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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 外国語（英語Ⅰ）

≪研究主題≫

基礎・基本の定着を図り，積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度を育成す

るための効果的なコミュニケーション活動

の実践と評価に関する研究

【研究の要点】

Ⅰ 研究指定校の概要

・各学年とも普通科及び商業科１クラスずつの小規模校

・習熟度別少人数クラスによる個に応じた指導

・基本的な英語力の定着が不十分

・研究対象科目は普通科１年「英語Ⅰ」

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題設定の理由

課題：文法事項の説明や音読，訳読中心の授業展開

↓ 指導方法及び評価方法の改善

目標：学習意欲の向上

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成

（生徒の言語活動を中心とした授業への転換を図るた

めの指導方法及び言語活動における生徒の習熟・変容

の状況を適切に評価するための評価方法）

(2) 調査研究の対象

・「話すこと」における「関心・意欲・態度」及び「表現の能力」

→ パフォーマンステストの導入

・「読むこと」における「理解の能力」及び「書くこと」における

「表現の能力」

→ 定期考査の改善

２ 評価の具体例

(1) ロール・プレイにおける評価

[評価の観点] 「話すこと」における「関心・意欲・態度」及び

「表現の能力」

[言語活動] 映画の登場人物を演じるロール・プレイ

[評価方法] 評価シートを用いた活動の観察

（2） プレゼンテーションにおける評価

[評価の観点] 「話すこと」における「関心・意欲・態度」及び

「表現の能力」

[言語活動] 自分の地域を紹介するプレゼンテーション

[評価方法] 評価シートを用いた活動の観察

(3) 定期考査における評価

[評価の観点] 「書くこと」における「表現の能力」，「読むこ

と」における「理解の能力」，「書くこと」及び

「読むこと」における「知識・理解」

[改善内容] テストデザイン（テスティングポイントの明確化）

観点別の評価規準

各設問の妥当性

３ 成果と課題

(1) 成果

・英語で行うことを基本とするための授業改善

→ 生徒の言語活動が中心の授業

・評価の観点を事前に示すことによる到達目標の明確化

→ 示された観点を踏まえた生徒の活動

・「話すこと」及び「書くこと」の活動の確保

→ 「表現の能力」を評価する機会の拡大，各生徒の学習

状況のきめ細かな把握

・言語活動の観察，面接テスト，口頭発表，ワークシート，テ

ーマに沿った作文等の多様な評価方法の導入

→ 「関心・意欲・態度」及び「表現の能力」の観点につい

て，生徒の習熟の状況を概ね適切に評価

・パフォーマンステストと定期考査による分担評価

→ 「聞く」「話す」「読む」「書く」の各技能の特性に応じた

評価方法の確立

(2) 課題

・「話すこと」及び「書くこと」において，学習した語彙や表現，

文法事項等を利用できる話題や言語活動の設定

・生徒の学習意欲を喚起するための段階的な到達目標の

設定



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は開校以来50年以上にわたり，利尻島

唯一の高等学校として地域の教育を牽引する

役割を担ってきた。現在は全校生徒115名，

各学年，普通科及び商業科が１クラスずつの

小規模校である。

近年，過疎化・少子化に伴う生徒数の減少

が顕著であり，各学級とも少人数となってい

る。しかし，習熟度別少人数クラスによる授

業展開など，個に応じた指導を行いやすいと

いうメリットもある。

一方，都市部と比べて卒業後の進路に向け

た競争意識が乏しい傾向があり，学習習慣が

十分に身に付いていない生徒も多いことが，

学力が伸び悩んでいる一因となっている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 ４年 計

学 生 学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 1 15 1 29 1 25 3 69

商業科 1 6 1 21 1 19 3 46

計 2 21 2 50 2 44 6 115

教員数 ２１名（ ３名）

〔外国語に関する開設状況〕

普通科

１年 「英語Ⅰ」（３単位）

「オーラル・コミュニケーションⅠ」（２単位）

２年 「英語Ⅱ」（４単位）

３年 「リーディング」（４単位），「英語Ⅱ」（選択３単位）

商業科

１年 「英語Ⅰ」（３単位）

２年 「オーラル・コミュニケーションⅠ」（３単位）

※「英語Ⅰ」は１年の普通科及び商業科で３単位の科目

として開設している。両学科では異なる教科書を使用

しており，本研究では普通科１年の「英語Ⅰ」を対象

としている。また，平成２２年度は全学年の普通科で

習熟度別少人数クラスで授業を実施しており，「英語Ⅰ」

も２つのクラスに分割して行っている。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

基礎・基本の定着を図り，積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度を育成す

るための効果的なコミュニケーション活動

の実践と評価に関する研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校では，基礎的・基本的な英語力が十分

に身に付いていない生徒が多く，まずは基礎

・基本の定着を図る必要があるという考えか

ら，文法事項の説明や音読，英文和訳などに

重点を置いた授業を行ってきた。しかし，こ

のスタイルでは，教師が生徒に一方的に話す

場面が多くなり，生徒の学習に対する姿勢が

受け身になりがちであった。その結果，自ら

進んで英語を学んでいこうとする意欲の喚起

や，英語によるコミュニケーション能力の向

上には結び付かなかった。

このため，主に「話すこと」及び「書くこ

と」の言語活動を通して基礎・基本の定着を

図るとともに，生徒の学習意欲を向上させ，

英語で積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度を育成するための指導方法及び評

価方法の工夫・改善に関するテーマを研究主

題として設定した。

○［調査研究の対象］

普通科１年について，主に「話すこと」

における「関心・意欲・態度」及び「表現の

能力」の観点を調査研究の対象とした。併せ

て，定期考査では，「書くこと」における「表

現の能力」と「読むこと」における「理解の

能力」の観点を中心に，評価の改善を図った。

このように対象を設定したのは，英語に対

して苦手意識が強い生徒が多く入学してくる

本校の実態を踏まえ，生徒が興味・関心のあ

る身近な話題を用いた言語活動を通して，英

語で表現することへの関心や意欲を高め，コ

ミュニケーションを図ろうとする態度を育成

することが必要であると考えたからである。



２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) ロール・プレイにおける評価

〔単元（題材）名〕

Lesson 15 The Titanic Disaster

〔具体的な学習活動〕

単元の内容と関連した題材を選択し，学習

した文法事項や語彙，表現を活用することが

できる言語活動として，生徒が映画の登場人

物を演じるロール・プレイを行った。

教科書本文の題材である映画「タイタニッ

ク」を視聴後，グループごとに好きな場面を

選んで役割を決め，登場人物になったつもり

で役を演じた。台本は映画のスクリプトをも

とに，一部の難しい表現は教師が簡単な表現

にリライトした。生徒は授業やそれ以外の時

間を使って練習をした後，授業で発表した。

〔評価の観点及び評価規準〕

「話すこと」における「関心・意欲・態度」

・発表前の準備として行うグループ・ワーク

に積極的に参加している。

・話し手や聞き手として，ロール・プレイに

積極的に参加している。

「話すこと」における「表現の能力」

・接続詞などを用いて会話を継続させること

ができる。

・正しいリズムやイントネーション，適切な

速度や声の大きさで話すことができる。

〔評価方法〕

評価シートを用い，活動を観察して行った。

〔考察〕

年度当初に行ったアンケートでは,英語の

勉強が「嫌い」と答えた生徒が20％，「どち

らかと言えば嫌い」が47％と，英語に対する

意欲の低い生徒が多かった。しかし，本活動

では，グループ・ワークや発表に積極的に参

加する姿勢が見られ，ほとんどの生徒は「関

心・意欲・態度」が「Ａ」の評価となった。

また,「表現の能力」については，英語の

リズム，イントネーション，話す速度などが，

俳優の話す英語に近いものになっているかな

どの観点を事前に生徒に示した。その結果，

それらの観点を踏まえた発表が多く，大半の

生徒が「Ｂ」の評価となった。

しかし，映画の中から選択した場面や役割

によって，生徒間で台詞の長さや表現の難易

度にかなりの差が生じたことから，各生徒の

学習状況を適切に把握できたかどうかについ

ては課題が残った。また，台詞の決まったロ

ール・プレイであったため，実際のコミュニ

ケーションの場面とはならなかった。そのた

め，評価規準として設定した「接続詞などを

用いて会話を継続させることができる」かど

うかについては，適切に把握することができ

なかった。

なお，生徒にも評価シートを配付し，各グ

ループのロール・プレイを相互評価させたこ

とによって，他のグループの発表を積極的に

聞く態度が育成された。しかし，他のグルー

プに対する評価がほとんど「Ａ」となるなど，

相互評価の方法について課題が残った。

〔今後の見通し〕

ロール･プレイにおいて，グループで演じ

る場面や各生徒の役割を変えるなどして評価

の機会を複数回設定し，評価の信頼性を高め

ていく必要がある。

また，生徒自身が台詞を考えて原稿を書い

たり，設定した場面において即興で演技する

などの工夫を行い，実際のコミュニケーショ

ンの場面により近づけるよう，指導の改善を

行う必要がある。

ロール・プレイの発表風景（平成22年度前期）



(2) プレゼンテーションにおける評価

〔単元（題材）名〕

Lesson 4 The Sari

〔具体的な学習活動〕

単元の内容と関連した生徒の身近な話題を

選択し，学習した文法事項や語彙，表現を活

用する言語活動として，自分の地域を紹介す

るために生徒が自ら情報を収集し，自分の言

葉で発表するプレゼンテーションを行った。

(1)のロール・プレイは台詞を暗記して行

う活動だったが，本プレゼンテーションでは，

グループごとに収集した情報に基づいて生徒

自身が原稿を作成するとともに,プレゼンテ

ーションソフトを効果的に活用するなど，情

報や考えを聞き手に分かりやすく伝えること

を指導の重点とした。

〔評価の観点及び評価規準〕

「話すこと」における「関心・意欲・態度」

・発表前の準備として行うグループ・ワーク

に積極的に参加している。

・話し手や聞き手として，プレゼンテーショ

ンに積極的に参加している。

「話すこと」における「表現の能力」

・受動態を含む表現を用いて，地域の紹介を

することができる。

・プレゼンテーションソフトを効果的に活用

するなどして，聞き手が理解しやすい発表

をすることができる。

〔評価方法〕

評価シートを用い，活動を観察して行った。

〔考察〕

全体を通して各生徒が非常に意欲的に活動

に参加し，「関心・意欲・態度」はほとんど

の生徒が「Ａ」となった。また，筆記テスト

において成績下位の生徒が，プレゼンテーシ

ョンではすばらしいパフォーマンスを行う事

例が見られ，４技能を総合的に評価すること

の重要性を再認識させられた。

また，「表現の能力」については,声の大き

さやアイコンタクト，写真等の活用などの観

点を事前に生徒に示した。その結果，それら

の観点を踏まえた発表が多く，大半の生徒が

「Ａ」又は「Ｂ」の評価となった。

一方，発表の際,聞き手に１つ以上の質問

をすることとしていたが，この活動は評価の

対象としなかった。しかし，話し手及び聞き

手の英語の習熟の程度によって結果に大きな

差が現れたことから，この質疑応答を評価に

加えることで，「表現の能力」をより適切に

評価できたものと考えられる。

また，生徒にも評価シートを配付し，プレ

ゼンテーションの相互評価をさせたことによ

り，他のグループの発表を積極的に聞く態度

が育成された。しかし，(1)のロール・プレ

イと同様に「Ａ」の評価が多く，発表者に対

して適切なフィードバックを与えるまでには

至らなかった。

〔今後の見通し〕

プレゼンテーションを行う力を段階的に向

上させていくため，学年ごとにプレゼンテー

ションの具体的な到達目標を設定し，生徒が

それを達成できるようにするための指導方法

を研究していく必要がある。

また，生徒による相互評価については，発

表者へ建設的なフィードバックを与えるとと

もに，自分自身のパフォーマンス改善に資す

るものとなるように改善していかなければな

らない。

プレゼンテーションの発表風景（平成22年度後期）



(3) 定期考査における評価の改善

〔単元（題材）名〕

年４回の定期考査（第３回までの学習内容

はLesson 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15）

〔改善のポイント〕

過去の定期考査では，１つの大問に複数の

評価の観点が設定されていたり，「表現の能

力」を評価すべき設問が，実際には「知識・

理解」を評価する設問になっていたりするな

どの問題点があった。

そこで，生徒の学習状況を的確に評価する

とともに，指導した内容の定着度や学力の変

容をきめ細かく把握する必要があると考え，

テストデザインの改善を行った。特に，「書

くこと」及び「読むこと」における問題の見

直しを行った。

〔分担評価〕

テスティングポイントを明確にするため，

シラバスに基づいて，定期考査で測定すべき

能力を検討した。スピーキングのように面接

テストなどで直接測った方が妥当だと思われ

る技能については別の評価機会を設けること

とし，定期考査では「書くこと」における「表

現の能力」，「読むこと」における「理解の能

力」，「書くこと」及び「読むこと」における

「知識・理解」に絞って出題することとした。

〔観点別の評価規準・出題方法〕

主に，以下の２つの観点について，評価規

準の改善を図った。

○「書くこと」における「表現の能力」

これまでは，既習の文法事項を含む英文を

作らせるという和文英訳の問題によって「表

現の能力」を測ろうとしていたが，これでは

「知識・理解」を測る問題となり，不適切で

あった。

本研究では，評価規準を「与えられたテー

マに対する自分の考えや意見について，既習

の表現や文法事項を用いながら，まとまった

量の英文を書くことができる」とした。

○「読むこと」における「理解の能力」

これまでは，授業で学習した教科書の本文

をそのまま出題して「理解の能力」を測ろう

としたが，これでは既習の英文をどれだけ正

確に覚えているかという暗記力を問う問題と

なっていた。また，英文和訳の問題を多用し

てきたが，英語そのものを理解しているかど

うかを測定するには不適切であった。

そこで，評価規準を「読んだ内容について，

概要や要点を把握することができる」とし，

初見の英文を用いて問題を作成した。出題の

方法は，概要や要点に関する英語での質問に

対して４つの選択肢から正答を選んだり，答

えを英語で書いたりする形式とした。

（第３回定期考査の例）

「表現の能力」（書くこと）－15％

・自分の興味・関心のある身近なことや人物

について書くことができる。

「理解の能力」（読むこと）－45％

・日常的な会話文を理解することができる。

・本文の内容と関連した英文の概要・要点を

理解することができる。

「知識・理解」（書くこと・読むこと）－40％

・場面に応じた適切な語，連語，慣用表現を

用いることができる。

・文構造や文法事項を正しく理解し，運用す

ることができる。

※上記の評価規準に基づき，それらを評価する

ための適切な問題形式を考え，最終的に大問

・小問数及び配点を決定した。

〔考察〕

各設問における評価の観点及び評価規準を

明確にすることで，生徒の習熟の状況や学力

の変容を以前よりも適切に把握できるように

なった。

また，問題形式を毎回ほぼ固定したため，

生徒はポイントを絞って定期考査の準備をす

ることができるようになった。



定期考査における生徒の変容については，

評価の観点別に以下のような結果であった。

○「書くこと」における「表現の能力」

従来は，文法事項の正確さのみを評価の観

点とし，誤りがあればその都度減点するとい

うものだった。それに対して本研究では，テ

ーマに沿ったまとまりのある内容となってい

るかどうかを評価規準とすることにより，生

徒は書く英文の量を意識するようになった。

１回目の定期考査に比べ，３回目では平均点

が上がり，評価「Ａ」の生徒が増加した。こ

のように英語を書くことに抵抗が少なくなっ

たことは，(2)のプレゼンテーションにおけ

る原稿作成の際にも大きな効果があったと考

えられる。

○「読むこと」における「理解の能力」

１回目の定期考査の結果に比べ，３回目で

はほぼ全員が大幅に得点を伸ばした。「Ａ」

の生徒が２名から10名になり，「Ｃ」の生徒

１名及び「Ｃ」に近い「Ｂ」の生徒３名は全

員が６割以上の得点率になった。このことか

ら，クラス全体の得点が著しく伸長したこと

が確認された。

○「書くこと」及び「読むこと」における「知

識・理解」

語彙や文法事項についての「知識・理解」

を問う問題については，平均点が下がってし

まった。また，３回目の定期考査では「Ｃ」

の生徒が３名で，基礎的・基本的な文法事項

等の定着に課題が見られた。

〔今後の見通し〕

指導に応じた評価項目を明確に設定し，そ

れらを的確に測定するための設問を開発する

ことで，小テストや定期考査の妥当性を一層

高めていく必要がある。また，「知識・理解」

の観点については，これまでの実践を今一度

検証し，授業での指導と絡めて抜本的に見直

しを図っていきたい。

〔定期考査における「書くこと」の問題の解答例〕

３ 成果の普及と今後の展望

３年間にわたる本研究の総括として，平成

22年11月に研究発表会を実施した。北海道内

の高校に加えて，管内の小・中学校にも呼び

かけたため，多くの教員や教育関係者が参加

した。今後も，地域の小・中学校の教員等に

本校で行う公開授業への参加を積極的に促す

など，異校種との交流・連携を拡大し，地域

全体における英語教育の向上を目指していき

たいと考えている。また，研究報告書を作成

するとともに，生徒及び教師の変容がわかる

ように授業を継続的にDVDで記録したり，研

究内容を本校のウェブページへ掲載するなど

して，成果の普及に努めたい。

「英語Ⅰ」における評価の研究を進めてい

く過程で，生徒の言語活動を中心として，英

語で行うことを基本とする授業が可能になる

など，この３年間で，授業そのものも大きく

変わった。本研究で得られた成果の汎用性を

高め，外国語の他の科目や新学習指導要領が

実施された際の新しい科目の指導に生かすこ

とができるよう，今後も研究を継続する。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校
ふ り が な かながわけんりつちがさきほくりょうこうとうがっこう

校 長 名：寺島 雅春

所 在 地：神奈川県茅ヶ崎市下寺尾128

電話番号： 0467-51-0311

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 外国語（英語Ⅰ・英語Ⅱ）

≪研究主題≫

「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書

くこと」の４技能を総合的に育成するた

めの指導方法と評価の研究

【研究の要点】

Ⅰ 研究指定校の概要

・昭和39年創立 （創立47年）

・45分７時間授業，一部の科目で少人数・習熟度別学習

・平成22年度学校目標のキーワード

－ 生徒の興味を喚起，学習意欲を引き出す授業の工

夫，確かな学力のさらなる向上，指導と評価の一体化

・研究対象科目は１年「英語Ⅰ」及び２年「英語Ⅱ」

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

［研究主題設定の理由］

授 業 － 生徒の英語による言語活動が中心

↓ （目標達成のために）

↓ ・・・ ① ４技能を総合的に育成する指導の研究

↓ ・・・ ② ４技能を適切に測定する評価の研究

目 標 － コミュニケーション能力の向上

［調査研究の対象］

○指導： 各学年の学期ごとに，４技能を統合させた活動の

場を設定

○評価： 「話すこと」における「表現の能力」 （研究の中心）

＋

各技能における「関心・意欲・態度」，「表現の能

力」，「理解の能力」及び「知識・理解」

２ 評価の具体例及び考察

(1) スピーチにおける評価 （「英語Ⅱ」）

〔方法〕 ワークシート及び活動の観察

〔成果〕

・ビデオ撮影を実施 → 概ね適切な評価

〔課題〕

・グループのメンバーに意欲が十分ではない生徒がいる

場合のグループ活動の評価

・担当教員間での採点基準の共有

・「聞くこと」についての実現状況の把握

(2) スキット発表における評価① （「英語Ⅰ」）

〔方法〕 ワークシート及び活動の観察

〔成果〕

・意欲が十分でない生徒への指導（言語活動の充実）

→ グループ活動の概ね適切な評価

・学年の英語科教員全員が発表に参加

→ 担当者間で差異のない評価の実施

〔課題〕

・グループ活動における生徒個々の実現状況の把握

(3) スキット発表における評価② （「英語Ⅱ」）

〔方法〕 ワークシート，活動の観察及び筆記テスト

〔成果〕

・入学時より継続してプレゼンテーションを実施

→ 評価方法の具体について教員間で共通理解

・「聞くこと」： スキットの内容に関するQ-Aを導入

「読むこと」： 筆記テストを実施

→ グループ活動の中での生徒個々の実現状況を把握

３ 成果の普及と今後の展望

「到達度目標」（３年間及び各学年）の設定

↓

基本的に英語で行う授業＋４技能統合型の活動と評価

↓

総合的なコミュニケーション能力の伸長

〔普及〕 〔展望〕

・研究報告書 ・研究全体の再検証

・学校のホームページ ・新学習指導要領に基づ

・公開授業 く授業・評価への橋渡し



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は全日制普通科の高校として，昭和 39

年４月に第１回の入学式を行って以来，平成

22年で47年目を迎えた。

平成17年度より，より多様な科目の開設を

可能にするため，各コマ45分の７時間授業を

実施している。また，一部の科目において，

生徒個々の学力に応じたきめ細かな指導を行

うため，少人数学習（１年「オーラル・コミ

ュニケーションⅠ」）及び習熟度別学習（２

年「数学Ⅱ」）を行っている。

平成22年度の学校目標の一つとして，「将

来を担う人材を育成するために生徒の興味を

喚起し，学習意欲を引き出す授業の工夫と確

かな学力のさらなる向上を目ざした授業研究

を進め，指導と評価を一体化させた授業改善

に努める」を掲げている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 7 281 7 278 6 237 20 796

計 7 281 7 278 6 237 20 796

教員数 49名（11名）

※研究対象の教科に関する科目の開設状況

「英語Ⅰ」（３単位）：１年，必修科目

「英語Ⅱ」（４単位）：２年，必修科目

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書

くこと」の４技能を総合的に育成するた

めの指導方法と評価の研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

英語で授業を行うことを基本とし，ぺア・

ワーク及びグループ・ワークなどを多用した

生徒の言語活動が中心となる授業の在り方を

研究することにより，コミュニケーション能

力を効果的に育成する指導ができるようにな

ることを研究主題とした。

また，授業中の言語活動を通して育成した

コミュニケーション能力を適切に評価し，生

徒及び教師へのフィードバックとするため，

「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書く

こと」の４技能を総合的に評価する方法を研

究することとした。

○［調査研究の対象］

授業の中で育成を図ったコミュニケーショ

ン能力を評価するために，各学年の学期ごと

に４技能を統合させた活動の場を設定した。

平成21年度は第１学年の「英語Ⅰ」，平成20

・22年度は第２学年の「英語Ⅱ」において，

筆記テストでは測定することが困難である

「話すこと」における「表現の能力」の観点

を中心として，各技能における「関心・意欲

・態度」「表現の能力」「理解の能力」「知識

・理解」を調査研究の対象とした。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) スピーチにおける評価

（平成20年度 第２学年「英語Ⅱ」）

〔単元（題材）名及び具体的な学習活動〕

Magic Hat English Course Ⅱ（教育出版）

Lesson 6 Respecting Refugees
難民問題の現状を理解し，その解決策につ

いてグループで考えた意見をスピーチする。

○「聞くこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・他のグループの発表を積極的に聞いて，

理解しようとしている。



「理解の能力」

・他のグループの発表内容を，ワークシー

トに正しく記入することができる。

〔評価方法〕ワークシート及び活動の観察

○「話すこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・グループ内で積極的に活動している。

・十分な声量で，聞き手が理解しやすいよ

うにはっきりと話している。

・聞き手とアイコンタクトをとっている。

「表現の能力」

・暗記した内容にふさわしい自然な口調で

話すことができる。

・個々の語を正確に発音することができ

る。

・身振りや表情などによって，感情を適切

に表すことができる。

〔評価方法〕活動の観察

○「書くこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・ある程度まとまった量の英文を，決めら

れた時間内に書こうとしている。

「表現の能力」

・与えられた問題の背景を理解した適切な

内容の英文を書くことができる。

「知識・理解」

・適切な語彙，文法，構文を用いて英文を

書くことができる。

〔評価方法〕ワークシート

〔考察〕

授業中のスピーチをビデオ撮影をしたこ

とで，概ね適切に評価できたと考えられる。

生徒による相互評価と教員の評価もほぼ一

致した。ただし，グループごとで評価する

場合，構成メンバーに意欲が十分ではない

生徒がいると当該グループの他の生徒の評

価にも影響を及ぼすので，指導方法と評価

方法の両方に工夫が必要である。

また，担当教員間で採点基準を事前に決

めていたが，実際には何度も確認が必要と

なる場面があった。更に，「聞くこと」に

ついては聞いた内容の概要を記入するだけ

であったため，「理解の能力」の十分な把

握が困難であったことも課題である。

ビデオ撮影とワークシート記入の様子

(2) スキット発表における評価①

（平成21年度 第１学年「英語Ⅰ」）

〔単元（題材）名及び具体的な学習活動〕

CROWN English Series Ⅰ（三省堂）

Lesson 6 Living with Chimpanzees
絶滅危惧種に指定されている動物について

世界自然保護基金（WWF）のホームページ

等を利用して調べた内容を紹介し，環境保全

や絶滅危惧種保護のために自分たちができる

ことを提案する。

○「聞くこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・他のグループの発表を積極的に聞き，発表

しやすい雰囲気をつくろうとしている。

「理解の能力」

・発表の概要を理解することができる。

〔評価方法〕ワークシート

○「話すこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・グループで協力して発表している。



・十分な声量で，聞き手が理解しやすいよ

うにはっきりと話している。

・内容を暗記して，聞き手とアイコンタク

トをとっている。

「表現の能力」

・自然なリズムとスピードで，適切な間を取

って話すことができる。

・正しい発音，イントネーションで話すこと

ができる。

・写真，グラフ，絵を用いたり，ジェスチャ

ーを使ったりして発表を工夫し，聞き手

に効果的に伝えることができる。

〔評価方法〕活動の観察

○「読むこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・グループで協力してホームページの内容を

読み取ろうとしている。

「理解の能力」

・ホームページに書かれている内容を読み取

り，概要を理解することができる。

〔評価方法〕ワークシート（ホームページか

ら重要な情報を抽出する）

○「書くこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・グループで協力して原稿を作成している。

「表現の能力」

・絶滅危惧種の動物について正しく理解し，

適切な内容で表現することができる。

「知識・理解」

・適切な「主語＋動詞」の組み立て及び時

制，指示された文法や表現を用いて200語

以上の英文を書くことができる。

〔評価方法〕ワークシート

〔考察〕

第１学年では，入学時から学年共通で「英

語Ⅰ」における言語活動の充実を図り，意

欲が十分ではない生徒の評価が当該グルー

プの他生徒の評価に影響を及ぼさないよう

に指導したため，グループ活動における評

価は概ね適切に行われた。

また，プレゼンテーションの時間を調整

し，該当クラスの担当教員だけでなく，学年

の英語科教員全員が発表に立会い，各クラス

の発表終了時に評価の確認をした。このこと

により，担当者間で差異のない安定した評価

を実施することができた。

「読むこと」及び「書くこと」について

はグループ活動としたため，英語の理解が不

十分な生徒も積極的に参加できた反面，各生

徒の目標の実現状況の把握ができなかった。

「聞くこと」については，「理解の能力」を

適切に把握することが困難であった。

発表風景（平成21年度後期）

(3) スキット発表における評価②

（平成22年度 第２学年「英語Ⅱ」）

〔単元（題材）名及び具体的な学習活動〕

CROWN English Series Ⅱ（三省堂）

Lesson 5 Mars
米国航空宇宙局（NASA）のホームページ

を読み，宇宙に関する情報をスキット形式で

発表する。また，まとまった内容の中で仮定

法を適切に用いて自分の気持ちを表現する。

○「聞くこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・他のグループの発表を積極的に聞き，発

表しやすい雰囲気をつくろうとしている。



「理解の能力」

・発表の概要を理解することができる。

・他のグループの発表内容に関する質問に

答えることができる。

〔評価方法〕ワークシート及び活動の観察

○「話すこと」

(2)の平成21年度と同じ。

○「読むこと」

〔評価の観点及び評価規準〕

「関心・意欲・態度」

・グループで協力してホームページの内容を

読み取ろうとしている。

「理解の能力」

・ホームページを読み，概要を理解すること

ができる。

〔評価方法〕ワークシート（ホームページか

ら重要な情報を抽出する），筆記

テスト

○「書くこと」

(2)の平成21年度と同じ。

〔考察〕

第２学年の英語科教員だけでなく，ALTか

らも評価に際してコメントしてもらい，より

適切に「表現の能力」を把握することができ

た。また，入学時より継続してプレゼンテー

ションを実施しているため，評価方法の具体

について教員間での共通理解が深まった。

課題となっていた「聞くこと」については，

概要を記入させるとともに，内容についての

質問に答えさせることで，実現状況の把握が

改善した。「読むこと」については，NASAの

ホームページの中から，プレゼンテーション

で使用しなかった英文を利用して筆記テスト

を行うことで，グループ活動の中での生徒個

々の実現状況を把握することができた。

今後は，授業で指導したことを適切に測定

するために，定期テストや小テストの改善を

行うとともに，定期テストでは測定が困難で

ある学力を適切に評価する方法についての研

究を継続する。その際，英語科全体で，授業

指導の在り方，言語活動の展開方法，評価方

法等について共有することが課題となる。

発表風景（平成22年度前期）

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 「話すこと」に対する自信

４技能を総合的に育成するという視点か

ら「３年間の到達度目標」及び「学年の到

達度目標」を設定し，英語で行うことを基

本とする指導を行うとともに，４技能を統

合した活動の評価をしてきた。研究前の本

校では，授業で「話すこと」の力がついたと

感じている生徒が少なかったが，評価の対象

となりにくかった「話すこと」における「表

現の能力」の観点を調査研究の対象の中心と

したことで，研究実施学年では，授業で「話

すこと」の力がついたと感じている生徒の割

合は他の３技能とほぼ同じとなった。

【生徒アンケート】

問い：「授業でそれぞれの力がついたと思いますか」

対象：研究を実施した学年（平成21年度１学年）
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問い：「授業でそれぞれの力がついたと思いますか」

対象：研究を実施していない学年（同２学年）

(2) 生徒による授業評価の結果

下記に示す「授業改善のための調査（生徒

による授業評価）」の結果から，生徒主体の

授業を展開し，言語活動を評価することで，

生徒は授業に対して積極的に取り組むように

なることがわかった。また，研究を実施した

学年の生徒による授業評価は，１学年よりも

２学年のほうがすべての項目の数値が上昇し

ている。英語による授業や言語活動が評価さ

れることに最初は戸惑っていた生徒たちが，

次第に慣れてきたことが要因と考えられる。

【授業改善のための調査（生徒による授業評価）】

科目：「英語Ⅰ」

対象：（左側のグラフ）研究を実施していない学年

（右側のグラフ）研究を実施した学年
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科目：「英語Ⅱ」

対象：（左側のグラフ）研究を実施していない学年

（右側のグラフ）研究を実施した学年

(3) 外部テストの結果

外部テストは本研究の成果を直接的に測定

するツールではないが，研究実施学年につい

ては「聞くこと」及び「書くこと」の技能を

中心として，英語力全体にわたって大きな伸

長が見られた。生徒の英語による言語活動を

中心とした指導方法を研究するとともに，適

切な評価を行うことが，４技能の総合的な向

上につながったと言えよう。コミュニケーシ

ョン能力を育成する授業と大学入試との二項

対立が一部でいまだに主張される中，これは

大変興味深い結果となった。

(4) 研究の継続

本研究の成果は，研究報告書，学校のホー

ムページ，公開授業等を通して普及に努める。

今後は，本研究を再度検証して成果・課題

について整理するとともに，コミュニケー

ション能力育成のためのより効果的な指導

及び評価について研究を継続していく。そ

の際，これまでの１・２学年の取組から英語

科全体での取組へと拡大し，相互の授業公開

や研修会を積極的に行い，新学習指導要領の

実施に向けた橋渡しとなるようにしたい。
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