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英語で書く力を高める指導の工夫 
― ゲーム性を取り入れた協働学習を通して（第１学年）― 

 

                名護市立大宮中学校教諭 金 城 友 也    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 社会のグローバル化が進み、協働・共生する生き方が求められる今日、基本的な英語表現によるコ

ミュニケーションを通じて様々な価値観に触れ、学び取る姿勢が重要である。こうした社会背景の中、

中央教育審議会答申（平成 28 年 12 月）では、「中・高等学校においては、（中略）特に『話すこと』

及び『書くこと』などの言語活動が十分に行われていないことや、生徒の英語力では、修得した知識

や経験を活かし、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等に応じて適切に表現することなどに

課題がある。」と指摘されており、授業改善が求められている。 

私のこれまでの授業実践を振り返った中で、生徒たちに言語材料を活用させ、どれだけ英語で書く

力が高まったのか自問すると、大きな疑問が残った。生徒が適切な文構造で表現できなかったり、書

く活動への苦手意識が増大し、質問に答える意欲が弱まり、テストにおける得点の伸び悩みが表面化

したからである。本校の中学１年生に行った１学期の定期テスト（中間・期末）の表現における観点

別評価では、40 点中、30 点～21 点の生徒は 18.1％（121 名中 22 名）、20 点以下の生徒は 17.4％（121

名中 21 名）で、30 点以下の生徒は合計 35.5％（121 名中 43 名）であった。「I like soccer.」「I have 

1 brother and 2 sisters.」のように、簡単な文構造で自己表現する問題であることから、この問題に

答えられない場合、書いて表現する力はあまり高いとはいえず、解決すべき課題となった。その原因

を考えると、語彙や表現のインプット、教科書の内容指導に時間を費やし、ペアによるパターンプラ

クティス活動で教師も生徒も英語を使えたと満足して終わっていることであった。そして生徒に書か

せた内容の文構造や音読方法について仲間と学び合わせる協働学習が不十分であることに気づいた。 

こうした気づきから、平成 29 年３月に公示された新中学校学習指導要領第９節外国語第２各言語の

目標及び内容等英語１目標(５)書くことで「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。」と示されたことに重点を置いて授業改善を行うことにした。本

校の中学１年生は、基本文をモデルにした１文程度を英語で書いたり、ペア活動に取り組む意欲があ

る。しかし、正確性が求められる書く活動は、英語を苦手とする生徒にとって困難に感じるものであ

る。そこで、正しい文構造や語順を繰り返しインプットしつつ、ゲーム性のある協働学習型の書く活

動を取り入れていく。小学校で学習した簡単な語句や基本的な表現を活用させながら、教師による「教

え込み」でなく生徒同士が「工夫して使う学び」を展開することで、正しい文構造で書く力が身につ

き、積極的な態度、意欲も高まると考える。 

本研究では、書く力を、「人物表現や疑問文を英語の正しい文構造で書く力」とし、個人活動やペ

ア・グループ活動を通して、書く表現力を育成するものとした。まず語彙・語法の習得と定着のため

に、毎時間繰り返し行う帯活動で教師やペアによるヒントクイズを実施する。そこから相手に効果的

に伝えるためにどう工夫して書いたらよいか考え、気づかせる協働学習に取り組ませていく。最終的

には英語で３文以上書けるよう導きたい。また生徒の意欲が高まるよう、自分たちの学校を紹介する

ウェブサイトづくりや英語で他者紹介、答えを知らない１人の生徒に仲間が協力して英文を伝えるグ

ループヒントクイズなど題材の工夫を行う。こうしたゲーム性を取り入れながら、文構造を正しく理

解させ、生徒が自分の考えを英語で伝えることの楽しさ、学んできた英語の有用性を味わわせたい。 

〈研究仮説〉 

 これまでに学習した「知識・技能」の活用の場において、ゲーム性を取り入れた協働学習を展開す

ることにより、英語の「正しい文構造で書く力」が高まるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 書く活動について  

 (1) 書く活動の学習効果 

    「書く活動」について、大下(1996)は、表１のように３つの学習効果があると述べている。 

 

③で述べられた化石化とは、エラーがそのまま習得されることを意味している。特に③の学習

効果は、本研究の「人物表現や疑問文を英語の正しい文構造で書く力」の育成につながり、ま

た「聞くこと」や「話すこと」、「読むこと」にもつながる重要なコミュニケーションの要素で

ある。英語における４技能の中で「書くこと」は難易度が高く、敬遠されがちな活動であると

言われている。その理由として、言語材料を使用する上での正確性が求められる活動であり、

認知面でも心理面でも生徒にとって負担が大きい様子が授業で見受けられるからである。教師

にとっても高度な技術やフィードバックへの時間的負担が多く求められる。しかしながら、書

くことにおける生徒や教師の負担は、ペアワークやグループワークによる工夫次第で軽減でき

るものであると捉え、授業改善につながる研究を進めていく。 

(2) 正しい文構造の指導について  

    本研究の対象者は中学１年生であることから、

文構造の指導については、主語と動詞、補語、目

的語におけるつながりが理解できるよう表２のよ

うに４つのルールを作成し提示する。授業の最初

で一斉に共通確認を行うことで、正しい文構造で

書こうとする意識づけにつなげたい。表の①と②

は、パターンプラクティスによる帯活動などで理

解させることが可能であるが、表現が単調になり

過ぎないよう③や④のようにいろいろな主語や動

詞を活用することで豊かな表現にチャレンジさせ

たい。文構造が複雑になると誤りが生じやすくなることが予想されるが、それはこの４つのル

ールを再確認するチャンスととらえ、繰り返し指導に活かしていく。また教師が誤りを訂正コ

ードで示すことで正しい文構造に気づかせる添削指導も行う。 

２ 書く力を高めるのに必要なインプットについて 

  書く力をつけるには、英語の語彙や文構造、文法等

の言語材料のインプットが必要不可欠である。図１は、

インプットとアウトプット相互の流れを通して第二言

語が習得されるプロセスについて鈴木(2017)が述べた

ものを筆者が作図したものである。中間言語システム

とは、いわば脳の引き出しであり、得た知識を整理し

ていつでも使えるようにすることである。インプット

とアウトプットが効率よく循環することと中間言語シ

① 学習者が書いた英文を授業で取り上げることで、大衆効果が期待でき、生徒は書くことに

張り合いを感じるようになる。 

② 学習者と読み手とが同等の英語力で書かれてあるため、格好の理解可能なインプットを提

供できる教材になる。学習者の知識背景の多様さを反映しているので、内容に興味を持ち

意欲的に読もうとする。 

③ ③ 学習者のエラーをそのままにすると、それが化石化する恐れがあるため、文構造や文法的 

④   正確さを意識させる上で重要なアウトプットである。 

図１ 第二言語を習得するプロセス 

表２ 英文を書く力をつける４つのルール 

① 主語と動詞のつながりを意識して書こう。 

 例：・主語＋動詞＋補語(名詞・形容詞(～い)) 

・主語＋動詞＋目的語(～を) 

② 主語(人称)によって動詞の変化に注意して書こう。 

 例：He plays tennis. 

③ いろんな主語を使って見方を変えた英文を書こう。 

例：We see him on TV. 

④ いろんな動詞を使って表現豊かな英文を書こう。 

例：(一般動詞)She looks tall. 

  (be 動詞)The color is red. 

表１ 書く活動における３つの学習効果 
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ステムが活性化することは、比例関係にあり、相互に高まっていく。すなわち、リピート学習を

通して言語材料の意味理解を進めることで、次第に知識として内在化させる。またライティング

活動やスピーキング活動によるアウトプットでさらに中間言語システムが活性化され、さらなる

インプットも効率よく処理される。こうした第二言語習得の理論をもとに、本研究においてもイ

ンプットとアウトプットの質と量をバランスよく取り入れるべく、生徒や教師が出題するヒント

クイズで使われた語彙や表現を学び合い、正しい文構造の定着を高める手立てとしたい。 

３ 協働学習について 

(1) 協働学習について 

今日対話的な学びが求められる中、新中学校

学習指導要領解説外国語編では、「特にペア・

ワークやグループ・ワークは，『友達に質問を

したり質問に答えたりする力』を育成する上で

有用であり，そうした情報や考えなどのやり取

りを豊富に行うことで，互いの考えや気持ちな

どを理解し，根拠をもって外国語で伝え合う力を育成することにつながる。」とあり、協働学習

が重要視されている。安永(2010)は、「小グループを教育的に使用したものであり、学生が自分

自身の学びと学習仲間の学びを最大限にするために共に学びあう学習法である。」とし、協働学

習の良さについて表３のように示している。しかしながら、その注意点として、「グループに分

かれただけで自然に協働のスキルが培われるわけではなく、協働の技能について明示的に指導

され、指導者の意図的な介入が行われる必要がある。そして、指導者は前もって計画されたカ

リキュラムの下で意図的にグループ活動を行う必要がある。」とも述べている。こうした要素を

おさえ、本研究においてもこの理論をもとに、個の学習からペア学習、グループ学習、そして

ペア学習に戻し、全体学習につなげるといった学習形態に工夫を加える。こうした学び合いに

よる協働学習に向かわせることで学習内容の理解や定着を図り、「気づき」のある学びにしたい

と考える。文構造や文法等に対する「気づき」は、教師の説明を聞くことだけでは不十分で、

生徒同士で学び合い、工夫して英語を使う過程でこそ生じるものだという視点を持ち、協働学

習を大いに取り入れた授業づくりを進めていく。 

 (2) 「ブレインマップ」と「ピア・コレクション」を用いてアイデアを引き出す活動 

書く活動を苦手とする生徒の特徴の1つに、頭の中で人

物の特徴やイメージを膨らませたり、整理が苦手ことがあ

ると考えられる。それを改善すべく、図２のようにブレイ

ンマップによるイメージの視覚化を書く活動の工夫として

取り入れる。また協働学習による学習効果を得る手立てと

して、ピア・コレクション(生徒同士の修正活動)を行う。

ピア・コレクションの狙いは、中学１年生という発達段階

や書くことを苦手とする生徒の助けになること、生徒主体

の学び合いにより正しい文構造の定着が図れること、そして生徒が互いの考えやアイデアに興

味を抱き動機を高め最終発表を行うことにある。ブレインマップを使った英文作成後のピア・

コレクションの流れとして、図３のような３つのステップで行っていく。Step１はペアで互い

の英文を訂正し１つのヒントクイズへとまとめ、発表練習を行う。Step２では、２ペアがグル

ープとなり発表し合いながらピア・コレクションを行い、内容の訂正と効果的な発表方法につ

いて学び合う。Step３にて教師からの訂正コードを用いた添削を受け、再度ペアでピア・コレ

クションを行い、気づいた誤りや訂正方法を考え完成度の高い英文にし、最後のヒントクイズ

発表へとつなげる。ここでの教師の訂正コードとは、「P:完璧！」「A:スペルミス」「B:語順ミス」

「C:書き換え」「D:ピリオド等無し」の５つを記すことで誤りへの気づきと正しい文構造にする

表３ 協働学習における４つの効果 

①積極的で支援的な学習環境を作る 

②学習動機を高める 

③学力を伸ばす 

④社会性を身につけることができる 

図２ ブレインマップの例 

給食が食べられる  
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ための訂正方法である。協

働学習の効果を引き出しな

がら、こうしたイメージマ

ップ・ピア・コレクション・

訂正コードを利用し、クイ

ズ作成に挑戦させることで、

正しい文構造や仲間のアイ

デアへの「気づき」へとつな

げたい。また効果的に相手

に伝わるような発表につい

て学ぶ対話的活動としたい。 

４ ゲーム性を取り入れた書く活動について 

(1) 英語学習におけるゲームの有効性 

 生徒は、小学校５年生から始まる外国語活動を通して様々なゲーム的活動を経験しており、 

中学１年生の段階でも英語を楽しく学習する意欲を持った生徒が比較的多い。英語学習におけ 

るゲームの利点について、高梨、緑川、和田(1995)は、表４の７つを挙げている。 

表４ 英語学習におけるゲームの利点 

１．生徒は勝敗を優先させるので、間違いを気にせず英語を使える。 

２．ゲームは本質的に生徒の興味・関心を引き付けるものを持っている。 

３．工夫すれば、学習レベルや指導過程いかんにかかわらず、どの言語技能にも応用できる。

４．結果がはっきり出るので、教師にとっては良いフィードバックになる。 

５．学習したことの復習や強化に役立つ。 

６．上位の生徒も下位の生徒も同じように参加できる。 

７．グループやチームで楽しむようにできているので、生徒間に健全な競争と協調の精神を

養うのに役立つ。 

中学生になると「読むこと」や「書くこと」の学習が入り、より高度な学習となることから、 

英語への苦手意識を持つ生徒が増える傾向にある。こうした生徒に正しい文構造を意識して書 

く力をつけさせる工夫として、利点の多いゲーム性を取り入れたライティング活動が有効であ 

ると考えた。ゲーム的活動は、クイズ形式にすることでペアやグループで協力して作成する協 

働学習型の活動にできることから、本研究ではヒントクイズの活用で疑問文や否定文を書かせ 

る工夫も加えたライティング活動を進める。 

(2) ヒントクイズを用いた書く活動について 

ヒントクイズは、チーム対抗でどれだ 

けクイズに答えられるか競わせること 

で、ゲームに必要な勝敗を分ける要素 

とする。ヒントクイズは工夫を加えるこ 

とで、平叙文（肯定文・否定文）や疑問 

文を書かせることが容易で活用に便利 

である。また３人称とbe動詞・一般動詞 

の関係について正しい文構造に気づか 

せ書かせることも期待できる。図４のよ 

うに、３文以上の英語で複数のヒントク 

イズ作成を目標に挑戦させ、生徒の書く 

力がどれだけ高まるのか、その到達度が 

わかるよう取り組ませたい。 

①3ヒントの提示 

1. It is a building. 

2. The color is red, 

white and gold. 

3. We see it in Naha. 

What’s this? 

②回答者の要求 

回答者：せーの 

    We don’t know! 

         Tell me more! 
 

④答え 

解答者：It’s  首里城! 

出題者：That’s right. 

：The answer is 

     Shurijo Castle! 

③さらにヒントの提示 

4．Many people visit 

there. 

5．We need money to go 

inside. 

   What’s this?  

図３ ピア・コレクションによる活動の流れ 

図４ ヒントクイズの流れ 
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Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名  NEW HORIZON BOOK １, Daily Scene 4“ウェブサイト” 

ヒントクイズを通して書く力をつけよう 

２ 単元目標 

    (1) 人物や職業、行事の表現に必要な言語材料や正しい文構造を使い、英文を書くことができる。 

    (2) 人物や職業、行事を表現する３文以上の英語を書き、発表することができる。 

(3) 協働学習における訂正活動で、コミュニケーションを図ろうと取り組む。 

 ３ 単元の評価規準 

４ 指導計画と評価方法 

時

間 
ねらい 学習活動 評価の観点及び方法 

１ 〇学校紹介のモデル文が読め、

学校について紹介するときに

必要な表現が理解できるよう

にする。 

・教科書にある学校紹介について読み理解す

る。 

・教科書の学校紹介をモデルに、大宮中学校の

特徴をブレインマップにまとめ英文で書く。 

【知識・理解】人物表現に必要な語彙や

表現、文構造が理解でき、英文作成で

使うことができる。 

(観察・ワークシート) 

２ 〇書いた英文を仲間同士や教師

の訂正コードによる添削の流

れを学び、学校紹介が発表で

きるようにする。 

・お互いでピア・コレクションし、訂正コード

を用いた教師の添削で英文を完成させる。 

・清書し、全体で自分なりの学校紹介をする。 

【関心・意欲・態度】訂正活動に意欲的

である。 

【表現】正しい文構造で英文を書き学校

紹介の発表ができる。 

(観察・ワークシート) 

３ 

本

時 

○職業やスポーツの特徴をブレ

インマップで視覚化して英文

を書き、ペアやグループでの

ピア・コレクションで正しい

文構造になるよう訂正でき

る。 

・帯活動で、既習語彙や表現を復習する。 

・職業やスポーツをテーマにした表現に必要な

特徴をマッピングする。 

・マッピングした表現材料でヒント英文を書く。 

【関心・意欲・態度】訂正活動に意欲的

である。(観察) 

【知識・理解】ヒント文に必要な語彙や

表現、文構造を理解し英文作成で使う

ことができる。(ワークシート) 

４ 

 

○年間行事の特徴をブレインマ

ップで視覚化して英文を書

き、ペアやグループでのピア・

コレクションで正しい文構造

になるよう訂正できる。 

・ペアで協力して英文で書き、グループ内でフ

ィードバックを行い、教師の添削を受ける。 

・年間行事をテーマにした表現に必要な特徴を

マッピングし、ヒント英文を書く。 

【関心・意欲・態度】訂正活動に意欲的

である。(観察) 

【知識・理解】ヒント文に必要な語彙や

表現、文構造を理解し英文作成で使う

ことができる。(ワークシート) 

５ ○観光スポットの特徴をブレイ

ンマップで視覚化して英文を

書き、ペアやグループでのピ

ア・コレクションで正しい文

構造になるよう訂正できる。 

・ペアで協力して英文で書き、グループ内でフ

ィードバックを行い、教師の添削を受ける。 

・観光スポットをテーマにした表現に必要な特

徴をマッピングし、否定文でヒント英文を書

く。 

【関心・意欲・態度】訂正活動に意欲的

である。(観察) 

【知識・理解】ヒント文に必要な語彙や

表現、文構造を理解し英文作成で使う

ことができる。(ワークシート) 

６ ○正しい文構造で表現したい英

語によるヒント文を否定文で

書き、表現できるようにする。 

・ペアで協力して英文で書き、グループ内でフ

ィードバックを行い、教師の添削を受ける。 

・これまで作成した英文をボールペンで清書し、

発表練習を行う。 

【関心・意欲・態度】訂正活動に意欲的

である。(観察) 

【知識・理解】ヒント文に必要な語彙や

表現、文構造を理解し英文作成で使う

ことができる。(ワークシート) 

７ 

 

○３ヒントクイズを発表し合い

ながら様々な表現を学び、ヒ

ント文を疑問文にして書ける

ようにする。 

・作成してきた３ヒントクイズを発表し合い、

様々な表現を学び合う。 

・書画カメラで発表後のシートを映し、ヒント

文を疑問文に変えるライティング活動を学

ぶ。 

【関心・意欲・態度】ヒントクイズに意

欲的に参加し仲間の発表へのコメン

トができる。(ワークシート) 

【表現】正しい文構造で英文を書きヒン

トクイズが発表できる。(発表評価) 

８ 

 

 

 

○３ヒントクイズを発表し合い

ながら様々な表現を学び、ヒ

ント文を疑問文にして書ける

ようにする。 

・作成してきた３ヒントクイズを発表し合い、

様々な表現を学ぶ。 

・書画カメラで発表後のシートを映し、ヒント

文を疑問文に変えるライティング活動を学

ぶ。 

【関心・意欲・態度】ヒントクイズに意

欲的に参加し、仲間の発表へのコメン

トができる。(ワークシート) 

【表現】正しい文構造で英文を書きヒン

トクイズが発表できる。(発表評価) 

 

コミュニケーションへの関

心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての知

識・理解 

ペアやグループでの協

働学習や発表に意欲的

に取り組んでいる。 

既習の語彙や表現を使い、正し

い文構造で英語を書き、発表が

できる。 

 人物表現に必要な語彙

や表現、文構造が理解

でき、英文作成で使う

ことができる。 
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５ 本時の学習指導（３／８時間） 

    (1) 本時の目標 

①  正しい文構造で、職業やスポーツを説明する３文以上の英語を書くことができる。 

  ※正しい文構造については、次時のピア・コレクションにつなげた目標設定である。 

②  協働学習における訂正活動で、コミュニケーションを図ろうすることができる。 

  (2) 本時の評価規準 

具体的な評価規準 
学習活動における具体的な評価基準 

A B Cの生徒への手立て 

関心 
・ 

意欲 
・ 

態度 

ペアでの協働学習や発表に

意欲的に取り組んでいる。 

わからないことは参

考資料を使ったり、ペ

アで相談しながら活

動ができる。 

ペアで相談しながら活

動ができる。 

ペアでの活動への取り組

みを促す声かけ・支援を行

う。 

知識 

・ 

理解 

職業やスポーツの表現に必

要な語彙や文構造を理解し、

英文作成で使うことができ

る。 

ブレインマップを作

成し、クイズのヒント

を５文書くことがで

きる。 

ブレインマップを作成

し、クイズのヒントを３

文程度書くことができ

る。 

放課後や休憩時間を利用

しクイズのヒントを３文程

度書けるよう支援する。 

 (3) 本時の展開（３時間目） 

 
指導過程 

学習活動 
指導上の留意点 

評価の観点

及び方法 生徒の活動 教師の活動 

導 

入 

13 

分 

１．Greetings 

(3 min) 

・Wh-を使ってペア同

士でのあいさつ 

・活動の支援 ・ペアで握手させ協働

意識を高めさせる 

 

２．Warming-up 

(1)Review(5 min) 

・色・形・動詞など既

習語句を発音練習する 

・語句カードの提示 ・単調にならぬようリズ

ムでリピートする 

 

(2)3 Hint Quiz 

(5 min) 

・楽しみながらクイズ

の表現を視聴覚イン

プットする。 

・ヒントクイズを行い

様々な表現をモデル 

・受け身にならぬよ

うリピート発音さ

せながら進める。 

 

展 

開 

30 

分 

３．Activity 

・アンケート結果 

・活動の流れ確認 

・４ルールの確認 

(5 min) 

・ヒントクイズ作成に必

要な手順と説明をしっか

り聞く。 

・指示が多くなり過ぎな

いよう重要なポイント

を共通確認する。 

 

 

 

 

・質問により生徒の

理解を確認しなが

ら説明する。 

 

(2)Pair Work 

Peer Correction 

(20 min) 

・ブレインマップでヒン

ト文作成に役立つ表現

をまとめる。 

・既習表現を使い、ペア

で協力してヒント文を

英語で作成する。 

・机間指導し、色々な主

語や動詞を活用して表

現を豊かにするよう促

す。 

・調べて分かること

は辞書や教科書を

活用させ答えを与

えないようにす

る。 

【関心・意欲・態度】

ペア活動の観察 

【知識・理解】 

ワークシート 

(3)Pronounce 

Practice(5 min) 

・作成した英文をペアで

発音練習する。 

・机間指導で、発音を指

導する。 

・役割分担で発音す

るよう指示する。 

 

ま 

と 

め 

７ 

分 

４．Review and 

Homework 

５．次回予告 

 

(7 min) 

・自己評価表に学習した

表現を１文書いて復習

する。 

・新しいクイズのブレイン

マップ作成の宿題提示 

・新しい人物カードを提

示し、新しいブレイン

マップ作成の宿題を指

示する。 

 

・次時のグループ内

発表に向けた準備

を意識づけする。 

【関心・意欲・態度】

自己評価シート 

①主語と動詞のつながりを意識して書こう 

②主語（人称）によって動詞の変化に注意して書こう。 

③いろんな主語を使い見方を変えた英文を書こう。 

④いろんな動詞を使い表現豊かな英文を書こう 

4 つのルール 
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 ６ 仮説の検証 

     英語で書く活動を困難に感じる生徒の助けとなるよう、ヒントクイズのテーマに関するイメー

ジを視覚化し整理のためのブレインマップ、そしてペアやグループで英文を訂正し合うピア・コ

レクションを用いた協働学習の手立てが、英語の正しい文構造で書く力の向上にどうつながった

のかを、授業における生徒の様子やアンケート調査、作成したヒントクイズと事後テストの結果

からそれぞれ検証していく。 

(1) ブレインマップやピア・コレクションを用いた協働学習の検証 

今回の検証では、生徒個人がブレインマップを使いどのように英文でヒントクイズを作成す 

るか分析し、そこから協働学習としての手立てであるペアやグループでのピア・コレクション 

により、「正しい文構造」を意識したやり取りがどの程度見られたかを考察する。 

① 個人によるブレインマップを利用した活動 

  各生徒がクイズのテーマにつながるヒント英文作成に容易に進めるようブレインマップを

用いたイメージの視覚化を行った。机間指導で様子を確認すると、全生徒が図２（P103）の

ようにマップを作成することができ、ヒントクイズ文作成に時間をかけず取りかかっていた。

このことから、ブレインマップは思考を整理するのに役立つことがわかった。しかしながら、

日本語でイメージの視覚化を行ったことで、表５で示した課題が表れた。 

 

・日本語の語順を英文に当てはめて書く傾向がある。 

・英語の「誰が・する・何を」の語順に違和感を感じ、自信をもって書けない生徒が多い。 

・例えばブレインマップに書いた「強豪チーム」を英語辞書で探すあまり時間を使ってし

まい、「強いチーム」への言い換えに時間がかかるといったケースが多々起こる。 

そこで、帯活動で行った教師によるヒントクイズや表２の４つのルールを再提示し、文構 

造の再確認と発話練習を行った。次第に正しい文構造と生徒が意図する表現が一致し、書く

スピードが上がったことで、その時間をピア・コレクション活動に充てることができた。 

② ペアによるピア・コレクション活動 

  ペアで互いのヒントクイズを修正するピア・コレ   

クションに進ませた。「アナウンサー」をテーマに   

したペアでは、ブレインマップで書いた「マイク使 

う」を英語で表現したものが「A microphone use.」 

となり日本語の語順で書いてある誤りに気づき指摘 

したり、なぜこうなるか質問したりと訂正作業を行 

っていた様子から、訂正活動の効果が得られたと捉え 

る。しかし、学力的に下位のペアや英文作成に時間がかかり過ぎ訂正活動が不十分なペアに 

は、放課後の時間を使いピア・コレクションをさせることで活動についていけるようサポー 

トを行った（写真１）。 

③ グループによるピア・コレクション活動 

  より正しい文構造への気づきと完成度の高い英文 

となるよう、２ペアをグループにして互いにアドバイ 

スや修正を行うピア・コレクションをさせた。間違 

った修正箇所や解答が容易すぎるヒント文の訂正を 

仲間で考えたり順番を入れ替えたり、発音を教え合 

ったりと、正しい文構造への気づきや学び合う姿が 

多くみられた。この様子から、ペアでのコレクショ 

ンと同様にグループでもピア・コレクションは効果  

的な協働学習の手立てであることがわかった（写真２）。 

表５ 書く活動において生徒が抱える特徴的課題 

写真１ ペアでのピア・コレクション 

写真２ グループでのピア・コレクション 
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④ 協働学習の効果についてのアンケートからの検証 

  仲間との協働学習の効果について、事前と事後 

アンケートでは割合に変化はなく、90%と高い割 

合で効果があると生徒は回答している(図５)。「わ 

からないこともペアで協力して教え合いができる 

から」や「違う考えがあり自分が知らなかった知 

識が得られたから」という意見が最も多かった。 

このことから、ペアやグループ学習が気づきをも 

たらす学び合いとなったことがわかる。そしてピ 

ア・コレクションの活動が困難さを仲間と解決し 

ていくプロセスの有効性と意義を実感できたからだと考えられる。「協力する力が身につく 

から」や「普段話せなかった人と話せるようになった」という意見もあることから、人間関 

係の構築にもつながる効果があることがわかった。残りの 10%の生徒は、ペアとの関係性で協 

働学習が思うように進まなかったと回答があり、ペア編成の工夫が必要なことがわかった。 

(2) 書く活動における生徒の変容分析  

最初の教師の添削指導では、訂正箇所が多々 

あり、英文を書くことへの意欲や苦手意識がさ 

らに増大するのではと危惧した。しかしだんだ 

んと訂正箇所が減り、ペアで協力するやり取り 

の楽しさや完成へと近づく達成感から、活動へ 

の姿勢や内容に変化がみられるようになった。 

職業をテーマにしたクイズであり、解答する相 

手の立場に立って出題する活動であることから、 

生徒は主語に「You, We, This」を用いると相手 

にも伝わりやすいと理解し活用するようになっ 

た(図６)。主語の違いで be 動詞と一般動詞も使い分けて表現していることから、文構造への理 

解が進んでいることが見て取れた。その他にも表６のような生徒の変容が見られた。 

 

職業とスポーツをテーマにした第１回のヒントクイズ作成過程で得られた生徒の変容が定着

するよう、第２回は祝日やイベントをテーマにしたヒントクイズを作成させた。これは人物で

はないテーマであることから、文脈と主語の不一致や語順のミスが第１回のヒント文作成以上

に多発するのではと予想した。しかしながら、英語の「誰が・する・何を」を意識した学習の

記憶をたどり、ピア・コレクションを通してペアで対話のある学び合いの雰囲気が学級全体に

広がっていた。中には自主的にグループ・コレクションに入り、清書を終えて仲間を手助けす

る様子も見られた。こうした活動の様子や「緊張するけど面白そう」と発表を楽しみにするペ

アの発言が多いことに驚いたと同時に、協働学習の有効性を改めて感じることができた。 

(3) ゲーム性を取り入れた学習について 

① ヒントクイズと疑問文を作成するグループ活動 

作成した英文をもとに、ヒントクイズを行った。様々なテーマを表現するヒントを英語で

・知ってる単語や表現を大いに活用してまずは書いてみようとする生徒が増えた。 

・スペルミスやピリオド忘れ、語順の大きなミスが減った。 

・自信をもって英文が書けるようになり、最初は嫌がった教師の添削を早く受けたいと望

む生徒や、訂正コードが記されて悔しがる生徒、ヒント文の難易度に納得がいかないと

最初から書き直す生徒が出てきた。自分達なりにこだわりを持ち、未習表現を使って書

こうとチャレンジする姿から知的好奇心の高まりが見られた。 

図６ ヒントクイズ作成シート 

表６ ピア・コレクションと訂正コードによる生徒の変容 

ピア・コレクション後の

訂正コードによる指導 

図５ 協働学習の効果に関するアンケート 

N=31 
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聞き、推測するこの活動は、生徒の自主性を重視し、進行はすべて英語で生徒が行う流れと

した。生徒は何度も修正を繰り返し頑張って作成したヒントクイズを伝えられる喜びと同時

に、出題する内容が解答者にとって適切な難易度か、また英語の発音や仲間との進行上のや

り取りがうまくできるか期待と緊張をみんなで共有し楽しんでいる様子であった。仲間の発

表者から学び、ヒント文の順序を入れ替え難易度を変化

させたり、ジェスチャーを入れる等の工夫する姿から表

現力が高まりを確認することができた。活動がより価値

あるものとなり、生徒が達成感や学びを得られるよう、

解答者側の生徒に評価やコメントを書かせるようにした

(写真３)。また出題されたヒント文の工夫した点や、難

しい英語表現を教師が解説したり、内容を問う質問を行

った。これにより下位の生徒にとって内容の共通確認が

でき、良いフィードバックへとつなげることができたと

考える。また長時間のクイズでマンネリ化を避けるため、

ヒント文を疑問詞(What,When)や does を使った疑問文

にするクエスチョン大魔王ゲームを行った。疑問詞やdoes

の使い方がどれだけ習得できているかを再確認するねら

いの活動である。主語と動詞という並びの平叙文と異な

り、「What does Ms Maeda eat?」のように複雑な語順

となることから、書いては修正を加え、なぜそうなるか

グループで協働学習する姿があり、全体で訂正箇所を探

すことで正しい文構造への気づきへとつなげるのに有効

な取り組みであった(写真４)。 

② ゲームを取り入れた英語学習についてのアンケートからの検証 

ゲームを取り入れた英語学習が好きだという生 

徒は 90％いるが、図７のようにその学習効果に 

否定的な意見を持つ生徒が検証前は約 70％いた。 

その理由として、ゲームと勉強は相いれないもの 

と生徒は捉えていた。だが検証後は逆転し 90％ 

の生徒が肯定的となった。理由としては、「楽し 

いのでやる気が出てくる」「英語を話せるのでわ 

かりやすい」「学習したことが頭に残る」とあっ 

た。このことからインフォメーションギャップを 

用いたヒントクイズやチームで協力して疑問文や 

否定文を作らせるなど工夫次第でゲーム性も効果的であり協働学習型の学びとしてよい手立 

てとなると考えられる。 

(4) 事後テストについて 

テーマを自由にしたヒントクイズ作成を事後テス 

トとし、検証後どれだけ正しい文構造で書く力が身 

についたのか分析を行った。皆が知るテーマにした 

ヒントクイズ作成を 20 分以内に３文以上書くこと 

を目標に作成させた。その結果、３文以上書けた生 

徒が 28 名中６名で全体の 21％だった（図８）。割 

合が低いことの要因について生徒への聞き取りを行 

った結果、表７の理由が上がった。今後はブレイン 

写真３ 仲間の発表を評価する様子 

写真４ クエスチョン大魔王ゲームの様子 

図８ ヒントクイズ作成テストの結果 

図７ ゲームを取り入れた学習に関するアンケ

ート 

N=31 
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マップに頼らず、決められた時間 

内で書いてみる等、活動に工夫を 

加える必要があると考察する。 

しかしながら表現内容や文構造 

については、スペルミスや主語が 

３人称での動詞の s をつけ忘れる 

ミスは見られるものの、表現したいことは理解できる内容であった。また考えて書くスピード 

も、検証授業の際にヒントクイズ作成に費やした時間と比べると明らかに早くなっている。英 

語で３文以上書く条件を満たせなかった 79％の生徒も、ブレインマップを使い２文は書けてお 

り、また書くことができた英文の語順正答率も 90％だったことから、正しい文構造で書く力が 

高まったと考えられる。 

(5) 英語の４技能を視点にしたアンケートの考察 

  今回の検証を通して、書くことを中心にした活動

に対する生徒の意欲が検証前後にどう変化したか

生徒アンケートから考察を行った。図９で示すよう

に、特に書くことにおいて 43 ポイント増と一番の

伸びを示しており、生徒の苦手意識の改善が顕著に

表れている。生徒の回答からその理由として、習得

した語彙数が増え、スペルミスが減り、正しい語順

で文が書けたことへの達成感と自信がこの結果につ

ながっていると捉えられる。書くことと同様に割合

の低かった読むことにおいても、31 ポイント増と大きな伸びとなっていることから、正しい文

構造になっているか仲間とピア・コレクションを行う中で読む量が増えたことや、クイズの出

題に向け何度も読んで練習を重ねたことがつながっていると考えられる。他の技能についても、

作成したヒントクイズを伝えたり聞いて理解したり推測しようとする活動となることから、協

働学習による手立てやゲーム性を取り入れた活動は４技能を総合的に高めることにつながった

と捉える。 

 

Ⅳ 成果と課題 

１ 成果 

(1) ピア・コレクションや訂正コードを用いた学習により、生徒が正しい文構造で書く力が高ま

った。 

(2) ブレインマップを使い表現したいことを整理したことで、思考や書く活動へ取り組むスピー

ドが速くなり、その時間を協働学習や発表に充てることができた。 

(3) ゲーム性を取り入れることで、生徒にとって難易度の高い書く活動への意欲向上が図られた。 

(4) 協働学習の授業実践で、生徒主体のピア・コレクションやクイズによる言語活動や英語の４

技能の充実が図られた。 

２ 課題 

(1) 人物の特徴を平叙文で表現することには向上がみられるが、主語が３人称で疑問文を作らせ

る活動が困難な生徒が多く、疑問詞を用いた英文作成に継続指導が必要である。 

(2) 日本語の語順で考えた英文作成だと高度な英文法（受け身形や副詞表現等）が必要になり、

その難易度に苦しむ生徒が多かったことから、シンプルに「誰が・する・何を」という英語的

思考が身につくよう、ライティング活動を日頃から続ける必要がある。 

(3) 現在進行形や過去形などバリエーションを広げながら、どのような表現でも正しい文構造に

なるようピア・コレクションを取り入れた協働学習に継続的に取り組む。 

図９ 4 技能に関するアンケート 

N=31 

表７ 英語で 3 文以上書けなかった理由 

・ブレインマップを使って作成するのに時間をかけすぎた。 

・ヒントクイズのテーマを途中で変更して時間が無かった。 

・正しい文構造やスペルミスを意識しすぎた。 

・しばらく授業が無く書き方を思い出すのに時間がかかった。 
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