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研究のキーワード 

CAN-DO リスト，４技能の指導と評価，評価の基準（ルーブリック），授業展開 

研究結果のポイント 

○ 兵庫県教育委員会が作成した「兵庫版基本 CAN-DO リスト」を基にして本校版の CAN-DO リス

ト（学習到達目標）を作成するとともに，英語学習に対する生徒の実態と目的意識を調査し

たところ，教員が想定した以上の高い目標を持っている生徒が多く，CAN-DOリストの改定を

継続的に行うことの意義を確認した。 

○ ４技能の評価に当たり，これまでの筆記テストのみによる評価に対し，CAN-DO リストを活用

することで評価の基準が設定しやすくなり，積極的にパフォーマンステストを取り入れるこ

とにつながった。 

○ CAN-DO リストを生徒に示すことで，生徒自身がそれぞれの目標とする学力を確認することが

できるようになり，これまで以上に目的意識を持って学習する生徒が増加する傾向が見られ

た。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

CAN-DO リストの形での学習到達目標に基づく４技能の指導とその活用に関する研究（ICT 機器の

活用を通して） 

 

（２）研究主題設定の理由 

兵庫県では，県教育委員会が「兵庫版基本 CAN-DOリスト」を作成・公開しており，それを参考

にしながら，県下の各高等学校ではそれぞれの学校に応じた CAN-DOリストを作成することとされ

ている。本研究では，この「兵庫版基本 CAN-DOリスト」を基にして本校独自の CAN-DO リストを構

築するとともに，その妥当性を実際の授業及び評価を通して検証し，より適切な指標となるように

改定・工夫を加えることを主題に置いている。作成した CAN-DO リストについては，修正・改定す

ることを前提としている。そのため，CAN-DO リストは修正・改定をするごとにデータを集約・デジ

タル化して校内サーバに保存し，全ての教員が校内 LAN を用いて互いに変更点を確認・共有できる

ようにするため，ICT機器を補助的に活用する。 

また，単に CAN-DOリストを作成するだけではなく，設定した学習到達目標の到達に向けて，全

ての教員が統一した視点で指導するとともに，特に，「話すこと」と「書くこと」においては評価

の際に教員間で基準がぶれやすく，異なる評価結果になりがちであるため，同じ評価の基準（ルー

ブリック）を持って信頼できる評価を行うための研究を行う。 

本研究では，上述の CAN-DOリストの構築とそれを活用した評価の在り方に焦点を絞り，どのよ

うにすればこれらの問題を解消することができるのかを検証する。 

 

 



（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）１年間の主な取組 

平

成 

28

年

度 

４月： 

 

５月： 

 

 

６月： 

７月： 

 

 

９月： 

 

 

11 月： 

 

 

12 月： 

 

 

１月： 

２月： 

３月： 

○外国語科教科会及び教育課程委員会における本研究の内容説明・確認 

○中間考査における生徒の学力把握 

○「兵庫版基本 CAN-DOリスト」を基に，本校独自の CAN-DOリストの素案を作成・

確認 

○本校版 CAN-DOリスト第１版完成 

○１学期末時点での本校版 CAN-DOリストによる自己評価アンケートを実施    

○１年次生対象パフォーマンステストについて生徒に説明 

○自己評価アンケート結果の集計・分析 

○１年次生に対し，個別にパフォーマンステストを実施（～11月） 

○文部科学省担当官による視察及び教育課程委員会における内容報告 

○本校版 CAN-DOリスト第２版改定作業開始 

○公開授業月間（他教科の教員・保護者に対して授業公開） 

○兵庫県教育委員会主催「外国語指導助手の指導力等向上研修」において，本校

と県下各校の CAN-DOリストを比較検討 

○本校版 CAN-DOリスト第２版改定完了 

○２学期末時点での本校版 CAN-DO リスト第２版による自己評価アンケートを実

施 

○第２版アンケート結果の集計・分析 

○本研究事業に関する公開授業実施 

○次年度入学生用シラバスに掲載する本校版 CAN-DO リスト作成 

○次年度に向けた年間指導計画及びルーブリックの作成 
 

 

 

学校長 兵庫県教育委員会 

外国語科 
CAN-DOリストの作成 
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程度や

実態に

即して

いるか

等評価 

授業実践 

生徒へ CAN-DO 

リストの提示 

ICT機器の活用 

評価を基にして修正 

全教員でデータを共有し，ICT機器を 
活用して評価の基準などを揃えていく 

修正反映 

学校内サーバ 
CAN-DOリストや

評価の基準等を

保管 

PDCAサイクルで 

継続的に改良 

教育課程委員会 
研究体制の把握・相談 

報告 

指導・助言 

報告 

指導・助言 



２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
兵庫県では現在，全高等学校の外国語（英語）科において，それぞれの学校に応じた CAN-DOリ

ストを作成している。本校においては，CAN-DOリストによる学習到達目標の明確化・可視化

及び指導と評価におけるその活用方法を開発し，全ての教員が効率よく運用できることを目指

す。そのために，授業において生徒が身に付けるべき英語力を明確に示し，その力を着実に育

成するための授業改善と，統一した基準で生徒の英語力を評価する方法を，評価における ICT

等の活用法も含め考察する。 

研究１年次は「話すこと」に焦点を当て，「学習到達目標の設定による指導改善及びその結

果としての生徒の発話能力の変容」に注目する。また，年度末には生徒の実態に合わせて CAN-DO

リストの各ディスクリプタの妥当性を検証し，必要に応じて改定する。研究２年次は「書くこ

と」に焦点を当て，「自分自身の言葉で表現する能力の変容」に注目する。 

  

（２）具体的な研究活動 
「兵庫版基本 CAN-DOリスト」においては４技能をそれぞれ 12段階に分類し，各校の実態を

踏まえた上で教員が生徒に求める能力を選択し，各校が CAN-DO リストを設定するための一助

として提案されている。そのリストを活用しつつ，本校では，「話すこと」及び「書くこと」

による発信能力を重視し，生徒自身がこれら２つの技能において力が伸びていくことを実感で

きる学習到達目標を設定した CAN-DOリストの作成・改善を行う。また，CAN-DO リストの作成

に当たっては，使用する教科書で扱われている話題や言語材料のみに依存するような内容とは

ならないように注意する。 

「話すこと」の評価についてはパフォーマンステストを導入し，ICT機器を活用して年度初

めと年度末にそれぞれの生徒の発話活動を記録し，発話能力の変容を測る。また「書くこと」

については，要約活動を通して，「情報や考えなどを自らの言葉でいかに表現できるか」とい

うところまでを目指す。 

これらの検証については，ICT機器を補助的に用いながら，動画や静止画などの映像や文書

による記録，授業中の発話活動の記録などのデータを共有して検証する。 

本校においては，同一の講座を少人数展開し，複数の教員で担当することが多い。そのよう

な状況で，特に「話すこと」と「書くこと」については，教員間で評価に差が出やすくなると

いう課題がある。そこで，これらの領域についてはより丁寧に評価項目及び評価の基準を設け

るとともに，ICT機器を活用することによって教員間で情報を共有し，評価の差を少なくする

ように留意する。この評価の基準については，ルーブリックを設定して教員間の評価における

誤差を減少させ，生徒に対しても評価の観点がわかりやすくなることを目指す。 

 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 「兵庫版基本 CAN-DOリスト」を基に，「入学時」と「卒業時の目標」をそれぞれレベル Cと

レベルAに分類し，その中間目標をレベルBとして３つのレベルに分類した本校独自のCAN-DO

リスト第１版を作成した。また，学期ごとに，各ディスクリプタの妥当性を点検した。 

○ 本校では，英語による高度な表現力の育成を目指してスピーチやプレゼンテーションを行う

授業が多いため，「話すこと」及び「書くこと」のディスクリプタについては他の２技能よ

り少し高めに設定した。 

○ 年度当初・１学期末・２学期末に生徒に CAN-DO リストを提示し，自分の各技能がどのレベ

ルに該当すると思うかについてアンケートを実施した。自己評価アンケートでは，１学期末

及び２学期末時点とも，年度当初の英語力と比較してレベルが上位のディスクリプタを選択

した生徒が多く見られた。これは，CAN-DOリストを活用することにより，授業を通して英語

力が向上してきていることを生徒自身がより明確に認識できている結果だと思われる。しか

しながら，少数ではあるが，年度当初より難易度の低いディスクリプタを選択した生徒もい

た。これについては，英語学習に対する生徒自身の意識が高まった結果，自己評価がより厳

しくなったためであると考えられる。 



○ １学期のアンケート結果を踏まえ，レベル Bのディスクリプタを一部修正し，ディスクリプ

タが生徒の実態に合っているかどうかを確認した。アンケート結果は，次のとおりである。

（３学期末実施予定だったアンケートは，新年度当初に実施予定。） 

（第１年次生徒対象 年度当初・１学期末・２学期末のアンケート結果比較） 

聞くこと 年度当初 １学期末 2学期末 
 
話すこと 年度当初 １学期末 2学期末 

レベル C 78.6% 52.1% 40.1% 
 

レベル C 88.6% 69.0% 52.6% 

レベル B 18.6% 42.3% 50.7% 
 

レベル B 11.4% 31.0% 43.4% 

レベル A 2.9% 5.6% 9.2% 
 

レベル A 0.0% 0.0% 3.9% 

         読むこと 年度当初 １学期末 2学期末 
 
書くこと 年度当初 １学期末 2学期末 

レベル C 70.4% 51.4% 33.6% 
 

レベル C 77.5% 56.6% 55.9% 

レベル B 25.4% 41.7% 55.3% 
 

レベル B 18.3% 38.2% 32.9% 

レベル A 4.2% 6.9% 11.2% 
 

レベル A 4.2% 5.3% 11.2% 

○ 「話すこと」及び「書くこと」においては他の技能より若干高い目標設定を行ったため，年

度当初はレベル Cを選択する生徒が多かったが，レベル Bのディスクリプタの修正により，

より生徒の実態に合うよう改善することができた。今後は，生徒の英語力をディスクリプタ

に沿って伸ばしていけるよう，授業で行う言語活動を工夫するなど，授業改善の具体的方策

を研究していく必要がある。 

○ 「コミュニケーション英語Ⅰ」において，２学期より「話すこと」のパフォーマンステスト

を授業中に実施し，評価に反映させるようにした。パフォーマンステストでは，JTE及び ALT

による評価に加え，生徒同士による相互評価も行った。 

○ 評価は，下記９項目を５段階で評価するルーブリックを用いて行った。また，生徒にあらか

じめ評価項目を提示することで，パフォーマンステストに対する生徒のモチベーションが向

上した。さらに，生徒が相互評価を行うことを通して，他者の話を聞く力を身に付けること

にもつながった。 

（評価に用いたルーブリック：各項目を以下の５段階で評価） 

   ５→非常に優れている ４→とても良い ３→良い ２→もう少し努力が必要 

１→改善が必要 

【評価の項目】 

(1) 声の大きさ (2) 話す速度・流暢さ (3) 非言語コミュニケーション（アイ・コンタクトなど）  

(4) 聴衆を魅きつける要素  (5) 話のわかりやすさ (6) 要点のまとめ方 (7) 英語の表現力

(8) 正確さ (9) 感情表現の豊かさ 

○ ルーブリックを設定することによって，評価の基準が明確となった。併せて，パフォーマン

ステストの評価結果を校内サーバに記録することにより教員間で評価結果が共有され，互いの

評価を確認することで誤差が少なくなった。 
 

（２）今後の取組 

「話すこと」については，１年次の研究成果・課題を踏まえて CAN-DO リストをさらに改善

していく。また，作成した CAN-DOリストを活用して評価を行うために，各単元において CAN-DO

リストと連動したルーブリックを設定し，引き続き評価の改善を図る。 

２年次は，「書くこと」を中心に研究する予定であるが，単に英作文ができるということで

はなく，生徒が自分の言葉で英文を書くとともに，active vocabulary の拡大を図るようにし

ていきたい。授業での指導内容と CAN-DOリストの各ディスクリプタの関連性を意識しながら，

年間を通じた計画に基づき，研究を進めていく。また，「書くこと」についての評価において

は，教員間で大きな誤差が出ることがないようにルーブリックを作成し，同一の基準で評価を

行うことにも重点をおく。 

なお，本研究におけるデータの集計に関しては，マークカードを利用するなどして，できる

だけ多くのデータを的確に処理することを考えている。 

より一層生徒の実態に合わせた教育を行うために，パフォーマンステストを含めて CAN-DO

リストを踏まえた評価項目を取り入れた言語活動となるように取り組んでいきたい。 


