】初見の英文（メール）を読んで正しく理解し、まとまりのある文章でメールを返信する 



 ２ 単元目標  

(1) 知識及び技能 (2) 思考力，判断力，表現力等  (3) 学びに向かう力，人間性等 

未来形や条件を表す日常的な話題につ

いて、必要な情報と言語の働きを理解

し、実際のコミュニケーションにおい

て活用できる技能を身に付けるように

する 

未来や条件を表す日常的な表現などを

使う場面において、簡単な情報や考え

方を理解したり、これらを活用して表

現したり、伝え合ったりすることがで

きる力を養う 

未来や条件を表す日常的な表現などを

使う場面において、主体的に外国語を

用いてコミュニケーションを図ろうと

する態度を養う 

３ 単元の評価規準 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

話すこと 

［やりとり］ 

・未来形、if の構文について正確に
理解している 

・未来形や if を用いて、自分や友達
などの予定を話して伝え合う技能
を身に付けている 

自分や友達、教材中の登場人物
について、文を引用したり、理
由と共に述べたりして、自分の
考えを話して表現している 

目的や場面、状況に応じて、

自分の考えや気持ちを話して

表現しようとしている 

書くこと 

・未来形、if の構文について正確に
理解している。 

・未来形や if を用いて、自分や友達
などの予定を書いて伝える技能を

身に付けている 

受け取ったメールから必要な情

報を読み取り、適切に理解し、

適切な表現を用いて、要件、事

実、返事、自分の考えなどを書

いて表現している 

目的や場面、状況に応じて、

自分の考えや気持ちを書いて

表現しようとしている 

４ 指導計画と評価の方法           〇＝指導に生かす評価  ◎＝記録に残す評価 

時 学習内容 言語活動 評価規準・評価方法 

１ 

単元の自己目標を設定 

自作教材①② be going to の理解 

自作教材の内容に関する

質問・応答 

【やりとり・書くこと/知技】〇確認問題・発表 

【やりとり/思】〇観察・発表 

【やりとり/態】〇観察・発表 

２ 
帯活動（自作ストーリー教材①） 

教科書 p32 内容理解 

教科書の内容に関する質

問・応答 

 

【書くこと/知技】〇ワークシート 

【やりとり・書くこと/思】〇発表・ワークシート 

【やりとり・書くこと/態】〇発表・ワークシート 

３ 

帯活動（自作ストーリー教材②） 

自作ストーリー教材③④will の理解 

自作教材の内容に関する

質問・応答。英文を引用

し自分の考えを述べる 

【やりとり・書くこと/知技】〇確認問題・発表 

【やりとり/知技・思】〇観察・発表 

【やりとり/知技・態】〇観察・発表 

４ 

帯活動（自作ストーリー教材③） 

教科書 p34 内容理解 

メールの返信として伝えるべき内容

を考える 

教科書の内容に関する質

問・応答 

教科書のメールの内容を

読み取り、返信メールに

書くべき内容を考え、伝

える 

【書くこと/知技】〇ワークシート 

【やりとり・書くこと/思】〇発表・ワークシート 

【やりとり・書くこと/態】〇発表・ワークシート 

５
（
本
時
） 

 帯活動（自作ストーリー教材④） 

自作ストーリー教材⑤⑥if の理解 

自作ストーリー教材⑥の話題につい

て、自分の考えを理由と共に述べる 

自作教材の内容に関する

質問・応答 

内容に関して自分の考え

を理由と共に述べる 

【やりとり・書くこと/知技】〇確認問題・発表 

【やりとり/思】〇観察・発表 

【やりとり/態】〇観察・発表 

６ 

帯活動（自作ストーリー教材⑤） 

教科書 p36 内容理解 

コウタの気持ちを想像し、理由と共

に述べる 

教科書の内容に関する質

問・応答 

コウタの今の気持ちを想

像し、理由と共に述べる 

【書くこと/知技】〇ワークシート 

【やりとり・書くこと/思】〇発表・ワークシート 

【やりとり・書くこと/態】〇発表・ワークシート 

７ 

帯活動（自作ストーリー教材⑥） 

教科書 p38 のメールを参考にして、

メールの返信の仕方を知る 

メール内容に関する質

問・応答 

メールの返信内容を考え

る 

【書くこと/思】〇発表・観察・ワークシート 

【書くこと/態】〇発表・観察・ワークシート 

８ 
パフォーマンステスト パフォーマンステスト 【書くこと/知技・思・態】 

 ◎パフォーマンステスト 

９ 
パフォーマンステストを見直し、教

師に送ったメールの間違いなどを修

正する 

間違った箇所を修正しメ

ールを再送する 

【書くこと/知技・思・態】 

 ◎パフォーマンステストの修正 

５ 本時の指導（５／９時間） 

(1) 単元名 Unit 3 Plans for the Summer （Here We Go! ENGLISH COURSE 2） 

(2) 教材名 未来形、ifの構文 

(3) 本時のねらい     

① 自作ストーリー教材⑤⑥の内容を理解し、ifの構文を正しく理解する。 

② 今晩外食したい場所について、理由と共に説明する。 

   ③ ２回の言語活動を通し、最初は表現できなかった事柄を表現できるようにする。 



(1) 学習活動の展開 

 学習活動 言語活動 指導上の留意点 
評

価 

導 

入 

1．帯活動：自作ストーリー教材の復

習（４分） 

2．今日のめあての確認（1分） 

「今晩外食するならどこで食べ

たいか」理由をつけて述べあう 

1．既習の自作ストーリー教材

④を活用し、教師と、英語で

のやりとりをする 

1．willを使ったやりとりを中

心に行う。 

2.今日の目標を理解させる 

知 

展

開 

1． 自作ストーリー教材⑤⑥ 

（14分） 

1.自作ストーリー教材の内

容について英語で教師とや

り取りをしながら言語材料

を理解する 

1．慣れるまで、答えは一言で

もよいが、次第に文章で答

えられるように促す 

知 

2． 言語活動１回目 

（1st challenge）（７分） 

【個人で考える時間】 

2．課題「今晩外食するならど

こで食べたいか」について

理由をつけて考える 

2．言えない表現等は日本語を

交えてもよいことを伝える 
思 

3．指導（Improving Time）（５分） 

【いったん発表し、改善するための

時間】 

3．生徒の発表を基に、わから

なかった表現、間違ってい

る表現、などを全体で確認

する 

3．２回目の言語活動がスム

ーズに進むよう、生徒が

表現したかったことを黒

板に書く 

思 

4．言語活動２回目 

(2nd challenge) （７分） 

【グループになり、もう一度考え

てみる時間】 

4．Improving timeで確認した

表現を使い、もう一度、課題

について理由をつけて述べ

あう 

4．机間指導をし、正しく英語

で表現できているかを確認

する。できていなければ支

援する 

態 

5．発表タイム（７分） 5．各グループから数名が発表

する 

5．間違いは必要最小限の範囲

で言い直させる。詳しい訂

正はワークシート上で行う 

態 

ま 

と 

め 

1． 理解度チェック問題 

2． 宿題の確認（ワークブック） 

1.ifを使った問題を数問解く 1．机間指導し、わからない生

徒を個別支援する 
知 

(2) 本時の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ifの構文について理解し、ある条件の時に

自分がする選択について伝えたり、その選

択をした理由を述べたりする技能を身に

付けている 

今晩、外食したい場所を、

その理由を思考しながら、

英語で表現している 

今晩外食したい場所について、ifの構

文を使いながら、その理由と共に述べ

ようとしている 

 

Ⅳ 仮説の検証 

検証においては、アンケート、ワークシートの記述の分析、生徒の振り返りの記述、パフォーマン

ステスト及び授業観察をもとに行う。 

１ 自作ストーリー教材について 

図４に、第３時の授業で活用した自作ストーリー教材と、その自作ストーリー教材を活用した

言語活動における生徒の記述例を示す。第３時の新出言語材料は未来形（will）、その内容を、生

徒に比較的身近な「ペットを飼う」という題材とし、その中に、一年に 7000 頭以上が殺処分され

ているという事実を取り入れ、ＳＤＧｓ15-７のゴールと絡めた題材とした。この自作ストーリー

教材④を用い、第３～４時の目標である「文を引用するなどして自分の考えを述べる」言語活動

を行った。図４に示した生徒Ａ、生徒Ｂの記述例のように、87％の生徒が自作ストーリー教材内

の文を引用し、その文に対する自分の意見を文章で述べることができるようになった。 

次に、自作ストーリー教材を活用した授業後のアンケート結果を見ると、「自作ストーリー教材



の内容理解度」、自作ストーリー教材内容に関す

る「英語での質問に英語で答えることができた

割合」において時数を追うごとに改善が見られ

た（図５）。授業内での観察においても、はじめ

は英語による質問を理解することや、質問に対

して、全く答えることができなかった生徒も、時

数が進むにつれ、次第に単語や短いフレーズで

応答できるようになり、検証授業終盤では文章

で表現する様子もうかがえた。表７に示した検

証授業終了後の生徒の振り返り記述にあるよう

に、89％の生徒が自作ストーリー教材を使用し

た学習に対して好意的な意見を述べており、生

徒が、自作ストーリー教材を活用した授業の意

図を理解し、その活用が、言語材料の理解の助け

となったことがうかがえた。また、「自作ストー

リー教材を活用した学習は、皆さんが主体的に

英語でコミュニケーションを図る力をつけるの

に有効だと思いますか」という質問に対して「大

いに思う」と回答した生徒は 41％、「思う」と回

答した生徒は 59％となり、「あまり思わない」「全

く思わない」と回答した生徒はいなかった。以上

のことから、自作ストーリー教材を活用した学

習が主体的に英語でコミュニケーションを図る

態度を育むことに有効であったと考える。一方、

生徒の感想の中には、「授業で日本語が少なく、

何を言っているのかわからなかった。」「話すの

が速いから聞き取れなかった。もう少しゆっく

りと話してほしい。」「習った単語だけを使って

話してくれたらわかりやすい。」などの意見もあ

り、オールイングリッシュによる授業や、話す速

さについていくこと、未習の表現でも図や絵、ジ

ェスチャーなどを頼りに意味を想像しながらコ

ミュニケーションを図ろうとすることなどに対

して困難さを感じている生徒もいた。このよう

なことが要因となり、図５の上段のグラフに示

した項目において「30％以下」、下段のグラフに

示した項目において「10％以下」と答えた生徒た

ちの理解度が改善されなかったと考える。今後

の授業において、個に応じた補助教材の提供や、

ゆっくり話したり、時間にゆとりのある授業計

画を立てたりすること、言語以外のあらゆるコ

ミュニケーション手段を手掛かりとしながら理

解したり、意思を伝えたりする練習、「話すこと」

の見取りを段階的に行うことなど、さらなる改

善が必要であると考える。 

図４ 自作ストーリー教材④と生徒の記述

例 

生徒Ａ 

生徒Ｂ 

図５ 自作ストーリー教材授業アンケート 
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表７ 自作ストーリー教材での学習に関する感想 

・簡単な英語を使い、わかりやすく質問するのでとて

もいいと思った。 

・授業の回数を増すにつれてどんどん英語での質問も

わかるようになり、英語で答えることもできるよう

になったのですばらしいと思いました。 

・自作ストーリー教材に関する質問があると先生が話

している内容をより集中して聞くし、質問のしかた

などもわかってくるので良いと思います。 



２ 言語活動の適切な単元内配置と指導手順について 

(1)  「言語活動→指導→言語活動」の指導手順について 

第６時の教科書を活用した授業で「友達の

ティナに誘われて、夏休みに初めてティナの

故郷、ニューヨークを訪れたコウタの今の気

持ちを想像し、理由と共に述べる」言語活動

を行った。図６に示した生徒Ｃによるコウタ

の気持ちとその理由の記述にあるように、「言

語活動１回目」では、コウタがうれしく思っ

ている理由を英語で表現することができない

生徒が多かった。そこで「指導の時間」を通

して、「コウタはどんな気持ちなのか」、「それ

はなぜなのか」を日本語で確認し、生徒個々

の考えを英語でどのように表現すればよいか

を学級全体で共有した後、「言語活動２回目」

へ挑戦した。その結果「言語活動２回目」で

は、生徒Ｃのように 88%の生徒が理由ととも

に自分の考えを述べることができるようにな

った。また、図７に示した生徒Ⅾのように「言

語活動１回目」において、既に十分な表現で

自分の考えを述べることができていた生徒の

中には、「言語活動２回目」で新たな表現を付

け加えたり、別の表現を試みたりして、表現

できる幅を広げようとしている生徒もみられ

た。さらに、図８に示した生徒Ｅの例のよう

に、覚えておくべき表現をメモに残す生徒も

見られ、「言語活動２回目」に向けて試行錯誤

している様子がうかがえる。図９は毎時間終

了後に取ったアンケートの「言語活動２回目

で、伝えたいことをどのくらい伝えられまし

たか」という質問の集計結果である。図にあ

るように、「80％くらい」「100％」と回答した

生徒の合計が、第 1 時終了時では、16％であ

ったのが、第６時終了時には 69％へと時数が

進むにつれ徐々に増加した。同じ活動を２回

繰り返せば、改善がみられるのは当然である

が、ここで重要なのはその改善の過程である。

「言語活動１回目」で生徒は、今自分の持っ

ている知識を総動員し挑戦してみる。その中

で自分が伝えたいことを表現するためには何

が足りないのか「自らの学習状況の把握」する。そして「指導の時間」を経てその足りない部

分を補い、「言語活動２回目」で表現できるようになるという「試行錯誤しながら学びに向かう」

過程が重要である。上記に示した生徒の記述やアンケートの結果から「言語活動→指導→言語

活動」の指導手順が「自らの学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯誤するなど自ら

の学習を調整しながら，学ぼうとする態度」を育むことに有効であったと考える。 

言語活動２回目の記述 

図７ 言語活動２回目で別の表現に挑戦した例 

言語活動 1 回目の記述 

図６ コウタの気持ちとその理由の記述 

図８ 覚えておくべき表現のメモ 

 

生徒Ｅ 

図９ 言語活動２回目でうまく表現できた割合 
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(2)  言語活動の目標を、難易度を上げながら単元内に配置することについて 

単元内の言語活動についてその目標を、第１

～２時「話題の内容に関する質問を作ったり答

えたりする」、第３～４時「英文を引用するなど

しながら、考えたこと感じたことを伝え合う」、

第５～６時「考えたこと、感じたことなどを、

理由と共に伝え合う」と徐々に難易度を上げ配

置し表現力を高めていくことを目指した。第２

時の教科書を活用した言語活動では、「４人の

登場人物が夏の予定について話をしている」場

面から、その内容に関して質問を作ったり、そ

の質問に答えたりする言語活動を行い、 be 

going to を使ってやりとりができるようにな

った（図 10－第２時）。第３時の自作ストーリ

ー教材を活用した言語活動では、「ロバートと

アマンダが犬の譲渡会で出会った犬を飼う」と

いう話の中から自分が意見を述べたい文を選

択、引用しながら自分の考えを述べることがで

きるようになった（図 10－第３時）。第５時の

自作ストーリー教材を活用した言語活動では、

その内容に関連した「今夜、外食するとしたら

どこで食べたいか理由と共に述べる」という課

題に対して、外食したい場所とその理由を述べ

ることができるようになった（図 10－第５時）。

各時間で使用したワークシートの記述を、Ａ

「十分理解できる」、Ｂ「ミスはあるが理解でき

る」、Ｃ「不十分である」に分類したところ、図

11 に示したように、時数が進むにつれ、難易度

を上げたにもかかわらず、Ｂ以上の割合が増加

した。事後に実施したアンケートでの、「言語活

動の難易度を徐々に上げていったこと」に対す

る生徒のコメント中にも「最初より、最後の活

動のほうが簡単だと思った。」や「難易度が上が

っていることに気づかなかった」というコメン

トもあり、時数が進むにつれ、「試行錯誤しなが

ら学びを調整し、自分の考えを英語で表現する

力」が育ったことがうかがえる。第８時はパフ

ォーマンステストとして「先生からのメールを

読んで正しく内容を理解し、まとまりのある文

章で返信する」課題を出した。図 12 に「パフォ

ーマンステストの内容とルーブリック」を示

し、図 13 に「ルーブリック評価の結果」を示

す。図 13 にある通り、各観点でＢ以上を達成し

た割合が、「知識・技能」で 38％、「思考・判断・

表現」で 69％、「主体的に学習に取り組む態度」 図 13 ルーブリック評価の結果 

図 10 言語活動難易度別の生徒解答例 

易 

 

 

 

 

 

難 

第 

２ 

時 

【質問を作ったり答えたりする】 
Q: Why is Eri going to visit in Okinawa?  

A: Because her cousins live in Okinawa. 

第 

３ 

時 

【文を引用して考えを述べる】 

Robert says over 7000 dogs are killed a 

year. I think people should be responsible 

for their pets. 

第 

５ 

時 

【理由と共に自分の考えを述べる】 

If I go out for dinner tonight, I would like 

to eat at “the name of Udon restaurant” 
because I want to eat Udon tonight. 

 

図 11 各時間のワークシート記述の分類 

図 12 パフォーマンステストの内容とルーブリック 

Hi, guys!  How are you? 

 I’m enjoying teaching you and learning with you. As 

you know, I’m studying at Education Center now. I’m 

going to finish writing my paper by the first week of 
August. I will have a hard time but I will try my best. 

If I have time after finishing my paper, I would like to 

go to my hometown, Fukuoka with my family. My 

mother will be happy to see my children. 

①If you have a chance to go on a trip in summer, where 

would you like to go to?  And Why? 

Hope you all stay healthy and enjoy your summer. 

条件① 下線部①の内容に返事を書く 

条件② be going to ～. もしくは will を使って夏休

みの計画を書く 

条件③ 水上先生へ励ましのメッセージを添える  

 知 思 態 

A 

条件①②を満

たし、内容が

具体的でまと

まっている。 

条件③を十分

に満たしてい

る。 

条件①～③を十分に

満たし、内容をより

伝わるように書こう

としている。 

B 

条件①②を満

たしている 

＊主語・動詞

が正しく使わ

れている。 

多少の間違い

はあるが、条

件③を満たし

ている。 

条件①～③を満たそ

うとしている。 

C 
B 以下である。 B 以下であ

る。 

B 以下である。 

 

 Ａ Ｂ Ｃ 

易 

 

 

 

 

難 

第 1～2 時 42% 32% 
26% 

74% 
第 3～4 時 68% 16% 

16% 
84% 

第 5～6 時 77% 13% 
10% 

90% 
Ａ「十分理解できる」 

Ｂ「ミスはあるが理解できる」 

Ｃ「不十分である」 

 

 知 思 態 

1 回 2 回 1 回 2 回 1 回 2 回 

A 19% 57% 22% 79% 16% 57% 

B 19% 14% 47% 21% 28% 14% 

A＋B 38% 71% 69% 100% 44% 71% 

C 62% 29% 31% 0% 56% 29% 

 



で 44％という結果になり十分な達成度とは

ならなかった。特に「知識・技能」、「主体的

に学習に取り組む態度」において達成度が低

く課題が残った。評価基準Ｂに到達できなか

った例を見ると、「返信メールに書くべき条

件①～③の内、記載されていない項目があっ

た」、「主語・動詞が正しく使われていなかっ

た」、「語順が正しくない」「ほとんど書けて

いない」などがあった。この結果を受け、９

時を修正のための「指導の時間」、「言語活動

２回目」と位置づけ再度挑戦させた。「言語

活動２回目」での観点別評価Ｂ以上の生徒の

割合は、「知識・技能」で 71％、「思考・判

断・表現」で 100％、「主体的に学習に取り組

む態度」で 71％と「指導の時間」を通して改

善が見られた。図 14 に生徒Ｆの「テストで

の回答（言語活動１回目）と評価」と「言語

活動２回目」で、返信メールとして十分な表

現を用い、まとまりのある内容を書くことが

できた例を示す。ここにあるような例も含め

96％の生徒に何かしらの改善はみられたも

のの、依然として「条件の①～③を満たすこ

とのみに注力し、全体としてまとまりに欠け

るもの」や、「知識・技能の不足から英文と

して成り立たない文章を書いているもの」も見受けられた。単元を通し、継続して「言語活動

→指導→言語活動」による指導をしていく中で、目標を明確にし、指導と評価の一体化を図る

必要である。検証授業において「書くこと」に関しては「事前」「事後」の検証がしやすい計画

になっているが、「話すこと」の検証に関しては、「生徒のアンケート」と「観察」からしか見

とることができず課題が残った。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) 自作ストーリー教材を活用し、目標の言語材料や既習の学習事項を意図的に使用させ理解を

深めることができた。 

(2) 言語活動の目標難易度を徐々に上げ、適切に単元内に配置し、「言語活動→指導→言語活動」

の手順で指導することにより、課題に対して「自らの学習状況を把握し，学習の進め方につい

て試行錯誤しながら学びを調整し、粘り強く学習に取り組む力」をつけることができた。 

(3) 上記に示した手立てを通し、「書くこと」に関して「主体的に英語でコミュニケーションを図

る態度」を育むことができた。 

 ２ 課題 

(1) 自作ストーリー教材を活用したオールイングリッシュによる授業や、英語を使用してのやり

とりに対して困難さを感じている生徒もおり、個に応じた、根気強く継続的な指導が必要であ

る。 

(2) 主体的に英語でコミュニケーションを図ることに関して、「話すこと」における評価に課題が

残った。評価の場面を明確にし、タイムマネジメントを意識した単元計画を立てる必要がある。 

知 思 態 

Ｃ Ｂ Ｂ 

 

知 思 態 

A A A 

 図 14 パフォーマンステストにおける生徒Ｆの記述 

言語活動 1 回目の記述 

言語活動２回目の記述 

生徒Ｆ 
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