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Ｉ　研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

本校は明治35年 に開校 し，創立100年 を超 え

る伝統校であり，開校以来，地域社会の期待 に

叶 う有為な人材の育成を目指 してきた。学校経

営においては，「学力の向上」と 「心の豊かさ

の醸成」による人間力の育成の視点か ら，学校

評価の活用など，学校 と地域の連携を深めると

ともに，創意工夫を生か した特色のある教育課

程の編成 ・実施に努めてきた。

また，平成15～16年 度の ２か年にわた り，北

海道教育委員会の事業である 「北海道学力向上

フロンティアハイスクール」奨励校の指定を受

け，生徒の学習意欲や学力の実態把握，シラバ

ス等を活用 した学習ガイダンスの実施，学校配

置のＡＬＴを活用 した英語の授業改善等，学力

向上に関する実践研究に取 り組んできた。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員数 全 日制教諭46名 （９名）

※外国語科に関する開設状況

1年次 ：オーラル ・コミュニケーション1（2単 位）

英語Ⅰ （3単位）

2年次 ：英語Ⅱ （4単位），ライティング （2単位）

3年次 ：リーディング （4単位），ライティング （2単位）

英語Ⅱ （選択3単 位）

Ⅱ　研究 の内容 及び成果等

1　 調査研究 について

(1)　研究 主題

　「話す こと」， 「書 くこと」の実現状 況を把

握す る評価方法等 の研 究

(2)　調査研究 のね らい と対 象

［調査研 究のね らい］

　従 来 ，本校 の英語指導 におい ては， 「読 む

こと」や 「聞 くこと」に力点が置かれ ていた。

結果 として外部試 験等では相応 の結果 を残す

ものの， 「話す こ と」や 「書 くこ と」 を通 し

て英語 で 自分 の考えな どを表現す る力につい

ては十分 に身 に付 いていない生徒 が多 く，英

語 で表現す る ことへの関心や 意欲 を高め ると

ともに，実践 的な能力を身に付 け させ る必要

があった。

　この ため， 「話す こ と」及び 「書 くこ と」

に重 点を置き，生徒の学習意欲 の向上を図 る

とともに，ス ピーキ ング， ライテ ィングの能

力 を高めるための指導方 法及 び評価 方法の工

夫 ・改善を図 ることを平成18年 度 か らの継続

とし，研 究のね らい と した。

［調査研 究の対 象］ 第1学 年 （実施 済分）

-136-



2 生徒の学習の実現状況 と考察

 （1）  Lesson 2 ： Letters to America

  本課は， 日本に留学 中のアメ リカ人高校 生

  が祖母 にあてたe-mai1を 題材 に， 日米の学校

 生活の違 いやそ こでの悩みについて扱 ってい

  る。そ こで， 具体的な校則 の内容についての

 意見を授 業時に書かせ て発表 させ， 定期考査

  で も”Which do you like to wear, a school

 uniform or your own clothes？ Why？”とい う

  問題 を出題 した。評価 につ いては， 内容が妥

  当であ り，かつ英文 として正 しい ものをA（3

 点），どち らか が不適 当な もの をB（2又 は

  1点 ），どち らも不適 当な もの をC（0点 ）

  とした。Bの 評価 を与えたものの中には， ”I

 like to wear a school uniform because I

 like it,”の よ うに， 理 由 と しての説明が不

 十分 なものもあったこ とか ら，意見 を述べ る

 際の内容 の適切 さを考 えさせ る指導が必要で

  あるこ とが分か った。

   また， 「留 学生 の悩 み ご と」 に対す るア ド

 バイ スを書いて述べ る とい う活動 を行い， 定

 期考査では， 日本語が上達 しないことを悩ん

 でい る留学生 に対 して, shouldを 用い た10語

 以上 の英文でア ドバイ スを書 く どい う問題 を

 出題 した。評価について は， 上記 と同様 に行

 った。内容的 には理解可能で あるものの語順

 や語法 など文法的 な誤 りを含ん だ解答が予想

 以上 に多 く，正確 さにポイ ン トを置い て英文

 を書 く指導が必要で あることを再認識 した。

  書いた内容 を発 表す る活動 について はペア

  ワー クで行い， 観 察 を通 して， ほ とん どの生

 徒が意欲的 に取 り組んでい ることが分か った

 が， 数値 による評 価 は行わ なか った。

 （2） Lesson 3 ： A Tree and a Dream

  本課 は， 広島の被爆エ ノキを治療 した 「樹

 医」 の逸話か ら，オー ス トラ リアの高校生が

 将来 の夢 について語 る とい う設定 にな ってお

  り，生徒 に自分 自身 の夢 について書いて発表

 す る とい う課題 を与 えた。 また， その際，50

 ～70語 で書 くこ と，本文 中に用 い られ たto不

 定詞 の表現 （”My dream is to… ”,”In order

 to… ”,”I would like to… ”） を含 め る

 こ とを条件 とした。

  評価 について は， この2つ の条件 を満た し

 て いて， かつ英文 として誤 りがほ とん どない

 ものをA,ど ち らか一方 が不十分 なものをB,

 どち らも不十分 なものをCと した。多 くの生

徒 の評価がAで あったが， 与 え られ た例文 を

参考にすれば比較的簡単 に英文 を書 くこ とが

で きる課題で あったた め， 学習事項 の定着が

図 られたか どうか を確認す ることがで きず，

条件を工夫 して設定す るな ど して， テ ス トな

 どの方 法 によ り，確 認す る必要が生 じた。

発 表については, 5人 ずつの グループ内でで

行い， 数値に よる評価は行 わなかった。

（3） Lesson 5 ：A Murder Mystery

  本課 は， アル プスで発 見 され た5,000年 前

 のアイスマ ン （Otzi）について， その死の謎

の真相 を解 き明かそ うとす る話であ り，生徒

 にはその謎 について”a possible story”を書

 くことを求めた。特 に語数 の指定は しなか っ

たが， 概 ね50語 前後 の英文 で書かれてお り，

また， 内容 に関す る制約 も少なかった ことた

 め， 独創 的なス トー リーが多 く見 られ た。

 評価 については， 書かれ てい る内容が十分

に理解 可能 であ り，かつ英 文 としての誤 りが

少 ない ものをA,ど ち らか一方 が不十分 な も

のをB,両 方 とも不十分な ものをCと した。

評価 の手順 としては， まずALTが 行 い， 次

 にJTEが 再評 価 を して 最終 的 な判断 とし

 た。

  また， グル ープ ワー クとして， 本 文の内容

 をキー ワー ドを用 いて要約 した もの を5人 で

分担 し, Otzi博 物館 のガイ ドとして来場者 に

 口頭 で説 明す る とい う課題 を与えた。 要約文

の評価 は上記 の もの と同様 であ り，発表 の評

価 につ いては， 「Attitude」 （声量， 視線） と

 「English（ 発音， 流暢 さ）」の2つ で行 い，

－137－



 両方 とも十分であればA,ど ちらかが不十分

 であればB,両 方 とも不十分 であればCと し

 た。

要約 文 につ い て は概 ね 良 く書 かれ てい た

 が， 発表 については準備 不足が 目立ち，B又

 はCの 評価 が多か った。

（4）Lesson 6：A Class Divided

  本課 は， アメ リカで行 われ た差別 に関す る

 実験授業 を題材 としてお り，我 々の身 近な話

 題 としての差別 を考 えるため，ALTか ら人

 種差別 につ いて話 して もらい， それ に対す る

 意見 を書い て発表す る とい う課題 に取 り組ま

 せた。

  「書 くこ と」 に関す る評価 は，ALTの 話

 を聞 きなが らメモ を とり， そのメモ をも とに

英文 をつ く らせ るこ と，ALTの 経験 に対す

 る自分 自身の意見 を書 くこ との2点 について

行い， それぞれが ともに十分 と認 め られ るも

 のについてはA,明 らか に不十分 なものはC,

 それ以外の ものはBと した。 この課題 は， 差

別 とい う問題 を真 剣 に考 えることを 目的 と し

 ていたた め， 英文の正確 さや分量で はなく，

 内容面に焦点 を当てて評価 を行 った。

  「話す こと」に関 して は， 班 内で生徒同士

 が意見交換 を行 った後，JTE又 はALTが

生徒 を指名 して質問 を し，班内で出 された意

見 を各班の代表に述べ させ るとい う活動 を行

 ったが， 数値的な評価 は行わなか った。

（5）Lesson 1－2,3－4,5－6： 音読 ・Q＆Aテス ト

  各定期考査後に， 考査範囲の本文に関す る

音読 とその内容についてのQ＆Aテ ス トを実

施 し評価 した。音読 につ いては,”Fluency”

 （流暢 さ）と”English” （発音やア クセ ン ト）

 を3（Excellent）,2（Good）,1（Not

enough）,0（Bad） で評価 した結果 を総合 し

 て,A（Excellent）,B（Good）,C（Not

 enough） を決定 した。また, Q＆Aに ついて

 は,”Understanding” （内容 理 解） と”Ex

pressing” （応答 の適 切 さ） の2つ を観 点 と

  して，同様の評価を行った （資料1） 。

 （6）副読本 ： 『Japan 2007-2008』

   夏季休業中の課題 として，副読本を読み，

  様々な トピックの中で最も興味を持った話題

  について， 自分 自身の意見を100語 以上でま

  とめ，休み明けにスピーチ発表をするとい う

  課題に取 り組ませた。

   「書 くこと」の評価に関しては，総語数と

  正確 さの総合点を6点 満点で算出し，これに

  内容点を4点 満点で加えて合計10点満点で採

  点 した （資料2） 。 トピックに関 して意見を

  まとめる力や， まとまった分量の英文を書く

  場合の英語力には，生徒間で大きな差がはっ

  き り表れる結果 となった。

   「話す こと」の評価に関しては，まず班内

  発表を行い，各班のベス ト・スピーカーを選

  出，次にそのベス ト・スピーカーによるクラ

  ス内発表を行い，クラスのベス ト・スピーカ

  ーを決定 し，その各段階に応 じて評価点 （班

  内発表までのものは6点， 班のベス ト・スピ

  ーカーは8点 以上， クラスのベス ト・スピー

  カーは10点， それに準ずるものは9点 ）を与

  えた （資料3） 。

3 評価方法に関する研究成果

 （1） 「話すこと」

   昨年度に引き続き，すべてのレッスンを通

  して，オーラル ・イン トロダクションをはじ

  め各タスクのインス トラクション，生徒への

  問いかけなど，授業の多 くの場面で教師自ら

  が英語 を積極的に話すことを実践することに

  よって，英語によるコミュニケーションを図

  りやすい雰囲気づくりに努めた。また，生徒

  間でのペア ・ワークやグループ ・ワークなど

  においても，できるだけ英語を使用する活動

  を多く取 り入れることで，生徒の 「話す こと」

  への動機付けを高めることができた。

   昨年度の反省を踏まえ，今年度は， 日常的

  に授業で行っている，教科書本文の音読とそ
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の内容に関す るQ＆Aに ついて，各定期考査

後にALTを 面接官 とした 「音読 ・Q＆Aテ

ス ト」を実施 し，評価 を行った。これにより，

従来は授業場面での観察にのみ頼 りがちで，

把握が困難であったこれらの活動の成果を数

値化 して評価することが可能になった。また，

評価の導入によって，普段の授業での音読や

ペア ・ワークにおいて，生徒の 「話すこと 」

に対す る意欲や態度がいっそ う高まるととも

に，テス ト前の学習時間に，CDリ スニング

や音読練習の機会が増えるといった効果が見

られた。

 授業では，本文の内容理解にかかわるQ＆

Aな どのClosed Question的 なや りとりのほ

かに，生徒 自身の意見を述べさせるような場

面をできるだけ設 けるように した。こうした

活動は，授業や教材への生徒の積極的な自我

関与を促 し，「話すこと」を学習場面での単

なる義務的な応答の機会ではなく，主体的な

自己表現の機会として感じ させることができ

た と考える。 こうした活動の数値的な評価に

ついては単独では行わなかったが， 「音読 ・

Q＆A」 テス トの際に，生徒自身の意見を述

べ させるような質問を含めることで間接的に

行 うことができたと考えている。

 よりま とまった分量の 「話すこと」の活動

として，副読本で読んだ トピックで最 も興味

を持ったものについて 自分の意見を書き，ス

ピーチ発表するとい う課題を行ったが，この

課題では， 「読むこと」，「書 くこと」，「話す

こと」の活動が， 「書 くために読む」，「話す

ために書 く」のように有機的に関連 していて，

それぞれの活動を単独で行 う場合 と比べて，

生徒の学習意欲をいっそ う高めることができ

た。また，生徒同士の相互評価の導入により，

話 し手には聞き手を，聞き手には話 し手を意

識する態度が向上した。 さらに， グループの

代表に選ばれ ることは，その生徒が 「話すこ

と」（あるいは 「書くこと」）の能力で他の生

徒 よりも相対的に優れていることへの明示的

 な評価であり，再度スピーチを行 うことへの

積極的な理由付けにもなった。クラス全体で

 のスピーチの相互評価は，他の生徒の発表能

 力を認識 し，自己の発表能力の向上を目指す

 ための良い契機 となった。

（2） 「書 くこと」

  昨年度 と同様， 「書 くこと」の指導におい

 ては，知識 としての文法や和文英訳指導では

なく，情報や意見を伝えることを目的とした

 学習 ・評価 となるように留意 した。

  従来，テス ト等における英作文の評価では，

 正確 さのみが重視 され， たとえ内容が理解可

能な英文であっても，語の綴 りや語法 ・文法

 の些細な誤 りが複数あると減点が重なって得

点にならないケースが一般的であった。すな

 わち，「英文 を書 くこと＝誤 りのない英文を

 書くこと」の図式になっていたが，情報や意

 見の伝達を評価の観点に加 えるこ とで， 「誤

 りが含まれてはいるが意味の伝わる英文」を

ゼロではなくプラスに評価す ることが可能に

 な り，コミュニケーションを目的とした英文

 を書 くことの本来的な評価 に近づいたと思わ

 れる。

  ある程度ま とまった分量 （50～100語）の

英文を書くことの活動では，Volume（語数），

Accuracy（ 正確 さ）， Content（ 内容）の3つ

 を観点 として評価す る方法が定着 しつつ あ

 る。この うち，VolumeとAccuracyは 連動 した

評価としたことか ら，間違いがなくても語数

 の少ないものや，語数は基準を満た していて

 も意図が伝わ らないほどの間違いがあるもの

 については得点が低い。Contentに ついては

 他の2つ の観点 とは別に評価 し，話のまとま

 りなどにより総合的に判断 しているが，よ り

 具体的な基準を設定する必要があると考えて

 いる。

  短い英文，まとまった分量の英文を問わず，

 情報や意見を伝えることを目的とした 「書 く
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  こと」の活動は， 「話す こと」の場合 と同様

  に， 自己表現の絶好の機会であり，生徒の英

  語学習への動機付 けを高めることにつ なが

  る。また， このような活動の繰 り返しによっ

  て，英語を 「書くこと」のFluency（ 流暢 さ）

  が向上することも再確認することができた。

   英文の正確 さの向上を図る指導は，依然 と

  して課題であるが， 日常的な授業の場面でで

  きるだけ多くの英文を書 く活動を取 り入れる

  ことで改善を図っている。例えば，教科書の

  本文に関して， 口頭でのQ＆Aの 後に，質問

  に対する答えを英文で書かせることにより，

  内容の確認 と定着はもとより，主述関係 を考

  えた英文の構成や，その課で学習する文法事

  項を用いた英文の構成について，生徒が意識

  できるようになりつつある。この活動は，正

  確 さの向上やその評価を直接の目的に したも

  のではないが，継続的な指導により着実な成

  果が得られると思われる。

   「書くこと」の指導と評価においては，A

  LTの 協力が不可欠である。特に，生徒が書

  いた課題の添削や コメン ト付けの評価は，そ

  の量や頻度が増えるほど，JTEだ けで行 う

  ことは現実的に極めて困難であり，むしろ積

 極的にALTを 評価者 として活用すべきであ

  る。その際，前述 したような課題 ごとの評価

  の観点や基準をALTに はっきりと示 し，そ

  の是非 についてALTと 十分に協議 した上

  で，適切な評価が行われるように配慮 してい

  る。

4 成果の普及と今後の展望

  昨年度に引き続き， 「話す こと」及び 「書

  くこと」の2つ の観点の評価規準の見直 しを

 重点的に行 うとともに，英語Ⅰ の指導方法及

 び評価方法の工夫 と改善に取 り組んでいる

  が，そのことにより，生徒の英語学習への動

 機が高ま り，英語で 「話すこと」や 「書くこ

  と」に意欲的に取 り組もうとする態度が育成

された。また，個々の活動を評価する方法に

ついても試行錯誤 しなが ら具体化 していると

ころである。

 これまでの研究成果については，校内外の

教員を対象 とした公開研究授業を通 して広 く

普及を図るとともに，研究協議での意見や助

言によって一層の改善を図る機会を得ること

ができた。今後は，本校のWebペ ージ上で公

開するなどしてさらなる普及を図 りたい。

 今回の研究では，一定の成果が得 られたも

のの，今後に向けた課題 も多く残 されている。

とりわけ，指導方法の改善は，引き続 き精力

的に取 り組まなくてはならない重要な課題で

ある。できるだけ英語で授業を行 うことを目

指 した指導への転換によって，授業改善への

スター トを切ることはできたが，それ 自体が

ゴールではなく，生徒にとって魅力ある授業

や確かな学力を身に付けさせることのできる

授業を行 うことが目標である。そのために，

生徒の授業への動機付けを維持 ・向上 させる

ための方法や，学習内容を十分に理解 ・定着 ・

させるための方法，形式的 ・表面的な応答で

はなく本当の意味でのコミュニケーション活

動を行 うための方法などを日々模 索 してい

る。

 また，一つ一つの活動や1時 間の授業，1

レッスンの授業，1学 期間の授業，1年 間の

授業，そして高校3年 間の授業は，何を目的

にして行われ， どう評価され， どのような英

語力を身に付けるためのものなのかを，教員

と生徒が共有できることが重要である。

 今回の研究は，山積する課題の解決に向け

た一つの通過点であ り，今後 も指導方法及び

評価方法の改善に向けて，実践を重ねていき

たいと考えている。
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（資料1） 「音読 ・Q＆Aテ ス ト」の評価用紙

※English：pronunciation, accent ※A（Excellent）, B（Good）. C（Not enough

） Fluency：speed, rhythm, pause

Understanding：understanding the story and questions

Expressing：answering questions, expressing ideas

（資料2） 「WRITING課 題」 の評価用紙

※Accuracy～Great：no mistakes/less than a few minor mistakes

              OK：some minor mistakes/less than a few major mistakes

              Not OK：many minor mistakes/some major mistakes

（資料3） 「SPEECH課 題」 の評価用紙

※Attitude：loudness of voice, eye-contact, confidence

  English：pronunciation, accent, speed, rhythm, pause

  Content：story, idea, opinion
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 本多 正美

所 在 地 ： 愛知県愛知郡東郷町春木狐塚

     3801の2

電話番号 ：0561-39-1515

Ⅰ 研究指定校の概要

1 学校 ・地域の特色及び実態

 本校では，一人一人の生徒を大切にした 「分か

る授業」の実践を心がけている。また，通常の授

業に加 えて， 「毎 日プ リン ト」と呼ばれる日々の

課題を与え，また補習授業や学習会を実施するこ

とによって，生徒の基礎学力の育成に努めている。

 生徒の学習に取 り組む姿勢は良好であるが，や

や受け身となる傾向があり，積極的にコミュニケ

ーシ ョンをとろ うとす る態度の育成は大きな課題

である。

2 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

         教員数 42名 （9名 ）

 1年 生には英語Ⅰ 及 びオーラル・コミュニケーションⅠ，2年

生には英語Ⅱ 及 びライティング，3年 生 にはリーデ ィング

が開設 され ている。

Ⅱ  研究 の内容及 び成果等

1 調査研究 につ いて 、

 （1）研究主題

   英語Ⅰ の授業 にお ける学習指導 と評価 につ

  いて

（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

［調査研究のね らい］

  平成18年 度は，英語Ⅰの授業において下記

の目標を掲げ，これ らを実現するための効果

的な学習指導法について考察 した。また，生

徒の学習意欲や コミュニケーションへの関心

を高める評価規準や評価方法についても研究

 した。これを踏まえて，19年 度は，授業改善

の具体的方策 として，各課の学習指導の中で

コミュニケーション活動やペアワークを実践

し，その結果を考察することによって，生徒

のコミュニケーションへの意欲を高めるとと

もに表現の能力の育成を図ることをねらいと

した。英語Ⅰにおける三つの単元でのコミュ

ニケーション活動を調査の対象に取 り上げ，

検証授業 と評価活動の結果について考察 した

い。

平 成18年 度 の 指 導 目標

① 生徒の英語学習への意欲や 関心を高める。

② それ ぞれの課 で学習 す るコ ミュニケー シ ョンの

 ための重要表現 の定着 を図る。

③ 実践 的 コ ミュニケー シ ョン能 力の うち， 特 に次

 の 目標 の達成 を目指す。

 （1）身近 な話題 について話す ことがで きる。

 （2）身近な話題について書 くことがで きる。

 （3）身近 な話題 につい て説 明 した り， 自分 の意 見

  を述べ ることができ る。

［調査研 究の対象］

第1学 年 英語Ⅰ
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①Lesson 1「 自己紹介 」につ いて

   本課で学習 した文法項 目（不定詞 と動名 詞）

  を利 用 して， 自己紹介をす る。 不定詞 （名詞

  的用法）又は動名詞 を用 いた文 を2文 以上含

  め，10文 程 度にま とめ る。 書いた原稿 を暗記

  し，クラス全体 の前で発表す る。

②Lesson 4「Tamaraさ んへ の手 紙」 につ いて

   本文を読 み終えた感想 として， 主人公へ の

  手紙 を英語 で書 く。 その際に本課 で習 った表

  現を利用 した うえで， 分 量 として70語 を 目標

  とす る。

③Lesson 6「 林 間学校 の思 い出」 につい て

   4人1組 のグループ を作 り，林間学校で経

  験 した ことや感想 な どを5文 以上 で書 く。 グ

  ル ープ単位 で， 一つ のま とまったス トー リー

  に仕上 げる。 プ レゼ ンテー シ ョンと して， グ

  ル ープご とに， それぞれ の トピックについて

  1人 ずつ順番 に発 表す る。

2 生徒 の学習 の実現状況 と考察

 （1）Lesson 1「 自己紹介」 について

 ① 活動 を 「原稿作成」 と 「プ レゼ ンテー シ

   ョン」の2本 立ての構成 と した。 下書 きの

  書 き出 しはスムー ズで あったが，10文 とい

   うノルマ に予想 以上にて こず ってお り，箇

  条書 きの文章にな って しま う生徒 も見受 け

   られた。 しか し，ペ アによる活動 とした こ

   とによ り，最終的 には大半の生徒 が10文 以

   上書 くこ とがで きた。

   下書 きを書 き終 えてか ら，ペアで相談 し

  合 う時間 を与 え， お互い に改善点 を示 した

   り，発表 に向けての助言 を与 えるよ う指示

   した。パー トナーのア ドバイス を参考に し

   て下書 きに修正 を加 えた り，文章 の配列 を

  工夫 した りす るな ど，最終原稿の完成 とプ

   レゼ ンテー シ ョンに向 けて意欲の高ま りを

  感 じ取 るこ とがで きた。

 ②  「原稿作成」 では言語材料 （不定詞 と動

名詞）の活用にも重点を置いた。事前に，

  Grammar Handoutを 使用 して，文法項 目や

  イディオムの定着に力を入れたが，生徒の

  原稿には不定詞を正 しく使 えていないもの

  が多く見られた。パターンプラクティスを

  取り入れるなど方法を工夫し，言語材料の

  定着を強化す る必要を感 じた。

③ 「プレゼンテーシ ョン」では発表態度に

  指導の重点を置いた。生徒の原稿を回収 し，

 修正を加えた上で，できるだけ正確な英語

  を暗記 させ， これをいかに分かりやす く聞

  き手に伝えるかを重要課題 とした。 「声の

  大きさ」，「話す速度」，「アイコンタク ト」，

  「ジェスチャー」などの発表のポイン トを

 事前に提示 したため，ほとんどの生徒がこ

  れ らを意識 して発表 していた。また，発表

  を聞く生徒には 「評価シー ト」を配付 し，

 発表内容のメモを取るとともに，発表者へ

  のコメン トを書かせた。発表を成功 させる

 上での聞き手の役割を生徒に自覚 させるこ

  とができた と思われる。

（2）Lesson 4「Tamaraさ んへの手紙」について

① 評価の観点を 「関心 ・意欲 ・態度」とし，

  「知っている表現を駆使 して，70語 以上書

  くこと」を目標 の一つ とした。「手紙」 と

  い う表現形式が生徒にとっては動機付けと

  なり，7割 以上の生徒が 目標を達成するこ

  とができた。これまで長い文章を書 く経験

  があまりなかったため，書き上げた後，達

 成感を覚えた生徒が数多 く見 られた。一方，

  10語の文を7文 書 くとい う目安を与えたも

  のの，実際は10語 に満たない文が大半であ

  った。また，単語の語順が不適当だった り，

  単に単語の羅列に終わってしまった生徒が

 少なからずお り，これ らの生徒に対する動

 機付けの工夫が必要である。なお，語彙 と

  文法の誤 りや不 自然な表現については，減
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  点の対象 とはせず にAETに 添削を依頼

  し，正確な表現について生徒に理解 させた。

 ② 本課のポイン トとなる文法項目やイディ

  オムを幾つか例示 し，その うちの二つ以上

  を活用するように指示 した。生徒にとって

  使える言語材料を提供するとともに，既習

  事項の定着を図った。thanks to, to tell

  the truth, for the first timeな どの表

  現が多く用いられていたが，文法的な誤 り

  や，使用場面として不適切なケースが目立

った。正 しい使用例を多 く提示 し，定着 さ

  せ る活動を充実 させるとともに，場面や状

  況あるいは心情に適 した表現を書かせる指

  導が 「実践的なコミュニケーション」には

  欠かせないことを痛感 した。

 ③ 「手紙」の話題 として， 「自分が一番関

  心があること」，「日本の紹介」，「Tamaraさ

  んに聞きたいこと」の三つから選択 させた。

  自己紹介 として自分の趣味や部活動などに

  ついて書いている生徒が多かった。AET

  をTamaraさ ん （手紙の相手）に見立てて，

  「読み手」を意識 して書 くように指導 した。

  そのため， 自分のことだけを一方的に述べ

  るだけでなく，相手に質問した り，意見を

  求めるよ うな記述が多かった。また， 「相

  手に理解 してもらえるような分か りやすい

  文を書 くのに苦労 した」 と感想を述べる生

  徒も見 られた。英語をコミュニケーション

  のツール として活用するために，今後 も聞

  き手や読み手を意識 した様々な発信をして

  いくことがますます必要になろう。

（3）Lesson 6「 林間学校の思い出」について

① 事前に評価の観点や評価項 目 （声の大き

  さと話ず速 さ，話す態度 （意欲 ・工夫），

 暗唱度， 内容のおもしろさ）を示 した。生

 徒にとっては原稿作成やプ レゼンテーシ ョ

 ンにおける努力 目標 とな り，有効であった。

 各グループで内容が均質になるのを避ける

 ために，評価項 目に 「内容のおもしろさ」

 を加えたが，内容の工夫を意識 した生徒が

 少なく，個性的な発表はあま り見られなか

 った。

  また，グループ活動の時間を多 く与えた

 が，下書き原稿を読み合 う中で，表現の誤

 りや内容の不明点についてお互いに指摘あ

 るいは修正することによって，内容の完成

 度を高めることができた。 さらに， グルー

 プ内で発表態度についても助言 しあった

 り，本番 さながらのリハーサルを繰 り返す

 など，聞き手を意識 して熱心に練習する様

 子が見 られた。

② 原稿作成の際に生徒から個人的に受けた

 質問はできるだけクラス全体に還元した。

 特に，活用できそ うな表現については，板

 書して紹介 した。大半の生徒は自分の体験

 とその感想をうまく結び付けて英語で表現

 しようと努力 していた。

  しかし，生徒がプレゼンテーションの中

 で用いた表現は，I enjoyed～very much.

など，多 くの生徒に共通 してお り，同じ

 生徒がこれ らを何度 も使 うケースさえ目立

 ち，表現力不足が感 じられた。I'll never

 forget this experience.の ような表現を

 教科書から引用 し，参考例文 として示すな

 ど，生徒の言語材料を増やす工夫が必要で

 ある。

③ 以前，同様な活動を行った際に， 日本語

 で下書きをし，それを英語に翻訳 しようと

 する生徒が少なくなかった。 しかし，日ご

 ろの英問英答や英語を媒介 としたペア活動

 やコミュニケーション活動の結果，今回は

 すべての生徒が 日本語を介 さずに英語で書

 くことができた。
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   また， 発表態度において も， アイ コンタ

  ク トを意識 し， ジェスチャー を交え るな ど

   4月 当初 のプ レゼ ンテー シ ョン （Lesson 1

   「自己紹介」） に比 べ格 段 に向上 した。 次

  の課題は内容面 （コンテ ンツ）での レベ ル

  ア ップで ある。話す （あるい は書 く）内容

  を， 自分 に関す る話題だ けで なく， 教育，

  環境 とい った社会的なテーマへ広げてい く

  必要が ある。また， 読んだ り聞いた りした

  内容 を英語 でま とめた り，意見 を述べた り

  す る等， 言語活動 としての レベルア ップ も

  今後 の大 きな課題 となるで あろ う。

3 評価 方法 に関す る研究成果

 （1）Lesson 1「 自己紹介」 につい て

（2）Lesson 4「Tamaraさ ん へ の 手 紙 」 に つ い て
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（3）Lesson 6「 林 間 学 校 の 思 い 出 」 に つ い て
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４　成果の普及と今後の展望

　上記の三つの課について調査研究を進める中で

二つの問題点が浮き彫 りになった。一つ 目は言語

材料が十分に定着 していないことである。生徒が

書いた下書き原稿は，教科書で扱った既習材料で

あるにもかかわらず，文法的な誤 りや表現の誤用

が目立った。また，自分が使える語彙が乏 しいた

め，一文 が短 く，同 じ表 現形式 を繰 り返 し用いて

いた。 したがって， いか に して生徒 へ のinput

を増や し，それ を確 実 に定着 させ ，outputへ つ

なげるかが大 きな課題 である。 まず最初 に，良質

のinputと して，生徒 が活用 できる正 しい英語

表現 を数多 く与 える ことが出発点 になろ う。教材

か らコ ミュニケ ー シ ョンに使 えそ うな表現 を選

び， 表 現集 として ま とめ るの も一 つ の方法 で あ

る。次 にパ ター ンプ ラクテ ィスや例文作 りな どを

とお して これ らの表現 の定着 を図 り， さらには実

際 に使 う機 会 を与 えるこ とが必要で ある。教科書

本文 の要約 文作成 ， 口頭でのstory－retelling

といった手法の導入 も検討 してい きたい。

　二つ 目は内容面での レベル ア ップ をはか るこ と

で ある。 「自己紹 介」や 「林 間学校 」で は生 徒間

で内容 が似 通った ものが多 く，個性 的な作品はわ

ずか であった。 「手紙 」では，趣 味や 部活動 な ど

自分 に関す る内容 が多 く，教科 書の題材 であ る「主

人公 の生き方」や 「福祉 問題 」に言及 してい る文

章はほ とん ど見 られ なかった。 内容 面の充実 を図

るためには，教科 書を用 いた読解指導 が単な る内

容理解 に終 わ らず ，生徒 自身 を題材 に深 くかかわ

らせ る よ うな授 業展 開 を考案 しな けれ ばな らな

い。 さらに，話題 の提示 方法 を工夫 し，表 現内容

が個性 的で多岐 に渡 るよ うな発展学習 を展 開 させ

てい く必要 がある。読 んだ内容 につ いて意 見や感

想 を書 かせ た り，ペ アや グルー プで意 見交換 させ

るよ うな活動 を今後取 り入れて いきたい。

　今後 は，先 に述べ た問題点 を課題 としてその解

決 に努 め，一人で も多 くの生徒 に 「確 かな学 力」

が身 に付い た と実感 させ ，また，英語 の学 習に魅

力 を感 じさせ たい。 そのた めに も， 「研 究の ため

の研究」で終 わるこ とのないよ うに， 来年度 以降

も継続 して ，実践 した授業 を常 に内省す る ととも

に，効果的 な評価方法 を模索 していきたい。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 的場敏信

所 在 地 ： 京都府京都市伏見 区向島西定 請120

電話番号 ：O75-621-4788

Ｉ　研究指定校の概要

１　学校・地域の特色及び実態

　本校は、校是 「明朗」「寛容」「忍耐」のもと

昭和60年 に商業に関する専門高校 「京都府

立商業高等学校」 として開校 し、平成15年

の学科改編により 「商業」 と 「情報」の専門

高校 「京都府立京都すばる高等学校」に、校

名 も新たに再出発 して ５年 目を迎える高校で

ある。 ２学期制 を取 り入れて65分 で授業を行

ってお り、販売学習等の学校行事を継続的に

実施す るとともに資格取得や部活動 を奨励 し

ている。また進路については、進学希望者が

約 ７０％を占めている。

２　学校の概要 （平成19年5月1日現在）

教員数 ５０ 名 （８名）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　調査 研究 につ いて

(1)研 究 主題

　専 門高校 におけ る実践的 コ ミュニケーシ ョ

ン能力の育成

(2)平 成19年 度 の調査研究のね らい と対象

［調査研 究のね らい］

　①　 英語 を聞 く、話す機 会を増やす。

　②　 既習 の文法事項 ・表 現を用 いて自分の

身 の回 りの ことについて、表現で きるよ

うにす る。

　③　 発表す る機 会を多 く持つ こ とによ り、

さらに英語 を使 うことに興味 ・関心が持

て る ようにす る。

　④　 readingの 指 導 を工夫す ることに よ

り、読む スキル の向上 を 目指す。

［調査研究の対象］

第 １学年情報科学科 ２クラス３講座　英語 Ｉ
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２　生徒の学習の実現状況と考察

○ワークシー トの活用

　本文を読む前に、ワークシー トを用いて基

本事項をあらか じめインプッ トする方式を用

いた。英語で書かれた単語の定義を読んで本

文中から探 した り、熟語や連語については、

日本語の意味を与えて、意味を理解 した上で

自由英作文させたりした。訳読方式の授業で、

わからない単語や表現がでて くると嫌になっ

ていた生徒達、特に低学力で意欲のない生徒

達にとっては、未知語の多い英語の長文に取

り組むより、学習意欲を高められた。

○大意把握

教科書の異なるページに記述されている本

文を1枚 のプリン トに統合 し、全体を読ませ

て、英問英答、英問 日答、T or Fな どの質問

により、全体像をつかませることに重点を置

いた。質問の答えについては、個人、または

ペアやグループで協力 して考えて答えさせ、

正答者 （グループ ・ペア）にボーナスポイン

トを与える等、全員が活動に参加できるよう

に配慮 した。本文の英文には、新出の文法項

目を含む文や、説明を要する文を太字にする

などの工夫をした。生徒には学習ポイン トが

よくわかり、膨大な量の英文を前にした恐怖

心やプレッシャーが少なくなり、英語の学習

に積極的に取 り組むようになった。

○全員板書発表

　目標指導項 目を含んだ自由英作文について

は、全員に板書による発表をさせた。他の生

徒の文を見ることによって、より高度なもの

ヘチャレンジしようとした り、人と異なる内

容を表現 しようとい う生徒の意欲をかきたて

た。また、間違いやすい所 を指摘しやす く、

生徒への注意を喚起す ることができる点でも

有意義であった。 さらに、内容が高度であっ

た り、クリエイティブなものにはボーナス点

を与えた りすることにより、次の機会に一層

努力する生徒が増えた。

○活動観察

　ペアや グルー プで協力 し合 って、作成 した

会話の発 表な どをコ ミュニケーシ ョンへ の関

心 ・意欲 ・態度 の評価 とす ることを生徒 に提

示 した。一人で学習す るこ とが困難 な生徒 も

ペアや グループ で協力せ ざるを得 ない仕組み

を設定す るこ とによ り、 自然 と活動 に参加す

るよ うにな り、授 業 に活 気が出てきた。また、

グループで競い合 う意欲 も見 られ るようにな

った。 さらに、 口頭発 表 については、聞い て

い る生徒 にも相互評価 シー トによ り評価 させ

るこ とによって、他の生徒の発表 を しっか り

聞いた り、批評 した りす る態度 を育成す るこ

とがで きた。 ただ し、生徒 に よる相互評価 は

評 定 を出す際のデータ としては使用 しない。

○ リーデ ィング指導

　毎時間、単語 テス トに出題 され る単語を含

んだ文 を音読す る、教科書 のスラ ッシュリー

デ ィングをす る、ペ アや グループでの音読練

習 をす る、 レシテー シ ョンテ ス トをす る等 、

できるだけた くさん音読す る時間を とるよ う

に指導 した。 しか し、正 しい発音の習得 が、

課題 として残 っている。○

課題

　課題 について評価の対象 とす ることに し、

A,B,Cで 評価 をつ けて返却 した。B,Cの 評価 の

者 は再提 出が義務付 け られてお り、後 日小テ

ス トによ り確認 した。小テス トで も合格点 に

満た ない場合は再テス トを行 なった。

○考察

　活動 中心の授業にす ることによって、生徒

が授業に積極 的に参加す る度合 いは画期 的に

上昇 した と思 われ る。 ただ し、 目標項 目に よ

っては習得 が不十分 な ものもあった。 またそ

ういった 目標 を達成 できてい ない生徒 の継続

的な指導が不足 してい る実態 もあ る。今後、

そ ういった問題点や課題 を解 決 してい く方法

の検討 が必要で ある。
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３　評価 方法に関す る研究成 果

○関心 ・意欲 ・態度

　 AETと のテ ィー ムテ ィーチ ングの授 業や、

グループ、ペアの活動の際 に、前期 ・後期各

１０回ずつ ほ ど観 察 の機 会 を設 定 し、A,B,C

で評価をつ けた。 ○表 現の能 力

　各単元で指導 目標 とす る文 法項 目や熟語 ・

連語 な どを用 いて 自由英 作文 を させ た。全員

板書 や提 出 されたハ ン ドア ウ トに よ り、A,B,

Cで 評価 した。ペア ワー ク ・グルー プ ワー ク

の発表 をA,B,Cで 評価 した。

○理解の能力

　内容把握の英間英 答、英問 日答、T or F、

質問紙や要約 な どを提 出 させ 点数化 した。

○知識 ・理解

　週に ２回、前期 ・後期 ２０回程度 単語テ ス

トを した。副教材 の文法 のテ キス ト・問題集

を課題 とし、小テ ス トで確認 した。 定期テス

トの一部で知識 ・理解 を確認 した。

○研究成 果 と考察

　毎時間のイ ンプ ッ トの作業 と して、 ワーク

シー トの記入、音読等 があ り、講義 式の受動

的な授業 か ら自ら学習す る能動 的な授業へ と

変えたこ とによ り、生徒 の授業 に取 り組む姿

勢 が大 き く変化 した。 さらに、 グル ープワー

クやペア ワー クを多 く取 り入れ、協力す るこ

とによって、個人では理解 で きない部分を補

足す ることができ、授業に対 して無気力にな

る生徒が激 減 した。 また、全員板 書や 口頭発

表等のア ウ トプ ッ ト活動 も全員 がす る とい う

こ とで、緊 張感や 向上心が生 まれ 、授業の活

性化 につ ながった。

今後 の課題 として、各観 点の比率が適切 で

あるか、 また評定を出す ための評価 データの

内容や 量が適切か、客観的 であるか、定期テ

ス トの内容 等の検討 ・改善 を継続的 に行なっ

てい く必要 がある と思われ る。

　また 、教科 の体制 として、 ワー クシー トの

作成、活動観察の時期、課題評 価の量な ど、

についての協力体制 と共通認識の徹底が必要

であると考える。

４　成果の普及と今後の展望

　平成 １８年度京都府立高等学校英語教育研

究会の会誌に研究状況を報告した。また平成

１９年度 も同様に2年 間のまとめを掲載する

予定である。また、研究会等で発表の機会が

あれば行なう予定である。 さらに、まとめの

冊子を作成 し、授業で使用 したワークシー ト

や、生徒の課題作品などを紹介 し、他校の先

生方の授業の参考にしていただきたいと考え

ている。

　今後、この ２年間の成果を踏まえて、成果

が上がった点については継続 し、問題 のあっ

た点については課題を明確にし、改善策を考

え、よりよい指導につなげていきたい。
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