
はじめに 

 

平成 27年 12月 21日中央教育審議会答申「新しい時代

の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協

働の在り方と今後の推進方策について」では，これからの

学校と地域の目指すべき連携・協働の姿として，「地域と

ともにある学校への転換」「子供も大人も学び合い育ち合

う教育体制の構築」「学校を核とした地域づくりの推進」

を挙げ，社会総掛かりでの教育の実現を図ることの必要

性が謳われている。また，平成 28年 12月 21日中央教育

審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ

いて」では，「教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好

循環を生み出す『カリキュラム・マネジメント』の実現」

「『主体的・対話的で深い学び』の実現」「育成を目指す資

質・能力と小・中・高等学校を通じた領域別の目標の設定」

の重要性が指摘されている。 

 現行の中学校学習指導要領解説外国語編では，「『聞く

こと』，『読むこと』を通じて得た知識等について自らの体

験や考えなどと結び付けながら活用し，『話すこと』，『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

の総合的な指導を通して，これらの４技能を統合的に活

用できるコミュニケーション能力を育成する」とされて

いる。また，文部科学省平成 27年度英語力調査（中学３

年生対象）の結果分析では，「学習意欲に課題がある」「４

技能がバランスよく育成されていない」「特に話す活動，

書く活動が十分でない」ことなど，技能統合型の言語活動

への取組に改善の余地があることが指摘されている。 

大分県教育委員会では，平成 26 年 10 月に「大分県グ

ローバル人材育成推進プラン」を策定した。同プランでは，

本県におけるグローバル人材に必要なものは，５つの力

【①挑戦意欲と責任感・使命感，②多様性を受け入れ協働

する力，③大分県や日本への深い理解，④知識・教養に基

づき，論理的に考え伝える力，⑤英語力（語学力）】の総

合力であるとし，その素地を学校教育の中で培うことが

必要であることが示されている。更に，英語力育成の具体

的な取組として，平成 28年３月に「大分県英語教育改善

推進プラン」を策定し，英語を使って，自分を語り，ふる

さとを語る，大分っ子の育成を目指している。 

Ⅰ 実態と研究の方向性 

 

１ 地域・学校の課題 

 

国東市では，過去 10 年の総人口の減少（平成 19 年度

34,241 名→平成 28 年度 29,381 名），児童生徒数の減少

（平成 19年度 2,622名→平成 28年度 1,797名），それに

伴った，市内教職員数の減少（平成 19年度 309名→平成

28年度 207名）という実態がある。 

これら過疎化の進行に加え，家族形態の変容，価値観や

生活様式の多様化，地域社会のつながりや支え合いの希

薄化等による，地域社会の教育力の低下が指摘されてい

る。人間関係を形成していく能力は，かつては家庭や地域

の中で自然に身に付けられたが，今後習得が難しくなっ

ていくと思われる。また，新しい時代の要請によってより

必要とされるようになる基礎的な能力の一つでもあると

言われている。この能力は，思考力・判断力・表現力とも

密接に関係するものであり，その育成は重要な課題であ

る。 

このような状況を踏まえ，平成 27年度くにさき地区（国

東市・姫島村）教育研究会・教育課程研究協議会では，①

教職員の大量退職・大量採用の時代を前に，授業の質の維

持・向上を図るため，「チームくにさき」での組織的な授

業改善が必要である，②当地区内の小・中学校において，

基本的学習習慣と生活習慣の定着，学びに向かう集団づ

くり，思考力・判断力・表現力の育成が課題であり，学校・

家庭・地域の連携・協働の具体化が求められる―と総括し

ている。また，中学校外国語教育研究部会では，①実生活

に関連した課題などを通じて動機付けを行うなど，生徒

の学習意欲を真に高め，生徒の学びに向かう力を育成す

る指導方法を追究する必要がある，②平和・人権・国際理

解・環境・福祉等のトピックを扱った教科書・資料等の更

なる教材研究が必要である―と総括している。 

本校は昨年度，「子どもの学びの習慣化―家庭との連携

を通して―」の研究主題のもと，授業改善並びに連携・協

働に関する研究を行った。生徒に困りや戸惑いを生じさ

せない指導の工夫・配慮を中心とした授業改善を，教科の

壁を越え，学校組織全体で進める仕組みの構築とともに，

生徒による授業評価の実施，特別活動の充実等による，生
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徒と共によりよい授業を創造する「学びに向かう集団」づ

くりの推進を図った。生徒が目標をもって主体的に学習

したり生活を改善したりしようとする「自己指導能力」を

身に付けていくことが今後の課題である。 

 

２ 生徒の実態 

 

 平成 28年度全国学力・学習状況調査〔生徒質問紙〕に

おける国東市内中学校第３学年生徒の回答結果によると，

「学校の授業などで，自分の考えを他の人に説明したり，

文章に書いたりすることは難しいと思いますか。」の設問

に対する肯定的回答の割合が全国平均の数値と比べて高

く，「話すこと」「書くこと」に自信がないことがうかがえ

る。 

また，生徒の現状を把握し，授業で実際に行う言語活動

の在り方を探る基礎データとするため，本校の第３学年

生徒 73 名を対象とした意識調査を平成 28 年７月に実施

した。英語学習への意欲・言語活動の４技能に対する意識，

学習中に守ってほしい学習規律，主体的に学習を進める

ための技能，協働的に学習課題を解決するための技能の

４つの設問内容を設定した。 

その調査結果（一部）は以下のとおりである。数値は肯

定的回答の割合である（「よくあてはまる」と「あてはま

る」の合計）。 

○ペアやグループで，友達と協力しながら学習してい

る…90％ 

○先生の説明や友達の発言をよく聞き，その内容をす

すんで理解しようとしている…86％ 

○授業の中で，友達のいろいろな考えを聞くのは楽し

い…85％ 

○授業中，先生や友達が話す英語を，注意をはらって，

聞き取っている…85％ 

○もっと英語の学習をしたいと思っている…78％ 

○英語の学習が好きである…75％ 

●英語を話すことは得意なほうである…38％ 

●英語を聞くことは得意なほうである…47％ 

●学校で使用する問題集や定期テストの問題を解くこ

とには，ある程度自信がある…52％ 

●英語を書くことは得意なほうである…56％ 

●英語を読むことは得意なほうである…59％ 

●授業では，間違いを恐れず，先生や友達と，すすん

で英語で話している…60％ 

４技能に対する意識の数値はいずれも低い結果となっ

た。特に「聞くこと」と「話すこと」の音声言語に苦手意

識がある。指導者が「基礎的・基本的事項の指導が最優先

であり，その定着が不十分な中で，生徒の実践的なコミュ

ニケーション能力の育成は成り立たない」といった考え

方に留まり，４技能をバランスよく育成することや，複数

の技能を有機的に関連付けた言語活動を組み込んだ授業

実践が十分でなかったことに起因していると考えられる。 

また，一方で否定的回答をした生徒は，もう一方でも否

定的回答をしているなど，主体性と協働性には相関関係

が見られた。英語の特質（語彙，連語，発音や語順の日本

語との違いなど）に抵抗感を感じている生徒が多い。 

 

３ 研究の方向性 

 

本研究は，「分かる授業づくり・発信する場づくり」を

更に進め，「思考・発信型」の言語活動の充実を図ること

により，主体的・協働的に学ぶ英語授業の在り方を追究す

ることを中心課題とする。そして，社会の中で生きて働く

知識・技能の習得並びに表現力の向上を目指すこととし

た。研究仮説を，「英語授業において，地域の魅力を生か

した教材や『生徒が使える』CAN-DO リストを取り入れ，

２技能以上を統合的に活用した『思考・発信型』の言語活

動を工夫することにより，生徒が主体的・協働的な学びを

積み重ね，生徒の学習意欲や協働する力，表現力が向上す

るであろう。」とし，目指す生徒像を「目標をもって学ぶ

習慣を身に付けることや，自己を見つめ，他との協働で自

分の考えを修正し，自ら伸びようとすること，自他の考え

や気持ちに気付き，その価値を互いに伝え合うことがで

きる生徒」と設定した。 

 

Ⅱ 研究内容 

 

１ 地域の魅力を生かした教材開発・単元設定 

 

本校は昨年度からコミュニティ・スクールに指定され

ており，校内外のさまざまな場面で学校・家庭・地域の連

携・協働が図られている。生徒たちは地域に愛着があり，

地域についてのアンケートでは，食べる・泊まる・遊ぶ・

体験・買う・観るなどに関する地域の魅力が数多く挙げら

れ，生徒が地域とよく触れ合えていることがうかがえる。

生徒には「自分の住む地域の魅力を，自分の考えや思いを

入れながら紹介する」「相手を意識して書いたり，話した

りする」といったことが英語を使ってできるようになっ

てほしい。そこで，地域の魅力を題材にして，生徒が言い

たいこと・書きたいことを英語で表現・発表する言語活動

を設定することとした。 

題材に関連する語彙・表現を重点的に扱うことで，それ



らが言語材料として定着し身に付いていくことが期待で

きる。資料１の言葉の一覧表はいずれも，思考・判断・表

現を助け，実社会や実生活につながる語彙である。作成に

あたっては，ユニバーサルデザインの視点から，生徒自身

が学習方法や内容を自己決定し授業でも家庭でも自律的

に学べるように，文字数の少ない順にした上でアルファ

ベット順で配列し，発音・アクセントを意識したカナ文字

表記とし，ICT の活用と併せた帯活動や授業時間内で方法

を体験した上での音読筆写により，これらの定着を図る

ことをねらった。なお，全学年の教科書で扱われているす

べての形容詞の中から，その意味が「建設的な／前向きの

／積極的な／行動力のある／能動的な」といった，いわゆ

る「ポジティブな評価」を表す語として抽出したものが

「ポジティブ形容詞」である。 

 

＜資料１―①＞ 施設・場所を表す言葉の一覧表 

 ※一部 

＜資料１―②＞ ポジティブ形容詞の一覧表 

 

 

資料２のモデル文カードは，地域の魅力を発信すると

きに使える表現例をまとめたものである。生徒が言いた

いこと・書きたいことを英語で表現・発表する上での，問

題解決や創作表現の支援やヒントとなる，学習の手本・ひ

な形という位置付けである。地域の魅力を説明できるこ

とに留まらず，自らの体験や感情などと結び付けながら

活用したり，相手を意識して表現したりできるように，疑

問文や命令文，そして主語の例として I, We, Youなども

提示している。 

 

 

資料３のワークシートは，「問いかけ→個人思考→ペア

トーク→グループワーク」の授業展開のもと，既習事項を

活用する表現活動を想定したものである。作成にあたっ

＜資料２＞ モデル文カード 



ては，問題解決や創作表現に必要な学習過程を自分で設

定したり，必要な情報を収集したりすることなどの主体

性の向上や，グループやクラスの友達のアイデアや意見

をしっかりと聞き対話を通して思考や表現を練り上げた

り，互いの共通点だけでなく相違点も認め多様な考えを

生かし合ったりすることなどの協働性の向上をねらいと

している。また，表現力の向上を図る工夫として，「トピ

ック選定→日本語メモ→英語メモ→英文作成」の４つの

ステップ，書く手順や典型的な文章構造の「見える化」な

どにより，効率的な原稿作成を促し，限られた時間の中で

「話すこと」の活動にも時間をかけられるようにしてい

る。 

 

単元のゴールを，言語材料の定着度を上げることと，地

域を誇りに思う意識を高めることとする。生徒の全作品

を，作品集の製本，学校行事での展示，学校ホームページ

での公開，国東市観光協会への提供という形で発信する。

地域の魅力を再認識させる教材は，生徒の積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする態度や表現力を育成する

上で適切な教材になると考える。 

 

２ 「生徒が使える」CAN-DO リストの作成・活用 

 

生徒は「英語ができる」「英語ができない」とよく言う

が，生徒個々人によって英語力の実像はさまざまである。

「分かる授業」づくりのためには，各単元・各単位時間で

の「めあて」「課題」の質的な向上が不可欠である。英語

授業においては，生徒の主体的な学びを促す「めあて」「課

題」「まとめ」「振り返り」を設定する上で，CAN-DO リス

トを効果的に活用する。 

根岸ら（2016）は，CAN-DOリストを，「①【言語を用い

て何ができるか（CAN-DO）】という観点に基づいて，②児

童生徒に求められる英語力を達成するための学習到達目

標を，③４技能別に【～することができる】という形で設

定し，④リスト化したもの」と定義付けしている。つまり，

「生徒が使える」ことが CAN-DOリストの存在価値と言え

る。 

投野（2016）は CAN-DO の効果的な活用法として，「①自 

己評価・②目標把握・③技能把握」の３つを挙げている。

CAN-DO を見て，①自分のできることを確認し，今までや

ってきたこと，これからやるべきことを見通し，②文法や

単語を学ぶだけでなく，それを身に付けたら何ができる

のかというゴールを明確化し，③自分の欠けている技能，

身に付けたい力をしっかりと知ることである。これらに

より，自分の英語力をセルフチェックさせ，学ぶスキルを

「見える化」し，自律的学習者を育てるということである。

CAN-DO リストの作成にあたっては，生徒に分かりやすく

具体的な姿が想像できるように，①Action（行動）：どう

いうことができるのか，②Condition（条件）：どのような 

＜資料３＞ 20秒 CMのナレーション原稿作成・発表用

のワークシート 

＜資料４＞ CAN-DO リスト３種 ※いずれも一部，平成 28年度版三省堂『NEW CROWN』CAN-DOリストをもとに作成 

（単元順）            （技能別）             （Project編） 



状況や場面で使うのか，③Criteria（基準）：どの程度で

きればよいのか，の３つの記述を明確に示すように留意

する（資料４）。生徒が使える CAN-DO リストにするため

には，生徒の実態に合わせて作る必要があり，今後も引き

続き改善を加えていく予定である。 

CAN-DOリストを活用した授業デザインでは，内容の理

解→言語材料の定着→自己表現という指導の流れを計画

する。単元末の自己表現活動として，ナレーションの原稿

作成・発表を設定する。実際の授業では，CAN-DO リスト

に基づいた指導と評価の一体化を図るため，単元全体や

毎単位時間の CAN-DOを授業の導入時に提示し，生徒と共

有する。既習事項を復習・活用して定着を図りながらも，

生徒自身が伸ばしたい技能を練習する時間を保障し，英

語を多く使う機会を設定する。ワークシートやパフォー 

 

マンステストで，生徒自身による学びの軌跡の把握と学

習意欲の向上を促し，単元を通してポートフォリオによ

る自己評価の時間を設定する。単元末では，授業で学んだ

ことをどこまで達成できるようになったか，自分の学び

の過程や積み重ねを，生徒自身が主体性・協働性の視点か

ら振り返る（資料５，資料６）。 

学習指導要領に基づき，目の前の生徒たちの現状を踏

まえた具体的な目標の設定や指導の在り方は，学校や教

員の裁量に基づく多様な創意工夫が前提とされているも

のの，CAN-DO リストを指導者相互で共有・活用すること

によって，生徒の学びの姿を想像しながら，指導者個人，

校内教科部会，そして地区全体で意図的，計画的，組織的

な授業改善が促進され，指導者にとっての利用価値もあ

ると言える（資料７）。 

 

＜資料６＞ 振り返りシートの例「学びのあと」 ＜資料５＞ 振り返りシートの例「MY PORTFOLIO」 

＜資料７＞ CAN-DO リストの共有により期待される効果 

「使える」CAN-DO リストの共有 
Learning・Teaching・Evaluation 

（学習・教授・評価） 

単元順 

 

技能別  

１年 ２年 ３年 

プロ

ジェ

クト 

型 

表
現 

話す ■ ■ ■ ■ 

書く ■ ■ ■ ■ 

理
解 

聞く ■ ■ ■ ■ 
読む ■ ■ ■ ■ 

Input → Intake → Output 

（４技能の総合的な指導・統合的な活用） 

１単元 「■」 
第１時 

「■」 

第２時 

「■」 

第３時 

「■」 

第４時 

「■」 

第５時 

「■」 

１プロジェクト 「■」 

 

 

↑     ↑     ↑ 

学習意欲

の向上 

外国語表

現の能力

の向上 

外国語理

解の能力

の向上 

↑     ↑     ↑ 

主体的・協働的な学び 
主体性 協働性 

目標 積極性 実行 対話 協力 練り上げ 

↑ 

「思考・発信型」の言語活動 

↑ 

 
自己評価 目標把握 技能把握 

↑ 

 
授業中の学習活動 

めあて 課題 まとめ 振り返り 

 

自律的学習者 

生徒 

 

↑ 

意図的・計画的・組織的な授業改善 

↑ 

生徒による授業評価 

指導者自身による点検 

↑ 

学習到達目標に準拠した評価 

評価方法の工夫改善 

↑ 

授業 

↑ 

教材開発・課題設定 

↑ 

教育課程構築 

単元デザイン・授業デザイン 

↑ 

実態把握・学習ニーズ分析 

指導と評価の一体化 

指導者 



 

Ⅲ 検証授業の実際と考察並びに生徒の変容 

 

１ 検証授業の概要 

 

「地域の魅力を発信しよう」という単元を設定し，本校

の第３学年２学級を対象に，全５時間で検証授業を行っ

た。 

本単元では，関係代名詞などの既習文法事項を定着さ

せることと，それらを活用しながら複数の技能を統合的

に使って課題解決ができることをねらいとした。 

本単元を通しての CAN-DO は「自分の住む地域の魅力に

ついて，メモをもとにまとまった紹介文を書いたり発表

したりすることができる」と設定した。 

更に，Today’s Menuとして毎単位時間の授業の流れを

板書に位置付けたり，使える学習モデル・ツールを複数時

にわたって掲示したりするなど，生徒の思考を促し，生徒

が思考の過程を整理し振り返ることができる板書の構造

化に努めた。 

 

２ 検証授業の実際 

 

第１時の主眼は「前置修飾・後置修飾の仕組みを，観光

などで必要となる簡単な指示や説明を読み取ることを通

して，理解することができる」と設定した。学習活動とし

ては，本単元の見通しをもち，CAN-DO リストで身に付け

るべき技能を理解し，写真と英文を組み合わせて「国東観

光案内カード」を完成することに取り組んだ。生徒は，国

東の魅力を伝える実際の写真に興味関心を示し，英文中

のキーワードや重要表現をとらえながら指示や説明を理

解することができていた。 

第２時の主眼は「観光案内の文章を，意味のまとまりを

意識して読むことを通して，その内容を理解し，要点をと

らえることができる」と設定した。学習活動としては，意

味のまとまりを意識した音読と読解に取り組み，自然な

区切り方を体感するとともに文章の構成について理解を

深め，要約文の空欄を埋めながら長い文章の概要をつか

むことに取り組んだ。長文読解に対して苦手意識がある

生徒から「文章の構造も意味内容も頭に入りやすくなっ

た」「長くてもすらすらと読めるようになった」「長文の要

点の理解が早くなった」といった反応があった。 

 第３時の主眼は「地域の魅力について，メモやモデル文

を活用することを通して，相手に伝えることを意識した

紹介文を作ることができる」と設定した。学習活動として

は，地域についてのアンケートの結果とモデル文を参考

に地域の魅力を紹介する英文を作り，ペアそしてグルー

プで共有することに取り組んだ。「伝えたいことが書ける

ようになった」「伝えたい内容が相手に伝わった」「語彙・

表現や文法をもっと身に付けたい」といった生徒の反応

があった。 

第４時の主眼は「地域の魅力について，友達と対話し，

協力し，練り上げることを通して，相手に伝えることを意

識した文章を作ることができる」と設定した。学習活動と

しては，グループ内で協力して地域の魅力を紹介するナ

レーション原稿を作り，グループ内での音読練習を通し

てよりよく伝わる伝え方を考えることに取り組んだ。生

徒は役割を分担し，原稿作成や練習方法に工夫を凝らし

ていた。グループ全員が「地域の魅力を伝えたい」という

思いをもち，学習した語彙・表現や前時の英作文を原稿に

盛り込みながら作品を完成させた。 

第５時（最終時）の主眼は「地域の魅力について，発表

資料を英語で作成した上で，聞き手に分かりやすく伝え

る工夫をしながら発表することができる」と設定した。学

習活動としては，グループ全員で協力して前時に作成し

た原稿を更に練り上げ，ALTの前で 20秒 CMのナレーショ

ンとして発表し，本単元の自分の学びを振り返りこれか

らの自分の英語学習について考えることに取り組んだ。

終末には，「英語学習における主体性・協働性」に関する

意識調査第２回を行った。設問は第１回（７月実施）と同

一である。自分たちの力で完成させた英文を ALT に理解

してもらえたことや，ALTから作品や発表についてのアド

バイスをもらったことで，コミュニケーションへの関心・

意欲・態度が向上し，「伝えたいことが英語を使って表現

できるようになった」という達成感を味わっている生徒

の姿が見られた。 

 

３ 考察 

 

(1) 成果 

成果の１点目として挙げたいのが，学習意欲の向上が

見られたことである。ポートフォリオは，生徒自身の学び

の過程と成果そのものであり，それを周囲に伝えるため

の自己作品集でもある。生徒は，毎単位時間の終末にシー

ト類をクリアファイルに保存し，MY PORTFOLIO への記入

を通して本時の振り返りをする。コメントによるフィー

ドバックを行い，次時で使うシート類を挿入する。これを

毎時継続して取り組んだことで，生徒が学びの積み重ね

を感じていったと考えられる。毎時間の振り返りでは，用

意されたキーワードを自由に使いながら，授業で感じた

こと，気付いたこと，頑張ったこと，更に学びたくなった



ことなどを書くよう求めた。生徒の記述からは，地域の魅

力を再発見したという気付き，「もっと知りたい」「知った

ことを発信したい」「自分の言葉で伝えたい」など，主体

的・協働的な学びや深い学びが実現した様子が見受けら

れた（資料８，資料９）。 

 

＜資料８＞ 毎単位時間の生徒の振り返り 

 

時 生徒Ａの記述 生徒Ｂの記述 

1 わたしは長文問題が苦手なの

で，今日先生が言ったことをこ

れから意識して頑張ろうと思い

ます。 

自分で考えるだけではなく，友達

の意見を聞くことで，考えが広が

りました。 

2 長文問題が苦手なわたしでも

できたので少し自信がつきまし

た。 

長文読解は難しいけれど，チャン

クで分かりやすかったです。 

3 自分の知っている文法で地域

のことを書けたのでうれしかっ

たです。 

単語やポジティブ形容詞がたくさ

ん頭に入っているので，とてもす

らすら書けて楽しかったです。 

4 どうやったらみんなが注目して

くれるかをよく考えて，班のみ

んなで活動できたのでよかっ

たです。 

同じ場所を紹介している友達が

何人もいたので，多かった場所を

書くことにしました。あと少しで

す！ 

5 自分で地域のことを調べて英

語で書くということを初めてし

たので，難しかったけれど，ま

だ自分の知らない地域のこと

が知れたのでよかったです。 

ついに完成しました！みんなの

考えが詰まった CMです。少しず

つ重ねていったので，そんなに難

しくありませんでした。 

 

＜資料９＞ 単元全時間を終えての生徒の振り返り 

 
○５回の授業を通して感じたこと，気付いたこと，頑張ったこと，更に学びたくな

ったことなどを書きましょう。 

 

・自分の書きたい英文を頑張って書くようにしました。分からないところは友達

に聞いて協力することができました。 

 

・班の学習やペア学習もあり，分からないところも自分から積極的に聞けるよう

になったし，友達の考え方もたくさん知れました。授業を通して更に国東のよさ

も知ることができました。 

 

・文を班で作って，みんなで読むことは楽しかったです。自分とはちがった文法

を使ったり，みんなで助け合ったりすることができたと思います。自分の住んで

いる町のことを英語にすることができて，うれしいです。 

 

・自分たちの住んでいる安岐町の魅力を発信しようという活動で，この活動をし

たことで，安岐町がこんなに素晴らしいところなんだと感じました。だから，自分

の住んでいる安岐町を自慢できるように，安岐町のことをもっと知りたいです。 

 

・自分は，いろいろな施設・場所の単語が載っているプリント（WORD BANK）が

とてもよかったです。表現の幅も広がるし，書けるものが増えたのがうれしかっ

たです。国東の魅力も再発見することができました。 

 

・自分たちで考えて，それを班で出し合って原稿にするのは難しかったけれど，

20秒で読めた瞬間はとてもうれしかったです。自分自身の自己表現が苦手だ

ったけれど，今回はちゃんと意見を言うことができて本当によかったと思いま

す。 

 

・みんなの役に立てるように，進んで英文を考えることに頑張りました。知らな

かった単語も覚えることができたのでよかったです。 

 

・国東市の魅力を５時間で伝えられるようになるなんて無理だろうなと思ってい

たけれど，辞書やモデル文カードなどを使ったら 30分くらいで１つの紹介が書

けたのでびっくりした。 

 

・この５回の授業を通して，英語を通じて国東のよいところ，食べ物，文化を知

ることができたと思います。外国人の観光客を増やすために工夫できることを

日ごろから考えていきたいです。 

 

２点目は，英語学習への苦手意識の克服や今後の英語

学習への決意が見られたことである。外国語表現の能力

が以前より身に付いてきたことを実感している生徒，表

現力を更に身に付けることでコミュニケーションへの関

心・意欲・態度を高めていきたいという生徒，基礎・基本

の定着や家庭学習の習慣化など，平素の英語学習を改善

したいと決意を新たにしている生徒が多くいた（資料 10）。 

 

 

 

○今後の英語学習への決意や，今後英語でできるようになりたいことを書き

ましょう。 

 

・まだまだ知らない単語などもたくさんあるので勉強していきたいです。外国

の人と国の文化のことなどを一緒に話せるようになりたいです。 

 

・恥ずかしがらずに話せるようになりたい。 

 

・身近にある，目に入った英単語をすぐ読めるようになりたいです。 

 

・今後の授業では自分から積極的に発表し，自分の力で英語を話せるように

なれればいいと思う。 

 

・僕は，もっと読む力がよくなればいいなと思っています。もっと，発音や明瞭

さをよくしていくように努力していきたいです。 

 

・自分の考えていることを，自由に英文にできるようになってみたいです。 

 

・わたしはリスニングとライティングがまだ不十分なので，もっとたくさん英語

にふれて，苦手をなくしていきたいです。 

 

・今後は，会話の時に相手の話していることをしっかり聞き取れるようになっ

て，自分の伝えたいことも伝えられる，コミュニケーション能力を強くしていき

たいです。 

 

・まだ知らない単語がたくさんあるので，毎日 10 words 新しい単語を覚え，

外国人の方とたくさん交流したいと思っています。 

 

・ポジティブ形容詞など，相手や自分を明るくさせる言葉を使っていきたいで

す。 

 

 

３点目は，生徒の言語活動がより自然になり，実践に近

いものになり，文法中心でなく内容中心の言語活動にな

ったことである。授業において，コミュニケーションを行

う目的・場面・状況等に応じた，必然性のある言語活動を

効果的に設計することの重要性を再認識した。検証授業

期間後，生徒の全作品を受け取ってくださった国東市観

光協会の職員の方々から，感想の手紙や英語によるアド

バイスカードをいただいたことは，生徒へのフィードバ

ックとしてありがたかった。 

４点目は，語彙指導，語順指導等を加えながら，「１つ

の文を正確に書く活動」と「つながりのある複数の文で自

分の考えを書く活動」を段階的に行うことにより，生徒自

身が伸ばしたい技能を意識しながら，間違いを恐れず学

習活動に取り組むことができるようになったことである

（資料 11，資料 12）。 

＜資料 10＞ 単元全時間を終えての生徒の振り返り 



＜資料 11＞ ３行英作文 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料 12＞ グループワークによるナレーション原稿 

 

 

 

 
 

 
 

また，導入（Opening）→本体（Body）→結論（Closing）

の文章構造を踏まえつつ，以下のような表現の工夫をし

ていた。 

・読み手（聞き手）を惹き付ける Openingにする 

・文頭に First/Second を置き順序立てて考えを述べる 

・文頭に Because を置き根拠を示す 

・ポジティブ形容詞を複数使って強調する 

・for example/and so onを使って例を挙げる 

・I, We, Youなどを使って提案したり自分の考えや体

験と関連付けたりする 

・文頭に So を置き結論を述べる 

・一つの事柄について魅力をたくさん紹介する 

・多くの事柄について一番の魅力を一つずつ紹介する 

生徒の作品からは，観光客に地域の魅力やおすすめを

紹介するには，そのものや場所の位置・名前・特徴を伝え

ると親切であり興味をもってくれること，名詞の前や be

動詞の後にポジティブ形容詞を置くと更に効果的である

ことなどの気付きが見られた。生徒たちの「伝えたい情報」

に生徒たち自身がかなりの時間関わり，頭を悩ませ，工夫

したかがよく分かる作品が完成した。 

 

(2) 課題 

知識・技能の更なる定着・発展につなげるためには，単

元を通して言語材料を使いこなせるようになったかどう

かを見取る（評価する）必要がある。本単元の場合，前置

修飾・後置修飾の仕組みの定着度を，具体的にどの学習活

動から見取るかということを明確に示していなかったた

め，生徒たちに修飾する言葉が使いこなせるようになっ

たという実感があったかどうかをとらえられなかった。

修飾する言葉を用いるべき言語材料として毎時間確認す

るべきだった。 

 学習形態については，本検証授業ではグループワーク

の際各学級６～７名の生活班を採用したが，人数が多く

なるとどうしても主体的に関わろうとしない生徒が出て

きた。当事者意識をより高めるための改善策としては，一

班の人数は３～４人にする，ジャンルを一人一人の生徒

に割り当てて紹介文を考えさせる，共通のおすすめスポ

ットごとに集まるといったことが挙げられる。「より話し

やすくなり，一人一人の意見が大事にされる」ことを保障

したい。日常的に，単元（本時）のねらいの達成のために

適した学習形態を取り入れることが必要である。 

 

４ 検証授業後の生徒の変容 

 

(1) 達成度の自己評価並びに振り返り 



毎単位時間の CAN-DOの達成度の自己評価，CAN-DO を効

果的に活用することができたかどうかの振り返り，主体

的・協働的な学びの振り返り，いずれも達成度が高かった。

検証授業を通して，目標をもって自ら進んで取り組む力

や習慣，友達と協力する力，自分の考えや気持ちを表現し

たり互いに伝え合ったりする力が身に付いてきたことが

うかがえる（資料 13）。 

 

(2) 第２回実態調査の結果（第１回結果との比較） 

第１回と第２回双方の調査結果を資料 14に示す。レー

ダーチャートのデータは，73 名を母数とする，肯定的回

答の回答者数の推移を表している。設問内容Ａ群では多

くの設問で増加した。とりわけ，第１回調査の全設問の中

で最も少なかった「聞くこと」「話すこと」の回答者数が 

＜資料 14＞ 実態調査の設問内容と結果の推移 

 
○このアンケートは，これまでの自分の英語学習を振り返り，今後の自分の

英語学習について考えるためのものです。自分の気持ちに最も近いもの

を選んで，数字で答えましょう。成績とは一切関係ありません。 

《 ４＝よくあてはまる   ３＝あてはまる 

２＝あまりあてはまらない  １＝まったくあてはまらない 》 

設
問
内
容
群 

設
問
番
号 

設問 

第
１
回
７
月 

第
２
回
１
１
月 

Ａ 

英
語
学
習
へ
の
意
欲
・
言
語
活
動
の
４
技
能
に
対
す
る

意
識 

1 あなたは，英語の学習が好きですか。 55 50 

2 

将来，外国の人たちと英語で会話したり，英

語のホームページを読んだり，英語でメール

を書いて送信したいと思っていますか。 

44 46 

7 
海外のいろいろな国のことを，もっと知りた

いと思っていますか。 
61 64 

26 

これまでの授業の全体をふり返って，自分と

しては熱心に英語学習に取り組んでいます

か。 

59 65 

27 
あなたは，もっと英語の学習をしたいと思っ

ていますか。 
57 61 

3 英語を聞くことは得意なほうですか。 34 57 

4 英語を話すことは得意なほうですか。 28 45 

5 英語を読むことは得意なほうですか。 43 57 

6 英語を書くことは得意なほうですか。 41 48 

Ｂ 

学
習
中
に
守
っ
て
ほ
し
い
学
習
規

律 

8 
英語の授業のノートは，自分なりに工夫して

書けていますか。 
47 50 

9 
先生の説明や友達の発言をよく聞き，その

内容をすすんで理解しようとしていますか。 
63 66 

10 
教科書を使った学習に，積極的に取り組ん

でいますか。 
63 65 

11 
家庭で，英語の授業の予習や復習に取り組

んでいますか。 
47 48 

12 
先生から出された宿題や課題をしています

か。 
67 66 

Ｃ 

主
体
的
に
学
習
を
進
め
る
た
め
の
技
能 

13 
１時間の授業で学習すること（めあて）を毎

回理解していますか。 
62 68 

14 
授業中，先生や友達が話す英語を，注意を

はらって，聞き取っていますか。 
62 65 

15 
授業中，積極的に発音練習や音読をしてい

ますか。 
57 63 

16 
ペアやグループでの活動のときに，自分の

考えや意見を積極的に出せていますか。 
54 56 

17 
学んだ語句や表現を積極的に使って，自分

の考えなどを英語で書こうとしていますか。 
51 55 

18 

知らない語句や表現があっても，自分で意

味を推測するなどして理解しようとしていま

すか。 

54 55 

19 

どうしても思い出せない英語の語句や表現

があれば，必要に応じて辞書などを使って

調べるようにしていますか。 

57 60 

20 

学校で使用する問題集や定期テストの問題

を解くことには，ある程度自信があります

か。 

38 46 

21 
１時間の授業で学習した大切なところ（まと

め）を理解していますか。 
60 61 

Ｄ 

協
働
的
に
学
習
課
題
を

解
決
す
る
た
め
の
技
能 

22 
授業では，間違いを恐れず，先生や友達と，

すすんで英語で話していますか。 
44 45 

23 
授業の中で，友達のいろいろな考えを聞くの

は楽しいですか。 
62 63 

24 
ペアやグループで，友達と協力しながら学習

していますか。 
66 67 

25 
分からないところや疑問点があったら，先生

や友達にたずねていますか。 
59 55 

※データは肯定的回答の回答者数 

（「よくあてはまる」＋「あてはまる」） 

＜資料 13＞ 生徒による達成度の自己評価並びに 

振り返りの集計結果 
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大幅に増加した。４技能が次第に身に付いてきたととら

えている生徒が多くなったことは注目に値する。 

設問内容Ｃ・Ｄ群における肯定的回答の回答者数の増

加は，まとめの作品づくりや発表の機会と場が設定され

たことにより互いの頑張りを認め合えたこと，実践的コ

ミュニケーションの場としての書くこと・話すことが実

現したこと，自分が言いたいこと・書きたいことを英語で

表現・発表することができたこと，つまり，「教室の雰囲

気が支持的で，教室が安心して挑戦できる場である」と生

徒が実感したことを示していると考えられる。 

資料 15の散布図のデータは，設問内容Ｃ群とＤ群にお

ける各回答者の回答の合計である。Ａ群とＢ群，Ｂ群とＣ

群，Ｃ群とＤ群のいずれのクロス集計においても，概ね正

の相関関係が見られる。また，推移としてはいずれも，全

体的に少しずつより右肩寄りに上がっている。主体性と

協働性は，互いに補完し合っていることがうかがえる。 

Slow Learnerである生徒Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚの数値を追跡

すると，いずれの集計でも複数の生徒に意識の向上が見

られることが分かる。各生徒の振り返りシートの文面と

併せてみるとそのことが裏付けられる。変容が大きくは

見られなかった他の生徒については，その要因を注意深

く見直したい。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 

１ 成果 

 

(1) 地域の魅力を生かした教材開発・単元設定による生

徒の変容 

身近な題材を教材に取り入れる工夫として，国東市観

光 PR動画を本単元の導入時に視聴させたり，国東市観光

ガイドブックを全生徒に１冊ずつ用意し，それを活用す

る家庭学習に取り組ませたりした。生徒はいわゆる「本物」

の題材，「プロの技」に触れ，観光客や案内役の立場を擬

似体験することにより，地域の魅力を再認識し，自分の住

む地域をより誇りに思うようになったり，よりよく伝わ

る伝え方に気付いたりしていった。これらの工夫は，生徒

にとって主体的・協働的な学びを促す契機となったと考

える。 

生徒は学びの過程において，英語の特質からくる難し

さや，日本語でも英語でも感じる難しさ（方法が分からな

い，表現しにくい，どう工夫すれば相手に伝わるかなど）

を感じる場面があったことが推測される。しかし，検証授

業中の学習活動の観察，生徒の振り返りコメント，作品な

どからは，生徒一人一人の「できるようになりたい」「伝

えたい」という学習意欲・表現意欲の向上，つまずきの軽

減，表現の質の向上，表現の量の増加が見受けられた。２

技能以上を統合的に活用することにより，創造性，多様性，

発信力のある表現が多く生まれた。「相手意識」「目的意識」

のあるメッセージの受信・発信となるような活動を仕組

むことにより，学んだことを活用する表現活動が実現し

た。自分の住む地域の魅力という生徒に身近な題材の教

材化により，充実感，自己有能感，一体感といった「手応

え感覚」が生徒に生まれ，主体的・協働的な学びが実現し

たと言える。 

 

(2) 「生徒が使える」CAN-DO リストの作成・活用による

生徒の変容 

（＜資料 14＞のレーダーチャート）         

 ※点線は第１回７月，実線は第２回 11月 
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＜資料 15＞ クロス集計結果の推移         

 ※左の図は第１回７月，右の図は第２回 11月 
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CAN-DO リストを活用した授業において２技能以上を統

合した言語活動の充実を図るため，指導者と生徒が学習

到達目標を共有し，目標に対する自己評価を行うことが，

生徒の学習意欲や英語学習の達成感を継続的に高める有

効な手立てとなった。指導者が指導したい内容と生徒の

学びたい内容が一致することで，「～ができるようになる

ことを目指す」といった自覚が生徒に生まれ，自律的学習

者として，進んで英語を学ぶ態度が身に付くとともに，英

語を使って「～できるようになった」という達成感も得ら

れていた。 

指導と評価の一体化の観点から，CAN-DO リストとポー

トフォリオ評価を連動させたことも有効であったと考え

る。生徒にポートフォリオ作りの意義を説明し，ポートフ

ォリオが役立つという実感がもてる機会を作ることで，

生徒は自分のポートフォリオに愛着をもっていた。どの

ような作品があれば学習の様子が見えてくるか，またそ

の作品をどのようにすれば残せるかを工夫することで，

ポートフォリオに蓄積された資料から，生徒が学習を自

律的に進めている様子や知識・技能の定着度が見えてき

た。授業デザインの中で生徒自身による編集のための時

間を確保しておくこと，一つの単元を通してポートフォ

リオを用いることも大切である。生徒に「自分がしたこと

の中で，一番いいなと思うところはどこ？」，「比べてみる

とどんな違いに気付くかな？」といった問いかけをし，そ

の上で，キーワードや論点を板書で整理したり，生徒相互

にポートフォリオの見せ合いをさせたりすると更に効果

的であろう。 

 

２ 課題 

 

(1) 地域の魅力を生かした教材開発・単元設定について 

地域の教育資源（人・もの・こと）の活用や「隠れたカ

リキュラム」（言語・美化・学習・生活環境，地域情報等）

の実践にあたっては，教科間連携が効果的であり，外国語

以外の教科でも生徒の思考力・判断力・表現力や主体性・

協働性を伸ばす学習活動を設定することが可能である。

そこでは，教科を超えた学びが成り立ち，生徒の思考が深

まっていく。無理をして外国語科（一つの教科）で全て引

き受けないで，他教科あるいは教科外の学習活動と連携

していくことも大切である。その際外国語科（一つの教科）

でできることは何かをよく考える必要がある。 

また，生徒の実態や地域性に応じて，学年ごとの目標を

適切に定め，３学年間を通して，英語を理解し，英語で表

現できる実践的な運用能力を養うことの重要性を踏まえ，

教科書本文の活用，主体性・協働性の向上をねらいとした

学習モデル並びに表現力の向上をねらいとした学習ツー

ルの開発・活用等，汎用性について考える必要がある。 

 

(2) 「生徒が使える」CAN-DO リストの作成・活用につい 

 て 

「思考・発信型」の言語活動を工夫するにあたり，社会

の中で生きて働く知識・技能はどの程度習得できるのか

を追究し，見取る必要がある。生徒は評価規準を自覚して

いるか，評価規準は CAN-DO リストに合わせたものにな

っているか，評価の優先順位は明確になっているかなど

を確認する必要がある。評価場面と評価方法を想定し，４

技能それぞれの評価規準と判断基準，技能統合型の単元

における評価規準と判断基準を CAN-DOリストと連動させ

ることによって，より客観的に定着度を見取ることが重

要である。 

思考力・判断力・表現力の育成を掲げながらも，その進

捗状況や伸びが明確にならないのは，「何を使って，どこ

までできるとよいのか」という指導者の見解も統一され

ていないことも考えられるのではないだろうか。学習到

達目標を作成するためには，生徒の「つまずきを減らす」

ことと「内発的興味を引き出す」ことを念頭に置きながら，

指導者が相互に単元観，生徒観，そして指導観を交流しな

ければならない。その作業は共通認識，共通理解という点

で意義があると考える。 

 

Ⅴ 今後の方向性 

 

生徒たちが，身近な地域を含めた社会とのつながりの

中で学び，自らの人生や社会をよりよく変えていくこと

ができるという実感をもつことは，困難を乗り越え，未来

に向けて進む希望と力を与えることにつながるものであ

る。各教科等の教育内容を相互の関係でとらえ，学校の教

育目標を踏まえた教科横断的な視点で，その目標の達成

に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと，そし

て，地域と学校の連携・協働，地域の教育資源の活用や社

会教育との連携など，地域全体で未来を担う生徒たちの

成長を支えていく活動を想定した教育課程を編成し，そ

れを実施・評価し改善していくことが，生徒の主体的・協

働的な学びを促す視点からも重要と考える。 

 また，CAN-DO リストを生徒も指導者もより効果的に活

用するために，単元デザインや授業デザインの作成にあ

たっては，①全体目標を立てる（自分が授業を行うにあた

って考えていくことを書く），②生徒にどのように変容し

てほしいかを技能別（領域別）に書く，③そのためには授

業中（外）にどのような活動を行ったらいいのかを書く，



というように構想していくことが重要と考える。活動前・

活動中・活動後の生徒のあるべき姿を想像しながら，社会

の中で生きて働く知識・技能の定着を図るという視点か

ら，CAN-DOリストを更に練り上げていきたい。 

 

Ⅵ 還元計画 

 

今後は，本研究の研究成果並びに以下の成果物を，校内

研究会，くにさき地区教育研究会・教育課程研究協議会，

くにさき地区中学校外国語教育研究部会，近隣小・中学校

へ提示・提供することにより還元する予定である。 

・学んだことを活用する表現活動や複数の技能を統合

的に使って課題解決に取り組む学習活動のポイント

と具体例 

・地域の魅力を生かした教材活用のポイントと具体例 

・「英語を使って何ができるようになるか」を示した

CAN-DOリスト（単元順・技能別・Project 編） 

・指導と評価の一体化を目指した，生徒が使える CAN-

DOリストと関連付けたパフォーマンス評価・ポート

フォリオ評価のポイントと具体例 

また，くにさき地区中学校外国語教育研究部会では，本

年度改訂の教科書の構成に基づいて研究チームを編成し，

授業改善や教材開発に取り組んでいる。「思考・発信型」

の言語活動の充実を図るため，その取組内容を共有し，主

体的・協働的に学ぶ英語授業の在り方を部会員全員で更

に追究したい。 

 

おわりに 

 

「暗記・再生型から思考・発信型へ」「一方的に指導者

が教え込む一斉画一的授業から，考えをまとめ，話し合い，

伝える授業へ」の授業の質的転換はすなわち，指導の発想

の転換である。基礎から発展へという学習の順序性にこ

だわるのではなく，発展的な活動をする中で基礎の大切

さに気付いて学んでいくといった柔軟性をもつ。言葉の

伝える中身を大切にし，「何ができるようになるか」と「何

について学ぶか」を意識した指導をする。実際の言語使用

では，形式（単語，文法事項等）ではなく意味（内容）が

先に来るのが自然な流れであるということを踏まえた上

で言語活動の充実を図る。その必要性と重要性を，本研究

を通してあらためて認識することができた。 

身近な話題から社会や世界，他者との関わりの中で幅

広い話題までを取り上げ，外国語で情報や考えなどを的

確に理解したり適切に伝え合ったりすることが求められ

ていくことから，長期にわたり継続して自律的に学ぶ力

を養うことが大切である。まずは自分の得意分野，専門分

野，話したい内容をもつことである。次に，自分の人生に

とって，自分の仕事にとって，どのような英語が必要かを

見極めることである。その上で，自分なりの英語学習の目

的を設定し，自分にとって適切な学習方法を自分自身で

見つけ出すことが効果的である。 

生徒には，英語を学ぶ楽しさ，英語を使える喜び，英語

が通じる喜びを味わってほしい。自律的学習者として，常

に新たな出会いを求め，自らの進む道を切り拓いていっ

てほしい。そして，主体的・協働的な学びを通して「対話

の中で学び合い，考えを深め伝え合い，未来を見つめる若

者」になっていってほしいと願っている。 
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