
令和２年度教育課程研究指定校事業研究協議会
中学校（外国語）

相模台中学校

互いの考えや気持ちを即興で
伝え合う生徒の育成
～複数の領域を統合させた言語活動に繰り返し

取り組む単元指導の工夫を通して～



「話すこと（やり取り）」の主な授業の流れ

1. 目的・場面・状況の設定

2. Interactive Teacher Talk
（話すことをメモする）

3. S-S Interaction 1

4. Sharing（言語面・内容面）

5. S-S Interaction 2

6. Writing



昨年度のSharing

•一語、二語→文レベル
例）Yokohama→I recommend Yokohama.

•正確さ「ミステイクイズ」
例）Yokohama is many good places.など

•パラフレーズ
「空気がおいしい。」

例）Air is clean so you can feel relaxed.



昨年度の成果と課題

•課題

→言語面に偏った指導が多くなってしまったた
め、内容面の指導が十分にできなかった。



今年度の指導の重点
～内容面の充実を図るための指導～

１．Interactive Teacher Talkの充実

２．マッピングやキーワードメモの活用

３．Sharingの充実



３．Sharing

•板書の工夫

•質問の仕方

•言語面と内容面の行き来

•教科書の活用

•目的・場面・状況への振り返り



３．Sharing

•板書の工夫
•質問の仕方

•言語面と内容面の行き来

•教科書の活用

•目的・場面・状況への振り返り



単元目標

本時の目標

対話の継続

Reaction

Repeat

Plus 1

Question

質問の仕方 言語面内容面

板書計画
全学年で統一した「３つの視点」

１．質問の仕方
２．内容面
３．言語面



昨年度の指導（板書）

•板書の構造化ができなかった。
•言語面に偏った指導

質問の仕方

言語面

内容面 質問の仕方

言語面 質問の仕方

本時の目標

ブレインストーミング
した内容のみ



１年生板書



２年生板書



３年生板書



３．Sharing

•板書の工夫

•質問の仕方
•言語面と内容面の行き来

•教科書の活用

•目的・場面・状況への振り返り



「質問の仕方」の指導の手順

１．最初の質問の仕方の確認（板書）

２．最初の質問を使って、生徒とやり取りする。

３．生徒の応答に対して、全体で質問を考える。

４．３で考えた質問で、再度、同じ生徒に質問する。

（生徒が答えた後、質問を板書）

５．３，４を繰り返す

※板書の留意点として、汎用性を持たせるために、質問
文をすべて書かない。



３．Sharing

•板書の工夫

•質問の仕方

•言語面と内容面の行き来
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言語面と内容面の行き来

質問の仕方 言語面内容面

I want Mr X to eat Japanese traditional 
food.

want…to ~

Japan is famous for its sushi. be famous for

What sushi do 
you recommend? I don’t think he likes raw fish, so I 

recommend cucumber. We call it kappamaki. 

Why

What

Who 

Where 

When

Which

How

call A B



【内容面→言語面】
生徒の発話から汎用性のある表現want ~ to…を抜き出し、
言語面コーナーに書く。



【言語面→内容面】
例1）パラフレーズした内容を使ってやり取りし、それを
踏まえた内容を書く。



【言語面→内容面】
例2）言語面「正確さ」→内容面

Kyoto is good food.



【言語面→内容面】例2）
言語面「正確さ」の指導→内容面の指導

T:Kyoto has good food.
What food is famous in Kyoto?

S:Kyoto is famous for yatsuhashi.
T: Yes. Have you ever eaten?

生徒の発話→内容のやり取りへ



３．Sharing

•板書の工夫

•質問の仕方

•言語面と内容面の行き来

•教科書の活用
•目的・場面・状況への振り返り



１．S-S interaction

２．Sharing

教科書の使えそうな表現に線を引く。

（机間指導で汎用性のある表現を拾う。）

３．線を引いた箇所をペア・全体（意図的指名）で共有する。

４．再度、S-S interaction

５．Sharing

線を引いた箇所を自分の言葉に置き換えて表現した生徒の発話を共有する。

※前提として、事前に教科書本文の理解と音読を複数回行っている。

Please underline 
the sentences.

教科書の活用



３．Sharing
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ALTと実際にやり取りを行い、目的・場面・状況を確認する。

ALTとやり取り 生徒の発話を板書し、
feedbackしながら目的・場
面・状況を全体で共有する。

I recommend sending message on LINE. 
Because I think you are busy. Sending message 
on LINE is easy. If you write New Year’s Card, 
you need a lot of time.



目的・場面・状況を確認しながら内容面の共有を行う。



成果

①パフォーマンステスト
②「書くこと」の能力

③板書に関する授業アンケート

④全国学力・学習状況調査結果



3年生パフォーマンステスト 3年2学期「日本の魅力」

（お年玉の話題から）

S: By the way, oshogatsu has many special food. 

What oshogatsu food do you know?

A: I know osechi, but I don’t know much about osechi.

S: Have you eaten?

A: I have never eaten.

S: Osechi is… osechi has many kinds, for example, datemaki...
（以後、おせち→お雑煮→初詣の話題へ）

【質問の仕方】

上記の2つの質問から話す内容を考える。→相手意識に立ったより適切な内容



多様な既習表現の活用

２年次：

There are ~. / Do you ~? / be famous for ~ / You can ~ / 
If you ~ / 助動詞should / It is ~. / For example, /過去形

３年次：

関係代名詞（主格・目的格）/ call A+B / 受け身 / want to ~

助動詞will / give A+B / 現在完了（経験）/ For example, / 
not only…but also ~ / like ~ better than… / Do you ~? / 

過去形 / want…to ~



成果

①パフォーマンステスト

②「書くこと」の能力
③板書に関する授業アンケート

④全国学力・学習状況調査結果



１年生ライティングの変容

単元の最初 単元の最後

質問の仕方

質問の仕方を、単元を通して
指導した結果、やり取りを通
して、４文→１２文へと書く
文量へとつながった。



成果

①パフォーマンステスト

②「書くこと」の能力

③板書に関する授業アンケート
④全国学力・学習状況調査結果



1．【板書】
黒板を3つの視点【質問の仕方】【内容面】【言語面】
に分けて、わかりやすかった。

2．【質問の仕方】
質問の仕方を考える時間は、チャットにつながった。

3．【内容面】
意見を共有する時間は話したり書いたりすることにつ
ながった。

4．【言語面】
「ミステイクイズ」「一語二語→文レベル」「パラフレーズ」
を考える時間は、表現力や正確さの向上につながった。

授業中の活動に関するアンケート
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授業中の活動（板書の工夫）に関するアンケート（成果）

【質問の仕方】

多くの質問ができるようになった。

【内容面】

自分の考えを深めることができた。

どんな表現や内容を話せばいいのかわかった。

【言語面】

表現力や正確さにつながった。

【その他】

お互いに高め合っていける。



成果

①パフォーマンステスト

②「書くこと」の能力

③板書に関する授業アンケート

④全国学力・学習状況調査結果（今年度）



課題

①板書でどの程度、内容を共有するのか。

②背景知識をどう増やしていくか。

→自分の本当の気持ちを英語で伝え合う生

徒の育成


