
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 ： 福 田　 雅雄

所 在 地 ： 東京都 荒川 区西尾久

4-30-28

電話番号:03-3810-9725

Ｉ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

○学校は職住混合地域に位置 し，保護者 ・地

域の学校に対する期待が強い。

○学校における日常の学習活動を徹底させ，

学力の向上を図る。

○学習指導 ・評価計画の充実を図 り，授業改

善を推進 させる。

○家庭学習の目当てを持たせ，家庭学習の習

慣化を図る。

○習熟度学習の推進 （英語，数学）

○T・Tの 推進 （理科）

２　 学校の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員 数　 15名 （3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

　生徒一人一人の学習状況を的確に把握す る

評価方法の工夫

（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］

・昨年度の成果と課題を踏まえ，より客観

的で妥当な評価規準を再検討する。

・学習指導 ・評価計画の内容を充実 させ，

授業改善を推進する。

［調査研究の対象］

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

（1）１学年

事例 ：オ リジナル スキ ッ ト

　 生徒 の実態調査 よ り， 「コミュニケー シ ョン

へ の関心 ・意欲 ・態度 」「表現の能力」「理 解

の能力」 「言語や文化 につ いての知識 ・理解」

の ４観点 において ，本校 の生徒 （１年～ ３年）

は，特 に 「表 現 の能 力」 が弱い こ とが明 らか

になった。このため，既習事項を使った 表

現活動に重点を置いて指導した。具体的に は
自己紹介（４月），前回の自己紹介に情報を

プ

ラスした自己紹介（５月），「自己紹介カード」

（７月），「自分の宝物」（10月）を題材として

指導した。11月 にDO IT TALK 3“ い つ 練 習 す る の ？”
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の単元で，“When do you practice～ ？” “I

 practice on～.” の表 現 を用 いてオ リジナル

スキ ッ ト作 りに取 り組 ませ た。

　 この活動 の課題 は，本 文の対話 に， １～ ３

文の英 文 を加 えて対話 を作 るこ とと した。 た

だ し， 自然 な話 の流れ で あるこ とも条件 に加

えた。 今回 も，表現へ の意欲 を高め るため，

全員 が １文 を書 き加 え発 表で き るこ とを到 達

目標 とした。教 科書 の対話 に付 け加 える こ と

のでき る表現 をい くつ か例示 した。 また， よ

り自然 な会話 を考 え させ るため に，会 話の場

面 を具体 的に決 め させ て ，対話 を作 らせた。

評 価は（Fluency/ Delivery/ Content） の ３

点について２段階で評価した。生徒全員が 楽

しみながら場面設定を進めていたが，Content

の「オリジナルな表現を加えたか」という 点

については， ９割 の生徒は，最初 と最後 に 「あ

い さつ 」の表現 を加 え る程度で あったが ， １

割 の生徒 は、教 科書 の会 話 を広 げて対話 を作

るこ とがで きた。

　 しか し， 「あい さつ」 の慣用表現 は容易 に運

用 でき るが，一般動詞 を用 いた簡単 な表 現等

の，運用能 力が不足 して い ることが分 か る。

表現の能力がCの生徒は， 「あい さつ 」は 加 え

ているが ，恥ず か しさのため、 「全員 に聞こえ

る声量」 で発 表 がで きなか った。今 後、全 員

に聞 こえ る声量 が大切 な こ とを指 導 して い き

たい。

今回の活動では，準備に時間を割かずに 表

現 をさせたが，実際 の コ ミュニケー シ ョンで

は， 「相手の質問 に即答 で きる力」 も必要で あ

る。 この力 も今 後 の活 動 に加 えてい く必要 が

ある。

　 また，オ リジナル ス キ ッ トの作成 におい て

は， 「書 く力」 も より高 める必要 がある。そ の

ため に、教 科書 の書写 ・毎 時間行 ってい る簡

単なDictationに よ り，正 しい表記法 の指導 ，

正 し く文 を書 くことが で きる指導 を続 けてい

く必要 があ る。 さらに，辞 書 を活 用す る指 導

も必要で ある。

（2）２学年

事例 ： 将来 の夢 につ いてのス ピーチ

　不 定詞 の ３つ の用法 の定着 と自分 の将来の夢

につ いて英文 でま とめて話 した り，書 くことを

到達 目標 とす る単元 で， ス ピー チ原稿づ くりと

ス ピーチ発表 を行 った。文法事項 を定着 させ る

時間を最初 にま とめて確保 し，基礎 ク ラスの生

徒 におい て も不 定詞 の各用 法 を概 ね理解 で き

た。

　 しか し，具体的な将来の夢が決ま っていない，

あ るいは夢がない， とい う生徒が多数い る。 キ

ャ リア教育の一貫 と して ２年次 に ５日間 の職場

体験 を予定 してい るこ ともあ り，早い時期か ら

職業への関心 を高 めてい く必要性 もある。 この

学習 に入 る段階か ら，各時限 のウォー ミングア

ップ で行 ってい る ビンゴで職業 を表 わす語句 を

提示 し，継続 して行 った。 よ り多 くの職 業を表

す語彙 を提示 したこ とによ り，様 々な職 業があ

ることを知 り，ス ピー チ作成 の際の ヒン トとな

った。

　 また，昨年度 の第 ２学年でのス ピーチ指導で

「自分の夢」について英文 を作成す るこ とに抵

抗が あった とい う反省 を生か し， 「弾丸ベ ラベ

ラ」 と称 し，ス ピーチ によ く使われ る大切 な表

現 を生徒 に提示 し，継続 して 口頭練習 を行 った。

は じめは教員の あ とについて音読練習か らスタ

ー トし，慣れて きて か らはペ アで じゃんけんで

順番 を決 めた り，お互 いを採 点 した りす るな ど

ゲー ム性 を取 り入れ ，意欲 的に練習 がで きるよ

うに工夫 した。

　 ス ピー チ作成段 階でマ ッピングを用 い， 自分

が何 が好 きで 将来 どん な こ とを して い きたい

か，考察す る時間を確保 した。ブ レイ ンス トー

ミングの方法で 自分が何 を したいかイ メー ジを

広げてい くことによ り，方 向性が はっき りした

生徒 も見 られた。 しか し，実際 に 「自分 の夢」

につ いて英文作 成す る段階 になって も， 「自分

には夢はない」「将来 の夢な ど見 当もつかない」
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とい う生徒も多く見られた。

　スピーチでは ８文以上の英文を書 くことを条

件 としたが，前述の 「弾丸ベラベラ」の表現を

３～ ４文含めてもよいこととし，低位生徒の負

担を軽減 した。また基礎コースの生徒には様々

なモデル文の提示をし，８文以上の英文をさせ

た。それでも厳 しい生徒には穴埋めをする程度

に留めた。練習 コースの生徒においては意欲的

にオ リジナル文を作成する生徒 も多く見られた

が，逆に英語の力はあっても 「自分の夢」が定

まらないことにより作業が停滞 して しまった生

徒もいた。そのような生徒には 「まだ夢が決ま

っていない」とい う事実や自分の夢を見つける

ためにどんなことをしていきたいかとい うこと

を英語で表現するように指導 した。

　 同様に基礎コースの生徒でも自分の夢をしっ

かり持ち，意欲的にオ リジナル文を作成できた

生徒 も少なくなかった。発表直前の ２時間は習

熟度別コースではなく，英会話をクラス授業で

行い，ALTも 含めて ３人のT・Tで 添削や発表練

習にあてた。発表においてもクラス授業で行い

学級全員の発表を見ることにより，生徒にとっ

てもよい刺激になった。

中学生にとって夢を語ることは決して簡単なことではない。 日本語でさえ難 しい作業である

が， 自分の将来について考察 し， 自分が将来何

をしたいかを決め，それ向かって努力 してい く

ことは生徒にとって非常に大切なことである。

時間を要するが，今後も継続 して指導 していき

たい。

評価は（Loudness/ Fluency/ Attitude）

２学 年 は元 気 な声 が なか なか 出 ない学年 の た

め，まず通 る声で発表す ることが よいス ピーチ

の第一条件 だ と指導 し，それに応 えよ うと努 力

した生徒 も多 く見 られ た。発表 後 に相 互評価 を

行い，各 自にベス トス ピーチ を ３つ選択 させた。

コメン トも含 めて生徒 に フィー ドバ ック し，今

後 の意欲的 な活動 につ なげる。

（3）３学年

　　 事例 ：「日本 の文化 につ いて説 明 しよ う」

　接 触節や 関係代名 詞 を用いた文の定着 と日本

独 特 の文化 を英文で書 くこ とと説明す る ことを

到達 目標 とす る単元 で，原 稿づ く りと発 表 を行

った。 昨年度 の課 題 として挙 げ られ た，基本 的

な文法事項 の定着 と言語運用能力 の向上のため

には，表現活動 へ繋 が る様 々な活動 を多 く取 り

入れ るこ とが必要 である。 そのため定期 考査 の

中で表現 の能力 を測 る問題や各 単元 においての

表現 活動 Dictation， Reporting活 動 ，英会 話

での オ リジナル スキ ッ トづ く りな ど行 っ て き

た。

　 様 々な活 動を通 じて 「書 くこと」への抵抗が

な くな り，積極 的に書 こ うとい う意欲 が高ま り，

「コ ミュニケーシ ョンへの関心 ・意欲 ・態度」

の評価 におい て98％の生徒が概 ね満 足 とな って

いた。また，基本 的な文法事項の定着は 良 く，

75％の生徒が概ね満 足 とな っていた。

　 しか し，言語運用能力の低い生徒はどうや って日本語を英文にしていけばいいのかわからない。そのため「英作文」への苦手意識が強い。

従って昨年度同様，下記の通り活動手順を明 確

にした。①紹介する日本文化を教師の提示 したものの

中か ら選ぶ。

②紹介す るものの名前 ，いつ ・どこで ・どの

よ うに使 うかな どについ て ３～ ４文で書 く。

③難 しい表現を避け，既習の文法事項や表現

を用いる。

　多くの生徒が身近なものを英語で説明するこ

とが新鮮に感 じられたようで，意欲的に取 り組

む傾向が見 られた。英文の添削はALTとJETが 行

い，できるだけ簡単な英文にできるようヒン ト

を与えるだけに留めた。接触節や関係代名詞を

用いて説明する英文を作成できたのは一部の上位生徒に留まった。言語や文化についての知識・理解がAの生徒は32%であった。
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　評価 は原稿 内容，発表 （Loudness /Attitude）

で行 った。 ほ とん どの生徒が説明文 を 日本語 か

ら考えてい るため，複雑 な英文 になって しま う

傾 向 にあった。 発表段 階で は，十分 な練 習時 間

が とれず ，自信 を持 って発表 がで きなか った生

徒 もいた。表現の能 力がAに 達する生徒が少な

かった原因のひ とつである。

　今後も，日本語に頼 りすぎず英語で表現す る

活動を増や し，自分自身で考えた り，話 した り

す る機会をさらに多 く設ける必要がある。

３　 評価 方法 に関す る研究成果

（1）パ フォーマ ンステ ス ト （１学年）

内　　容 ：ス ピーチ ・スキ ッ ト

評価規 準 ：表現 の能力/コ ミュニ ケー シ ョンへ

の 関心 ・意欲 ・態度

　 ・積極 的に言語活動 に取 り組 む こ とがで き る

　 ・伝 えたい こ とを話す こ とがで きる

　評価方法 の工夫改善 ：表現の能力は（Loud－ness / Attitude / Fluency)の３点で評価した。パフォーマンスの内容を評価する必要がある単元（主にスピーチ）の場合は，上記の３点にContentも加えた。「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」の評価について

は原稿作成時の活動状況の観察，発表後 のス

ピーチ原稿の提出（書き込み状況のチェック）で行った。パ フ ォーマ ンス の評価 計画 は，単元 の内容

に よるが， １～ ２時 間 を原稿作 りと発 表練習

に し， １時 間を発 表 の時間 を基本 と して行 っ

てい る。 前述 の通 り，準備 か ら発 表 まで に １

週 間の期 間があ るこ とに なる。 そのた め，原

稿 に本 人 でない 「第三者 」 の英 文が入 っ て し

ま しま うこともある。 そ のため にも， 作業 の

途 中で スピーチ原稿 を提出 させ ， 「正確 に」評

価 を行 う工夫 も必要で ある。
－
ス ピーチ ・スキ ッ トの評 価 の生徒へ の フィ

ー ドバ ックについて は
，ス ピーチ終了後 ，ALT

か らの感 想 と 「発表 が 良か った生徒」 と 「そ

の理 由」 を伝 えて も らった。 最後のALTの ま と

めを，生徒 は 目を輝 かせて聞 いてい る。ALTか

らのア ドバ イス を楽 しみに してい る生徒 が多

い。

　今後 も評価方 法 ・評価 の フィー ドバ ックの

工夫 を して続 け， 「評価」 を 「表現の意欲 」 に

つ なげ， 「表現の能力」 につなげてい きたい。

（2）ス ピー キングテ ス ト （２学年）

内　　容 ：ALTに よるス ピーキ ングテス ト

評 価規準 ：表現の能力

・自分の考 えや気持 ちな どを聞 き手に正 しく伝

　 え ることがで きる。

　評価方法の工夫改善 ：今までに学習した様々

な文法事項を含んだ15種 類の質問形式をあらか

じめ用意 し，質問に対 して自分で考えて答える

ことができるように練習時間を確保 した。

　 １年次に行ったインタビューテス トでは固定

した答え方を提示 し，それを答えることができ

るかを評価 したため，答え方を覚えているかど

うかを測る形式であった。今年度は練習用 ワー

クシー トで主となる答 えの部分は空欄にし，色

々なパターンを提示 しながら練習を行った。

　英語による簡単なあいさつ後，質問に答える

形式で行った。評価はALTが 行い，前述の質問

形式の中から無作為に ５つの質問をし，答えさ

せた。評価方法は １つの質問に対して， ２点 ・

１点 ・０点の配分で，計10点満点とした。

効 　 果 ：教員対生徒やペアでの練習で，自分

で考えて答える練習時間を確保 してからテス ト

を行ったため，概ねの生徒が自分の考えや気持

ちなどを答えることができた。単元テス トや定

期考査ではC評 価になりがちな生徒もスピーキ

ングテス トに向けて意欲的に口頭練習ができ，

「楽 しく参加できた」 という生徒も多数見 られ

た。評価を学習意欲につなげるためにも定期的
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に実施 したい。

（3）ペーパーテス ト （３学年）

内　 　容 ：定期 考査

評価規準 ：表現の能 力

・既習の文法事 項や表 現を使 って
，伝 えたいこ

　 とを書 くことができ る。

　 評価 方 法 の工夫 改善 ：昨 年度 の課題 を踏 ま

え，生徒 の言語運用能 力 を高め る活動 として，

テ ス トの中で 「書 く力」 を測った。 既習の文法

事 項や表現 を用 いて ， 「自分 の大切 なもの」や

「私 の先生」 な どについて書 く問題 を定期考査

に取 り入れた。定期考査での評価は ３段階評価

とし，A（ 文法や つづ りも正確），　B（ つづ りや

冠詞 などに誤 りがあ るが，おおむね正 しい），C

（文法 に大 きな誤 りが あるが，伝 え よ うとして

い ることは理解 でき る） とした。伝 え よ うとし

てい ることが理解 できない文の場合 のみ ０点 と

した。

　 効　　果 ：英語 で表現す る問題 は避 けるの

ではな く，間違 って も書 いてみ よ うと考 える生

徒 が増 えた。 簡単 な英文 で 自分の言い たい こ

とが表 現 でき るこ とを知 るきっか けに もな っ

た。 また，入試での表現 の能力 を測 る問題に も

積極 的 に取 り組 ん でみ よ うとい う気持 ちに も

繋 げるこ とがで きた。 しか し，伝 えたい ことを

言 うこ とはできて も， 書 く と，文 法やつづ り

の間違 えで正 しい英文 にす るこ とが難 しい と

感 じる生徒 も少 な くなかった。

　 この ことか ら，今 後 も基本文 ・基本単語 の定

着を 小テ ス ト （単語 テス トやDictation） で，

文 法事項 の定着 を単元テ ス トで図って いき，そ

の上で定期 考査 の表 現問題 を通 じて言語 運用

能力 の 向上に繋 げてい きたい。 今後 も言 語運

用力 を高 め る活動 を 日常 の授 業の 中で数 多 く

展開 してい く必要が ある。

４　成果の普及と今後の展望

　成果の普及 に関 しては， ２年間この研究に

取 り組んできた成果を荒川区研究実践報告会

で報告 したい と考えている。

　今後の展望 として，以下のように考えてい

る。

（1）評価 方法の工夫

　 パ フォーマ ンステ ス ト・ペーパ ーテ ス トを

組 み合 わせ て ，最 も評価 しやす い場面 で評価

を行い ，生徒一人 ひ と りの学習状 況 を的確 に

把握す る。

（2）言語運用能力の育成

　今年度作成 した， ３年間を見通 した到達 目

標の見直 しや指導計画を再検討 し，指導内容

や指導方法を工夫 ・改善 してい く。その中で

も，言語運用能力を高める活動を重視す る。

（3）定期考査の問題の精査

　それぞれの問題 が，どの観点別評価に位置

づけられ るかを明確にし，定期考査の作成に

あたる。

（4）授 業改善

　定期考査で測 られた観点別評価をどのよ う

に次の授業に生かすかを考え，指導計画の再

考 を行 う。また，生徒の弱点を把握 し手だて

を考え，授業改善に役立てる。
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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 ： 菊地　伊三男

所 在 地 ： 大阪府寝屋川 市

　 　 　 点野5丁 目28番1号

電話番号 ：072-838-9756

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　 「分かる授業」の取組による指導法の改善を図

り，授業についていけないことから，学校が楽 し

くないとい う生徒の指導を重点課題 としている。

　　この課題解決のための具体的方策 として，基礎

基本の学力定着のための 「単元別完全習得学習」

を実施 し，放課後，個別指導を行っている。生徒

会活動を通した各行事や総合的な学習の時間に

おける体験学習等で生徒の自主活動を多く取 り

入れ，ソーシャルスキルを高めるための参加体験

型の活動等により，生徒の自尊感情の高揚 と学校

の活性化を図っている。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

　　　　　　　　　　 教員数　31名 （　 5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

　　　生徒の学習意欲を高める評価の在 り方

　　～基礎基本の定着につながる指導 と評価の工

夫を通 して～

（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］

　 昨年度より調査研究に取 り組む中で，教師と

生徒，保護者の間で評価が 「共有」されるよう

になったことを実感している。また，生徒にと

ってはこの評価の 「共有」の結果，評価に対し

ては， 「がんばった ら評価してもらえる，ほめ

てもらえる。」とい う積極的でプラス的な捉え

方ができるようになったと思われる。したがっ

て，本校の研究テーマである 「学習意欲を高め

る評価の在 り方」については， 「生徒アンケー

ト」の結果からも，ほぼ達成できたと言える。

　 そこで，今年度については 「意欲の向上」か

ら 「技能の向上」を目指 した取組を行っていき

たい。具体的には， 「発展的活動」として，昨

年度より意欲的に取 り組んできたスピーチ・ス

キット発表の成果を授業外での取組 （JICAで

の国際交流や本市小中学校英語教育特区研究

発表会への参加等）へ とつなげていきたい。ま

た， 「課題」への取組 としては，Ｃ評価の生徒

に対す る授業内外 における工夫 された個別指

導を通して，意欲，技能の向上を図ることであ

る。以上の具体的な取組に当たって，日々の授

業実践を通 してさらなる評価方法の改善，指導

方法の見直 し等に努めていきたい。

［調査研究の対象］
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２　児童生徒の学習の実現状況と考察

　(1)固 定ペアによる学習形態

　 ①　ペア学習を土台とした取組

　　　 本校の研究テーマである「学習意欲を高め

るための取組」において，このペア学習を全

学年 ともその土台として位置付けてきた。ペ

ア作 りにあたっては，「学習 リーダー＆パー

トナー」 となるよう習熟度を取 り入れてい

る。その結果，生徒が生徒を教える学習環境

が作 られ，努力を要す ると判断される生徒

（以後、 「Ｃ評価の生徒」）への手立ての一

つ としても用いられている。

　　　 実際にペア学習が生徒にとって学習意欲

を高めるもの となっているか，「アンケー ト」

を実施 した。

　　 　　　 　　　 ア ンケー 卜結果 （3学 年）

　　ア ンケー トは1学 期 ご とに実施 したが，途

中，意欲 の低下が見 られ る時期 もあった。そ

こで，ペア ・座席替 えを行 った り，また新 た

にチャ ッ トペ アを作 った り，グル ープ ワーク

に取 り組む な ど，固定ペア以外の学習形 態 も

取 り入れ る工夫 を した。その結果，固定ペア

による学習形態 も相 乗 的に生か されて きた

よ うに感 じる。実 際に 「コ ミュニケー シ ョン

へ の関心 ・意欲 ・態度 」の評価 も以上の結果

と比例 して，全 体的に高まってきている。

② 　成果 と課題

　　成果 については，ペ アに よる 「教 え合 い」

が授業 中だけでな く，放課後補充学習の時 も

行 われてい る。生徒指導上 の問題 を含む Ｃ評

価 の生徒 も一 人で 自主的 に取 り組む ことは

難 しい が，隣にいる仲 間 とな ら一緒 に学ぼ う

とす る態度が見 られ，実際 に力 が伸びて きた

生徒 もいる。ただ，全 てのペ アが効果 を生み

出 している訳で はない。前述 したよ うにや は

り，各単元で効果 的な指導や評価 の方法 を工

夫 し，その方法に適 した効果的 な学習形態 を

積極的 に取 り入れてい くことに よって，力を

伸 ば してい くこ とがで きると言 える。

（2）　　”Speech Show”

①　 意欲 の向上への取組

　　 年度初 めよ り，本校 の研究 テーマ 「生徒 の

学習意欲 を高める評価 の在 り方」に基づ き，

以 下の方法 を通 して生徒 と教 師 の評 価 の共

有化 を図った。その結果 「ア ンケー ト結果」

か らもわか るよ うに，特 にス ピー チや スキ ッ

トな ど 「発表活動」に対す る学習意欲 が向上

し，評価結果 にも大 きな効果 をもた らした。

　　　・『英語科だ よ り』を通 して生徒 と保護者

に 「評価 」につ いて，提示 ・説 明を した。

　　　・毎授 業時間， 「学習 目標」や 「評価 規準」

を提示 した。

　　　・「自己評価 カー ド」や 「相互評価 カー ド」

を通 して評価 眼を養 った。

　 　　　　 ア ンケー ト結 果 （３学 年 ：今年度）

② 　技能の向上へ の取組

　 　 「話す こと」において，達成 できた 「意欲

の向上」か ら発音面な ど 「技能 の向上」への

取組 として，各 自 「暗唱」に入 る前 に教師 に

よる 「発音指導」を受 け させ た。個別指導 と

な り，時間 もかか るためJTE２ 名 とALTの ３

名で指導 にあたった。次時 はス ピーチテ ス ト

の 「リハー サル」の時間 とし， 「ペア 内スピ

ー チ→ 全員起 立 して一斉 ス ピー チ」 を行 っ

た。この よ うに発表 までの練習 を充実 させた

こ とによって， Ｃ評価 の生徒 が減少 した。

　 　ス ピーチ文 を 「書 くこ と」において苦手で

あるＣ評価の生徒への手立て として， “Help

 Handout” （例文等 を含んだプ リン ト）を前 も

って準備 してお き，机 間指導時 に配布 して個
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　 別指導に 当たった。特 に，Ｃ評価 の生徒 に対

して，必ず具体的 な支援方法 を講 じてお くこ

とは，充実 した授業全体の雰囲気 を持続 させ

るために も重要な指導方法 の一つ と言 える。

③ 　今後の展 望

　　　今後 もス ピーチな ど発表活動では，T.T.

を適宜取 り入れ ，一 人ひ とりへの個別 指導

の時間をでき る限 り確保 したい。また，例

えば 「音読」 で “Read and Look Up” を用

いた練 習を継続 して行 った り，ペアの相手

との音読練習 な どで も感情表現に意識 して

取 り組 ませ る等 の工夫 を してい きたい。

（3） “News Show”

①　 英語教 育特 区研究発表会に向けて

今年度 ，上記 の本 市発表会 で本校 は 『英

語 活動』 の舞 台発表 を行 うことにな り， ３

年 生の 「３年 間 ス ピー キ ング活動 の総ま と

め発表」 として取 り組んだ， “News Show”

を発表 した。

　　　 　　　 　 “News Show” 舞台発表の様子

　　本単 元 を 「発展 的活動 」 と して， 昨年度

よ り意 欲的 に取 り組 ん できたス ピー チや ス

キ ッ ト発表 の成 果 を授業外 での取組 へ とつ

なげてい くこ とは，今年度 の調査破 究のね

らいの一つで もあ る。 「意欲 の向上」 と共

に 「技 能の 向上」 も 目指 し，他 の教師 とこ

れ までの指導方 法，評価方法 を見直す 良い

機会 とな った。

②　 指導方法の工夫～T.T.と グループ活動～

　　 ニュー ス番組 の内容 は，生徒 に とって興

味深 い と思われ る 「職場体験 学習」の様子

を現場 か ら レ ポー トす るものであ る。扱 う

教材 の内容 に対す る生徒の興 味度 が，後 の

取組へ の意欲 を左右 し，実現状 況に も影響

す るため考慮 した。 そ の結 果，意欲 の面で

は Ｃ評 価 の生 徒 は ほ ぼ い ない状 況で あっ

た。

　 　学 習形態 は好 きな者 同士の グルー プ とし

た。 この点 につ いては ，固定ペアで スキ ッ

トを させ た時 に，意欲 の面 で少 し欠 けた と

い う生徒 の声 が多か った ためであ る。結果

的 には，ほ とん どの グルー プが原稿 づ く り

か ら練習 ，発表 まで意欲的 に取 り組 めてい

た。 指導形 態については，今回 はT.T.で 行

った。発表 活動 な ど原稿づ くりや発 音練習

な ど個別指 導が 多い取組は少人数指 導で行

って きたが，生徒指 導上対応 が困難 なＣ評

価 の生徒へ の個別指 導 を含む場合 な どは，

複数 の教師 が対応す るT.T.の 方が全体 の授

業 の流れ も崩 さず進 め ることができ，効果

的 であった。

③　 評価方法 の工夫

　 　 「表現 の能力」 を教師一人 で 「観 察」に

よって評価す るこ とは，困難で信頼性 に も

欠 け るが，今 回 「音読 テス ト」 をグル ープ

内で発 表 させ ，複数 の教 師で評価す ること

に よって，信頼性 も高ま り，時間削減 に も

なった。 また， 「相互評価 」 を通 して聞 く

活動 も取 り入れ るこ とができ，鑑賞す る生

徒 も共 に発表に参加 す る態度 で臨ませ た。

　 　本 単 元の それ ぞれ のテ ス ト結 果 （ペーパ

ーテ ス ト， リスニ ングテス ト，音読テス ト，

発表等）も他の単元に比べ，Ｃ評価 の生徒 は

少 なかった。特 にペ ーパー テス トの 「言語

や文化 につい ての知識 ・理解 」の評価 は，

これ まで常に最 も低 か った が，今 回 Ｃ評価

の生徒 は，わず か8％ で あった。 理 由は題

材 が生徒 に とって興 味深い ものであ った こ

とと，一 つの教材 に対 して 「聞 く ・話す ・

読 む ・書 く」の4つ の活動 を結び付 けて取

り組 ませ る ことで ，繰 り返 しの学 習に よっ

て効果 を もた らした と言 える。
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　 ④ 成果 と課題

　　　音読， ス ピー チ， レポ ー ト，ス キ ッ トな

ど生徒 それぞれ の力や興味 に応 じた役 が存

在 し，場面 も 自由に選ぶ こ とがで き る 「創

作劇」の特徴を持つ “News Show” の題材そ

の ものが，評価結 果 に益 を もた らした と言

える。十分満足で きると判断 され る生徒 （Ａ

評価 の生徒） も Ｃ評価 の生徒 もそれ ぞれ の

役割 を通 して，等 しく満 足感 や達成感 が得

られた よ うであ った。

　　　課題 につ いては， 発表 の際， 相 手にわ か

りや す く 「伝 え る」 とい う点で ，声量や発

音 面の改善 が必 要で ある。 今後 ，改善 に向

け， 「音読 」の強化 ，　 “Chat　and　Report”

等 に継続 して取 り組んでい きたい と思 う。

（4）　　“CREATIVE WRITINGノ ー ト”

　　自己表現文や発 表原稿 を再び ，絵 や写真 を

添えて書 き写す 白地の ノー トの こ とで ある。

　　 「表現 の能 力」育成 のため の取組 と して，

『原稿 作成→発表 → “CREATIVE WRITINGノ ー

ト”』 を一連 の流れ と して取 り組 ん でい くこ

とを本校 の特 色 としてい る。 スピー チや スキ

ッ ト， プ レゼ ンテー シ ョン等 ，発 表活動 は全

て この 流れ で取 り組 ん で きた 。 “CREATIVE

 WRITINGノ ー ト”の優 秀作品 はカ ラー印刷 し，

「国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科 掲示板 」で紹介 している。

特 に， Ｃ評 価の生徒 も意欲 的，積極 的に ノ

ー ト作成 に取 り組 んでい る点か ら，本校 の研

究テー マで ある 「学 習意欲 を高 める」取組 と

してぜひ，今後 も継続 していきたい と思 う。

生徒作品　　　　　　　　生徒作品

生徒作品 （『国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科 掲示板』に掲示）

３　 評価方法に関する研究成果

　（1）　 「観察」を活用 した評価方法①

　 ①　内容

　　　 固定ペアの相手との 「会話」や 「音読」

　 ②　評価規準

　　　　 （言語活動への取組）

　　　・ペアの相手に間違いを恐れず英語で積極

的に話 している。

　　　・ペアの相手 と教科書を積極的に音読 して

いる。

　　③ 評価方法の工夫改善した点とその効果

　　　・評価中はより観察 しやすいように，全員

起立 させて活動 させた。起立させ ることに

よって活動に不参加であるＣ評価の生徒を

す ぐに見つけることができ，個別指導でき

た点は効果的だった。また，ペアの相手に

単語の読み方を教えたり，意欲的でない相

手に声 をかけ起立させるなど，教師だけで

な く生徒同士による個別指導の機会となっ

ている点においても効果的である。

　　　・生徒には活動前に必ず 「評価規準」を知

らせ， 目標を持たせて取 り組ませることに

よって，程よい緊張感とがんばろうとする

意欲 と態度が感 じられた。実際にＣ評価の

生徒はほとんどいない状況と 「アンケー ト

結果」からも，この 「観察」による評価方

法を用いることで，生徒たちの 「話す こと」

への意欲 ・積極性 を高めることができた と

言える。生徒たちが 「評価 に対 して， 「が

んばったら評価 してもらえる，ほめてもら

える。」とい うプラス的な捉え方ができた

からではないかと思われる。
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④ 　今後の展望

　 　 意欲低下 を防 ぐため，評価後，前で発表 さ

せ た り， 固定ペ ア以外のペア （Chat Pair等 ）

活動や グループ活動等，各単元で よ り効 果的

　 な学習形態 を柔軟に取 り入れていきたい。

（2）　 「観 察」を活用 した評価方法②

① 　内容

　 　　 「プ レゼンテーシ ョン」

②　評価規 準

　 　　（正確 な発話）

　 　・地図 を用 いて ， 自分 が行 ってみたい場所

やそ こで したいこ とな どにつ いて聞 き手 に

わか りやす く説 明す るこ とが できる。

③　評価方 法の工夫 改善 した点 とその効果

　 　 ・ 「観察」 に よる話す こ とに関す る活動 の

「コミュニケーションへ の関心 ・意欲 ・態度 」の評価

は行 いやす く，適 してい る と思 われ る。一

方 ， 「表現 の能 力」 につい て も可能 と言 え

るが， 同 じ授 業時 間内に全て の生徒 を観 察

す る ことは困難 で あ る。 そ こで，T.T.と グ

ル ープ ・ワー ク を取 り入 れて プ レゼ ンテー

シ ョンの評価 を試みた。評価 ポイ ン ト（声 の

大 き さ，アイコンタクト，わか りやす く伝 えるな ど）

が提示 され，短 い時間 の中で 「原稿 作成 →

ペ アで暗唱練習→ グル ープで発 表」 を行 う

こ とに よっ てかえ って意欲 と集 中力 が増 し

た よ うに感 じる。 また， グル ープでお互 い

に進 んで協力 し合 い，教 え合 う雰 囲気 も見

られ，楽 しんで取 り組 んでいた。

　 　・６グルー プで一斉 に一人ずつ起立 させ，３

名 の教師 がそれぞ れ ２人 の生徒 を同時 に評

価 した。 評価 時間 削減 となるだけ でな く，

発 表前 に，複 数 の教師で Ｃ評価 と予想 され

る生徒へ の原 稿作成等 ，個別指 導で きた結

果 ，実際 にＣ評価 の生徒 はほぼいなかった。

④　今後の展望

　 　・1時 間で 「原稿 作成 →ペアで暗唱練 習→

グルー プで発表 」まで行 うには，やは り基

本文型が定着 している ことが重要であ る。

今回の取組までに “基本文型を用いたChat

 & Report” に取 り組んだ。その結果 「原稿

暗唱が楽だった。」 とい う感想の生徒が多

かった。今後も継続 して基本文型の定着を

はかるための指導を工夫していきたい。

　　 ・複数の教師で評価する場合，事前に評価

基準について細か く打ち合わせをすること

が大変重要である。

（3） 「ペーパーテス ト」を活用 した評価方法

①　内容

　　　 「単元テス ト」 「小テス ト」

②　評価規準

　　　（言語についての知識） （正確な筆記）

　　・文型の構造や意味等について知識がある。

　　・文法に従って，正 しく書 くことができる。

③　評価方法の工夫改善した点 とその効果

　　・本校においては到達度学習 （基礎 ・基本

完全習得学習）を実施 している。1単 元終

了後 「単元テス ト」を行い，不合格者は放

課後 「再テス ト」を受ける。再び不合格 と

なった生徒 （Ｃ評価に相当する生徒）は補充

授業に参加す る。また，個 々の生徒の学習

成果 を上げるためにも 「単元テス ト」の内

容を定期考査に出題す ることによ り，学習

効果を確実なものにしていくことがねらい

である。Ｃ評価の生徒への手立てとともに，

本校の生徒の実態 （学習習慣 が身について

いない）にも即した取組となってお り，中間

層の生徒たちの学力向上も目指している。

　　 授業中目立たない真面 目なＣ評価の生徒

は，補充学習を通 して定期考査ではおおむ

ね満足できると判断される評価 （Ｂ評価）

を得ることができるようになってきた。

　　・観点別で 「言語や文化についての知識 ・

理解」におけるＣ評価の生徒が比較的多い

ことより，基本文型の定着をはかる工夫や，

単元テス トまでに 「ワークシー ト」や 「小

テス ト」を行 う等，書く活動場面を増やす

などした。また， 「単元テス トの内容を定
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　 期考査に出題す ることを今後も期待する」

とい うアンケー ト結果を踏まえ，単元テス

トか らの出題率を高 くした。その結果予想

　 以上にＣ評価の生徒も含め， 中間層の生徒

たちの点数の伸びが 目立った。学習習慣が

身に付いていない本校の生徒 の実態 を踏ま

えると，今後 も 「ワークシー ト→小テス ト

→単元テス ト→定期テス ト」の流れ を踏襲

し， 「指導 した内容」をテス ト問題に反映

させるというこの方法を継続 したい。

④　今後の展望

　　 今後もＣ評価の生徒への個別指導を授業

内 と放課後補充学習の ２本立てで取 り組ん

でい く予定である。授業内においてはさら

な る指導可能な取組 を研 究 してい くこと

と，放課後補充学習では，生徒指導面で困

難なＣ評価の生徒参加率を上げる為，続 け

て学校全体で取 り組んでい く必要がある。

（4）「自己評価」　 「相互評価」による評価方法

①　内容

　　　 「パフォーマンス」（スピーチ，スキット等）

②　評価規準

　　　（言語活動への取組）

　　・ 「書 くこと」 「話すこと」の言語活動に積

極的に取 り組んでいる。

　　・ペアワークや グループワークなどにおい

て必要に応 じて協力 しあっている。

③　評価方法の工夫改善した点とその効果

　　 「自己評価」 ：

　　・本校の研究テーマである 「学習意欲を高

めるための評価の在 り方」に基づき，本番

までの取組の部分で意欲の維持をはかるた

め 「自己評価カー ド」を用いた。実際は 「観

察」によって評価 した。 「自己評価カー ド」

には 「原稿作成提出」 「暗唱合格」等， 毎

時間の 『学習 目標』を示 してあ り，授業の

最初に確認 させた。 目標が達成 されない場

合は不合格になるため，練習の時もだらけ

ずに熱心に取 り組む生徒が増えた。その結

果， 「表現の能力」の評価 も上昇 した。

　　　 「相互評価」 ：

　　　 ・ 「相互評価カー ド」の内容については，

内容理解のための質問，発表者の良かった

点，感想を英文で書かせ るなども含 めた。

その結果， 「聞 く態度」が良 くな り，ほめ

られることで自信を持ったようだ。 「英文

感想」についてはＣ評価の生徒 も書けるよ

う例文を与えた。 どの生徒 も積極的に英文

で書いてお り，その英文を発表 もさせたの

で，話す取組にもつなが り効果的となった。

　　　 ・評価規準のＡＢＣの評価について事前に

分か り易 く具体例を示 した上で評価 させた

結果， ＢＣの評価 も出せるようになった。

　　 評価力，評価眼を養 うためにも必要である。

　 ④　今後の展望

　　　　自己評価や相互評価は，それ らを通 して

「学習意欲」を高めることを目的 とするた

め，その結果を観点別評価のための資料 と

して用いることはせず，指導の一貫 として

今後もとらえたい。

４　 成果の普及と今後の展望

　 本研究を通 して評価方法の工夫，指導方法の

見直 しがなされたことにより 「授業を変える」

機会を多 く持つことができた。その結果，本校

の 『研究テーマ』でもある生徒の学習意欲を高

めることができ，生徒一人ひとりの学力を多角

的な視点か ら把握することができた。今後，研

究の成果 と課題を教師間で共有化 し，本校生徒

の実態を踏まえ，さらなる学習意欲の向上と共

に，生徒一人ひとりの総合的な学力の向上を目

指 していきたい。その為にも，さらに継続 して

様々な評価活動を展開 し，指導に生かしていき

たいと思 う。

　　本研究の成果については， 「研究紀要」等に

掲載 して配布するなど，普及に努めていきたい。
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