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研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 

教科名 外国語（英語） 

研究課題 

新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とす

る生徒の学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究 

○４技能の総合的なコミュニケーション能力を育成するための「CAN-DO リスト」の形

での学習到達目標の設定及び指導方法と学習評価における活用方法に関する研究 
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所在地（電話番号） 〒085-0051  北海道釧路市光陽町 24 番 17 号（0154-22-7987） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.k-konan.hokkaido-c.ed.jp/ 

研究のキーワード  

CAN-DO リスト（学習到達目標），「外国語表現の能力」の評価，４技能の総合的な言語活動，生徒 

の主体的な学び 

研究成果のポイント 

・「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標の活用による指導方法及び学習評価の改善 

・パフォーマンステストにおける「外国語表現の能力」の変容     

・外部試験における「外国語表現の能力」の客観的数値の向上  

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ・Ⅱ」における４技能の総合的なコミュ

ニケーション能力を育成するための「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標の設定及び指導と評

価における活用方法に関する研究 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校では，「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標を既に設定しているが，年間指導計画や

単元計画への反映，設定した各学習到達目標の達成状況の把握（達成度を把握するための評価

方法や評価時期）など，作成した「CAN-DO リスト」の活用に課題がある。 

こうした現状を踏まえ，「CAN-DO リスト」の効果的な活用を通して授業における言語活動の

充実を図り，生徒の学習意欲を向上させるとともに，４技能の総合的なコミュニケーション能

力を育成するための指導方法及び評価方法の工夫・改善を図る必要がある。  

 

（３）研究体制 

・本校全体で取り組む「学力の向上，主体的な学びの育成」の取組の一環として，外国語に関

する科目のうち，「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ・Ⅱ」において本研

究を行う。 

・12 名の教員からなる外国語科が中心となって本研究を推進する。 

・本校で実施する研修会や研究協議会等において，外部からの参加者を積極的に受け入れる

ことにより，本校の取組の成果普及を図る。 

・授業公開の実施などにより，定期的に指導主事等から指導助言を得る機会を設定する。 

・研究１年目は第１学年における「コミュニケーション英語Ⅰ」及び「英語表現Ⅰ」，２年

目は第２学年における「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅱ」を中心に研究を

進める。 

 

 

 



（４）２年間の主な取組 
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○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標に基づく年間指導計画の作成 

 ・担当者が指導方法及び評価方法について共通理解を図り，年間指導計画を修正 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・E メールに返信する形式の問題など 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・「学校生活や友人」というテーマでのインタビューテストなど 

○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標に基づく生徒の意識調査の実施 

 ・学習到達目標に沿って，生徒の英語学習に対する意識の把握及び分析 

○ 平成２６年度第１回教育課程研究指定校事業研究協議会の開催 

・「コミュニケーション英語Ⅰ」及び「英語表現Ⅰ」の授業公開 

・研究内容及びこれまでの成果・課題についての報告 

・文部科学省の担当調査官による研究内容及び今後の方向性についての助言 

○ エッセイ・ライティングの指導と GTEC for STUDENTS の実施 

・「CAN-DO リスト」に基づき，「主張→理由や具体例→結論」の構成を用いてエッ

セイを書く指導を行った上で，その評価として GTEC for STUDENTS を実施   

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・二項対立型の話題について， 自分の意見をその理由とともに主張する問題など 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

 ・「自分の住む町」等を題材としたテーマでのインタビューテストなど 

○ GTEC for STUDENTS の結果分析及び各生徒への学習方法に関する指導 

○ 年間指導計画及び評価計画に基づく前期評価の実施 

○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標に基づく生徒の意識調査の実施 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・イラスト内容を描写する問題や，環境についてのエッセイ・ライティングなど 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・ホテルの予約や航空券の購入場面を想定したロールプレイなど 

○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標に基づく生徒の意識調査の実施 

○ GTEC for STUDENTS の実施 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・論理的な主張を展開することを目的として，「都会と田舎のどちらに住みたいか」

に関するエッセイ・ライティングなど 

○ 平成 26 年度第２回教育課程研究指定校事業研究協議会の開催 

・「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業公開 

・研究内容及びこれまでの成果・課題についての報告 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・自らの生き方・在り方をテーマとするインタビューテストなど 

○ 年間指導計画及び評価計画に基づく後期評価の実施 
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○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標の改善 

○ スピーキングテスト作成チームの発足 

・「CAN-DO リスト」に基づく３年間の段階的なスピーキングテストの実施内容・

方法及び評価の在り方に関する検討と共通理解 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・初見で読んだ英文を要約する問題や，グラフから情報を読み取り，その内容を説

明する問題など 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・イラストの場面や人物の動作を描写し，その内容について自分の意見を述べる

スピーキングテストなど 
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３月 

○ 平成 27 年度第１回教育課程研究指定校事業研究協議会の開催 

・「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅱ」の授業公開 

・研究内容及びこれまでの成果と課題について報告 

・東京外国語大学大学院総合国際学研究院 根岸 雅史 教授による講演 

○ GTEC for STUDENTS の実施 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・英文やグラフが示す内容について自分の意見や考えを記述する問題など 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・読んだ英文の内容について自分の意見や考えを述べるスピーキングテストなど 

○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標に基づく生徒の意識調査の実施 

○ 年間指導計画及び評価計画に基づく前期評価の実施 

○ 「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫 

・「高校生の授業規律」や「SNS の利用」などをテーマに，自分の意見や考えを記

述する問題など 

○ 「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施 

・読んだ英文の内容について自分の意見や考えを述べるスピーキングテストなど 

○ 平成 27 年度第２回教育課程研究指定校事業研究協議会の開催 

・「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅱ」の授業公開 

・研究内容及びこれまでの成果・課題の報告 

・文部科学省の担当調査官による２年間の研究の総括についての助言 

○「書くこと」の能力を適切に評価する定期考査の工夫（９月と同様） 

○「話すこと」の能力を適切に評価するパフォーマンステストの実施（９月と同様） 

○年間指導計画及び評価計画に基づく後期評価の実施 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア 「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標を踏まえた指導方法の研究 

イ 「話すこと」及び「書くこと」における「外国語表現の能力」を適切に把握する評価方法の

研究 

ウ ４技能の総合的な言語活動を充実させ，生徒の主体的な学びを促進する「CAN-DO リスト」

の在り方の研究 

（２）具体的な研究活動 

ア 「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標を踏まえた指導方法の研究について 

(a) 「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標を年間指導計画へ反映させること。  

(b) 「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅱ」を中心として，「CAN-DO リスト」

を効果的に活用した授業を実践すること。 

(c) ワークシート等の教材や指導方法を同一科目担当者で共有し，統一化を図ること。 

(d) 授業公開及び研究協議会等を通じて実践報告を行い，研究成果の普及に努めること。 

イ 「話すこと」及び「書くこと」における「外国語表現の能力」を適切に把握する評価方法の

研究について 

(a) 「話すこと」の能力を適切に評価するために，スピーキングテストを３年間通して系統的

に実施すること（昨年度に引き続き，同一生徒を映像に記録することで質的変容を把握）。 

(b) 「書くこと」の能力を適切に評価するための妥当性のある定期考査を実施すること。 

ウ ４技能の総合的な言語活動を充実させ，生徒の主体的な学びを促進する「CAN-DO リスト」

の在り方の研究について 

(a) 授業評価や意識調査を活用した生徒の英語学習に対する意識の変容の把握及び分析を

行うこと。 

(b) GTEC for STUDENTS 等の外部試験等の結果を分析し，これまでの取組を検証すること。 

(c) 「CAN-DO リスト」の活用における課題を整理し，生徒の言語活動を充実させるととも

に，教員の評価方法の改善につながるよう，次年度に向けた修正を行うこと。 



３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ 「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標を反映した年間指導計画（シラバス）を作成 

し，生徒に周知することができた。 

○ 「CAN-DO リスト」の効果的な活用を通して，４技能のバランスがとれたコミュニケーション 

能力を育成する授業を実践することができた。 

○ 各科目の担当者間で，教材や具体的な指導方法について共通理解を図ることができた。 

○ 「外国語表現の能力」を育成するライティング活動を実施するとともに，定期考査において

「書くこと」の能力を測る問題の工夫改善に努めた。併せて，パフォーマンステストを実施し，

「書くこと」の能力を適切に評価することができた。 

・聞いたり読んだりした内容を要約して文章を書くこと。 

・イラストや写真の内容を文章で描写すること。 

・学んだことや経験したことなどに基づき，自分の考えを簡潔に文章で表現すること。 

 ・自分の意見を論理的に整理し，エッセイの形でまとめること。 

○ 「話すこと」による「外国語表現の能力」を育成するスピーキング活動を実施するとともに， 

その成果をパフォーマンステストによって適切に評価することができた。 

・聞いたり読んだりした内容について口頭で情報を交換すること。 

・イラストや写真の内容を口頭で描写すること。 

・学んだことや経験したことなどに基づき，自分の考えについて意見交換をすること。 

・ロールプレイの形で，与えられた場面に応じた会話を展開すること。 

○ 生徒のスピーキング活動をビデオで記録し，その変容を把握することができた。 

○ 外部試験の結果から，「書くこと」の能力が伸びていることが明らかになった。また，２年間の

研究期間において，上位層の割合が大幅に増加するとともに，下位層の割合が減少した。 

「書くこと」 〈GTEC for STUDENTS（ベネッセコーポレーション）の結果から〉  

年 度 
2015 

（研究2年目） 
2014 

（研究１年目） 
2013 2012 2011 

実施学年・月 第２学年７月 

受検人数 240 241 238 240 277 

グレード４以上の割合 88.7% 70.2% 63.0% 68.0% 68.2% 

グレード３の割合 6.3% 15.4% 26.5% 25.8% 19.9% 

グレード２以下の割合 5.0% 14.5% 10.5% 6.2% 11.9% 
 

 

（２） 課題 

○ 「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標が，教科書の内容を扱う学習や評価に直接結び付か 

ないものもあることから，実際の学習に即したより具体的な目標となるよう継続的な工夫改善 

に努める必要がある。 

○ 「CAN-DO リスト」に基づいた言語活動を行うためには，教科書に含まれている活動だけでは不

十分であるため，教科書の英文を活用したオリジナルのタスクを準備したり，関連する他教材を用

いたりするなどの工夫を継続する必要がある。 

○ 「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」と「英語表現Ⅰ・Ⅱ」の各科目の目標を今一度明確にす 

るとともに，目標に応じた指導や評価の在り方について研究を深める必要がある。 

○ 外部試験等の客観的な数値を参考に，本校での授業や評価が生徒の主体的な学びを促進して 

いるかどうかについて，継続的に検証を進める必要がある。 

 

（３）指定期間終了後の取組 

・研究指定で明らかになった課題について継続的に取り組み，本校生徒の主体的な学びと英

語によるコミュニケーション能力の向上につながる授業実践及び評価に努める。 

・引き続き，「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標の改善及びその活用方法について研究

を進め，道内の高等学校に対し，本校の取組について情報発信を行う。 


