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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

≪研究主題≫

確かな学力の向上を図るための評価方法の

研究

～「書くこと」の領域における評価と指導の

改善を通して～

【研究の要点】

１ キーワード

評価規準 評価場面 年間指導計画

課題英作文 ペーパーテスト

２ 主題設定の理由と対象

本校の研究主題である「確かな学力の向上を図る指導

と評価の工夫」を受け，また，本校生徒の実態として「書

くこと」の力が弱いことを考慮し，「書くこと」に焦点を

当てて学力向上につなげるための効果的な評価方法を研

究することとした。

３ 評価の具体例

(1)活動の観察(コミュニケーションへの関心・意欲・態

度)

(2)ペーパーテストによる課題英作文(表現の能力)

(3)ペーパーテスト(言語や文化についての知識・理解)

４ 成果と課題

少人数指導の形態を生かし，事前に生徒に評価規準を示

したことで，「書くこと」に対する積極的な態度の育成に

つながった。評価場面を明確にし，評価規準を知らせた

こと，数値目標を設定したことで，生徒は意欲的に取り

組んだ。また，評価の観点を明確に示したことで，生徒

は目標を理解し，学習に取り組めた。課題は，「書くこと」

に特化した年間指導計画の見直しを図り，２，３年生で

も発展させていくことである。 また，より妥当性のある

テスト問題を検討していくことである。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

花と緑に囲まれた美しい教育環境の中，生

徒主体の教育活動を展開している。数学・英

語の全学年・全時間少人数指導，朝の全校読

書，宮代特別支援学校との交流や福祉ボラン

ティア活動の充実を図っている。また，埼玉

県学校歯科コンクール最優秀校を受賞している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１年 ２年 ３年 特別支援学級 計

学級数 ３ ３ ３ ９

生徒数 103 83 108 294

教員数 17名（ 2名）

※（ ）内は, 指定を受けた教科担当の教員数

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

確かな学力の向上を図るための評価方法の

研究

～「書くこと」の領域における評価と指導の

改善を通して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

この研究を進めるに当たり，評価の観点を

「表現の能力」として，その中でも「書くこ

と」の領域において研究を進めてきた。平成

19年度に実施された埼玉県中学校学習状況調

査の結果から，本校の生徒は「書くこと」の

得点が他の領域よりも低い結果であることが

判明したからである。

さらに，本校の研究主題である「確かな学

力の向上を図る指導と評価の工夫」を受け，



また, 前述のような本校の生徒の実態として

「書くこと」の力が弱いことを考慮し，「書く

こと」に焦点を当てて，学力向上につなげる

ための効果的な評価方法を研究することとし

た。

○［調査研究の対象］

「書くこと」について，３つの観点(「コミ

ュニケーションへの関心・意欲・態度」「表現

の能力」「言語や文化についての知識 ・理解」)

に絞り，特に１年生を中心に，調査研究の対

象とした。対象をこのように設定したのは,

「書くこと」の評価については課題が多いた

め，同一学年について３年間にわたり実践を

積み重ねることで，試行錯誤を繰り返しなが

らも丁寧な研究をしたい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)活動の観察による評価

○[単元名]

Lesson 3, Lesson 4, Lesson 9

○[学習活動]

課題英作文の練習への取組

○[評価の観点]

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」

○[評価規準]

課題英作文において，家族や友達の紹介文，

自己紹介文，ALTへの手紙を意欲的に書いて

いる。

○[評価方法]

３回の観察中，座席表シートを用いて，英

作文を書くことに取り組んでいれば○，そ

うでない時は×をつける。

Ａ：○３個 Ｂ：○２個 Ｃ：○１，０個

○[考察及び指導の改善]

生徒に，いつ，どのように評価するかを

明確に説明することで，生徒は目標をもち，

しっかりと準備をして取り組むことができ

た。年間を通じて全体的に意欲的に取り組

む様子が見られた。戸惑っている生徒には，

ALTやJTEが個別に支援したり, 優れた作品

を書いた生徒には，クラスにその作品を紹

介したりして賞賛を与えるなど，少人数指

導の形態を生かし，全ての生徒が力をつけ

られるように工夫したことが積極的な態度

の育成につながったと思われる。

本研究では，座席表シートに○・×を記

入して活動状況をチェックしたが，どの程

度の回数観察すれば妥当性，信頼性がある

といえるのか，さらに検討していくことが

今後の課題である。

Lesson 9を学習する頃には，１年生の最

後の単元でもあり，躊躇せずに書くことが

できるようになった。１文も書けない生徒

は０％であった。この結果から，学習内容

が定着するまでには時間を要することが明

らかになった。今後は，繰り返し指導を行

い，定着までの時差を考慮しながら計画的

に書くことの活動を組み込んでいく必要が

ある。

(2)課題英作文①による評価

○[単元名]

Lesson 3

○[学習活動]

課題英作文：「家族や友達の紹介文」を書く

○[評価の観点]

「表現の能力」

○[評価規準]

学習した一般動詞（規則動詞）を用いて，

文と文がつながるように，４文以上の家族

や友達の紹介文を書くことができる。

○[評価方法]

課題英作文テスト(３回実施)

①学習した一般動詞を用いて，家族や友達

のことについて紹介する文を書く。

②接続詞and, butを使い，文と文のつなが

りを考えて書く。



③英作文の数値目標を４文以上とする。

これら①～③の条件について，できていれ

ば○，そうでなければ×を補助簿に記入し，

評価した。

Ａ：○３個 Ｂ：○２個 Ｃ：○１，０個

○[考察及び指導の改善]

この時の結果は，評価Ａが41％，評価Ｂ

が33％，評価Ｃが26％であった。主なつま

ずきの原因として，次のことが挙げられる。

・一般動詞の意味と使い方が分からない。

・「主語＋動詞」の語順が定着していない。

・適切な接続詞が使えない。

・１文，２文は何とか書けるが, 単語を覚

えられないので，その後が続かない。

このことから，「語順」「動詞の使い方」

「接続詞の使い方」に関する指導が必要で

あることが課題として明らかになった。今

後は，これらを継続的に指導するため，「書

くこと」に特化した年間指導計画の見直し

を図り，意図的・計画的に書く活動を取り

入れて，指導と評価の一体化を図る必要が

ある。

(3)課題英作文②による評価

○[単元名]

Lesson 4

○[学習活動]

課題英作文：「自己紹介文」を書く

○[評価の観点]

「表現の能力」

○[評価規準]

今まで学習した一般動詞やbe動詞を用い

て，文と文がつながるように４文以上の長

さの自己紹介文を書くことができる。

○[評価方法]

課題作文テスト(３回実施)

①一般動詞１種類，be動詞１種類を使って，

自己紹介文を書く。

②接続詞and, but, soを使い，文と文のつ

ながりを考えて書く。

③英作文の数値目標を４文以上とする。

これら①～③の条件について，できていれ

ば○，そうでなければ×を補助簿に記入し，

評価した。

Ａ：○３個 Ｂ：○２個 Ｃ：○１，０個

○[考察及び指導の改善]

評価の結果，評価Ａは64％，評価Ｂは27

％の達成率であり，Lesson 3よりも大きな

伸びが見られた。この理由として，次のこ

とが考えられる。

・学習した直後には，十分な定着がなされ

なかったが，次の学習が進むにつれて，

繰り返し指導してきたことが定着してき

た。

・特に，Lesson 3で書けなかった一般動詞

や既習の単語も，学習が進むにつれて，

繰り返し出てくるので記憶にとどめるこ

とができた。

・繰り返し，一貫性のある指導をし，何を

どのように書けば，どのような評価につ

ながるかを生徒に明確に示したことが効

果的であった。

また，徐々にスペリングミスは減少し

たものの「主語＋動詞」のような英語特

有の語順が定着していない生徒もいるの

で，特に動詞に注目させながら「主語＋

動詞」を聞いたり言ったりする活動を，

繰り返し行った。

(4)課題英作文③による評価

○[単元名]

Lesson 9

○[学習活動]

課題英作文：手紙を書く

○[評価の観点]

「表現の能力」

○[評価規準]

学習した過去形（規則動詞）や既習事項を



用いて，文と文がつながるように５文以上

の英文の手紙をALTに書くことができる。

○[評価方法]

課題英作文テスト(３回実施)

①一般動詞の過去形２種類以上を用いて，

ALTに手紙を書く。

②接続詞and, but, soを使い，文と文のつ

ながりを考えて書く。

③英作文の数値目標を５文以上とする。

これら①～③の条件について，できていれ

ば○，そうでなければ×を補助簿に記入し，

評価した。

Ａ：○３個 Ｂ：○２個 Ｃ：○１，０個

○[考察及び指導の改善]

評価の結果，59％の生徒が評価Ａであっ

た。Lesson 3(６月)で学習した時は，数値

目標ばかり気にしてしまい，and, butを機

械的に使う生徒も目立った。

しかし，Lesson 9を学習する頃には，英

文を書くことのコツをつかみ，and, but,

soを用いて文と文のつながりを意識できる

生徒が増えた。具体的には，Lesson 3では

評価Ｃの生徒が26％いたが，Lesson 9では，

３％に減少した。生徒にとって数値目標と

いう明確な目標が分かりやすかったことが

大きな成果につながったのではないかと考

える。また，英文を書くことだけではなく，

特に動詞に重点を置いて指導し，「主語＋

動詞」を聞いたり言ったりする活動を同時

に行ったことで，動詞のバリエーションも

広がり，「主語＋動詞」の語順が定着する

ことにつながったと考えられる。

(5)ペーパーテストによる評価①

○[単元名]

Lesson 3

○[学習活動]

文構造や文法事項の確認テスト

○[評価の観点]

「言語や文化についての知識・理解」

○[評価規準]

一般動詞を用いた平叙文，疑問文，否定文

を理解している。

○[評価方法]

ペーパーテスト

単元の学習を終えた後，後日下記のよう

な内容のペーパーテストを実施した。

・空所補充問題

・平叙文から疑問文への書き換え問題

・平叙文から否定文への書き換え問題

例題として，以下のようなものがある。

【１】空所補充問題

(1)He ( ) sushi.「彼はすしが好きです。」

(2)She ( ) English.「彼女は英語を勉強

します。」

【２】平叙文から疑問文への書き換え問題

平叙文から否定文への書き換え問題

(1)She eats yakisoba.(疑問文に)

(2)He likes gardening.(否定文に)

等

評価の際留意したことは,「表現の能力」と

区別するために，単語の綴り等ではなく，

文構造を理解しているかを問う問題とした

ことである。これらの得点を，下記の条件

で評価した。

Ａ：正答率80％以上

Ｂ：正答率40％以上80％未満

Ｃ：正答率40％未満

○[考察及び指導の改善]

評価する際は，評価の観点と規準を生徒

に明確に示した。これにより，生徒は学習

のめあてをはっきりと理解でき，目的意識

をもって家庭学習を自主的に行う生徒も増

えた。結果として85％の生徒が評価Ａとな

った。

主なつまずきの原因として次のことが挙

げられる。



・語順が定着していなかった。

・一般動詞の使い方に関して理解が不足し

ていた。

したがって，今後は「主語＋動詞」で書

き始めることを繰り返し指導していく中で，

英文を書くコツを理解させる工夫をしてい

くことが必要である。

(6)ペーパーテストによる評価②

○[単元名]

Lesson 4

○[学習活動]

文構造や文法事項の確認テスト

○[評価の観点]

「言語や文化についての知識・理解」

○[評価規準]

be動詞や一般動詞を用いた平叙文，疑問文，

否定文を理解している。

○[評価方法]

ペーパーテスト

単元の学習を終えた後，後日下記のような

内容のペーパーテストを実施した。

・空所補充問題

・平叙文から疑問文への書き換え問題

・平叙文から否定文への書き換え問題

例題として，以下のようなものがある。

【１】空所補充問題

(1)He ( ) a tennis player.「彼はテニ

スプレイヤーです。」

(2)Ms.Beck ( ) in Miyashiro.「ベック

先生は宮代に住んでいます。」

【２】平叙文から疑問文への書き換え問題

平叙文から否定文への書き換え問題

(1)She is Mihi.(疑問文に)

(2)He likes sushi.(否定文に)

(3)They are tennis players.(疑問文に)

等

これらの問題の得点を，下記の条件に合わせ

て評価した。

Ａ：正答率80％以上

Ｂ：正答率40％以上80％未満

Ｃ：正答率40％未満

○[考察及び指導の改善]

主なつまずきの原因として次のことが挙

げられる。

・文の変換時に動詞を原形に戻していない

等，疑問文の構造を理解していない可能

性があった。

・一般動詞の意味が理解不足であった。

・語順が定着していなかった。

・一般動詞とbe動詞を同一文で使用する等，

動詞の使い方が十分に定着していなかっ

た。

したがって，文の変換を繰り返し復習し

たり，一般動詞の現在形，綴りと単語の意

味のつながりを今後も繰り返し指導してい

くことが大切であると考える。

(7)ペーパーテストによる評価③

○[単元名]

Lesson 9

○[学習活動]

文構造や文法事項の確認テスト

○[評価の観点]

「言語や文化についての知識・理解」

○[評価規準]

一般動詞の過去形を用いた平叙文，疑問文，

否定文を理解している。

○[評価方法]

ペーパーテスト

単元の学習を終えた後，後日下記のような

内容のペーパーテストを実施した。

・空所補充問題

・平叙文から疑問文への書き換え問題

・平叙文から否定文への書き換え問題

例題として，以下のようなものがある。

【１】次の質問に対して。自分のこととして

英語で答えなさい。



(1)Did you study math yesterday?

(2)Did you watch NHK news yeaterday?

等

【２】平叙文から疑問文への書き換え問題

平叙文から否定文への書き換え問題

(1)She enjoyed tennis.(疑問文に)

(2)He cooked zoni.(否定文に) 等

これらの問題の得点を，下記の条件に合わ

せて評価した。

Ａ：正答率80％以上

Ｂ：正答率40％以上80％未満

Ｃ：正答率40％未満

○[考察及び指導の改善]

主なつまずきの原因として次のことが挙

げられる。

・文の変換時に動詞を原形に戻していない

等，疑問文の構造を理解していない可能

性があった。

・一般動詞の意味が理解不足であった。

・語順が定着していなかった。

したがって，文の変換を繰り返し復習し

たり，一般動詞の現在形，過去形の意味の

定着や，綴りと単語の意味のつながりを今

後も繰り返し指導していくことが大切であ

ると考える。

３ 成果の普及と今後の展望

３年間の研究を通して，次の３点が大きな

成果であった。

○評価方法の工夫が図れたこと

○評価規準の見直しが図れたこと

○評価を見直すことにより指導が変わった

こと

また，年間指導計画を見直し，「書くこと」

に特化した評価規準を設定したことで，年間

を通して，計画的に「書くこと」の活動を組

み込んでいく大切さも実感した。「書くこと」

は，生徒にとって，４技能(「聞くこと」「話

すこと」「読むこと」「書くこと」)の中で，

最も難しい技能と言える。そのことを踏まえ

て，いかに生徒に意欲をもたせて，書くこと

の機会を与えていくか，大変難しい課題であ

った。そこで，英文の数という数値目標を与

えた工夫が効果的であったと考える。生徒に

とって分かりやすく，単純で明確な目標を与

えることで，課題を解決しやすくし，意欲を

もって活動に臨めるようになった。

また，学期ごとに少しずつ評価規準のレベ

ルを上げていくことが，生徒の「書く力」を

伸ばすことにつながった。

今回の研究では，１年生を対象学年として，

３年間研究してきた。課題として, １年生段

階においてはまだ語彙が少なく，書く内容を

深めていく，という視点では大変難しいもの

があった。そのため，今後の課題としては，

２年生・３年生において本研究を発展させ，

いかに「まとまりのある英文」を書く力を伸

長していくかについて，さらに研究していく

必要があると考える。

また，研究の成果と課題を教師間で共有

し，さらなる学力の向上を図れるよう指導に

当たりたい。そのために, 今後も継続して，

今回の研究の方法を工夫・改善しながら指導

と評価について研究を深めたい。

「書くこと」に関する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，

広く普及に努めていく予定である。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 伊予市立港南 中 学校
ふ り が な い よ し りつこうなんちゆうがつこう

校 長 名：土居 和博

所 在 地：愛媛県伊予市米湊500番地１

電話番号：089-982-0063

(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

≪研究主題≫

生徒一人一人の学習状況を的確に把握する

評価方法の研究

－「読むこと」の学習指導の工夫を通して－

【研究の要点】

１ キーワード

評価規準 身に付けさせたい力 授業改善

音読テスト 読解テスト

２ 主題設定の理由と研究の対象

平成18年度に行われた愛媛県中学校学習状況調査では，

英語科の領域別評価で「読むこと」の力が十分身に付い

ていないという結果が出た。そこで，「読むこと」の指導

の改善，充実に重点を置くとともに，生徒一人一人の学

習状況を的確に把握するための評価方法の研究を進める

こととした。

３ 評価の具体例

(1) 活動の観察（コミュニケーションへの関心・意欲・

態度）

(2) 音読テスト（表現の能力）

(3) 読解テスト（理解の能力）

(4) ペーパーテスト（言語や文化についての知識・理解）

４ 成果と課題等

学習指導要領に示されている各領域の目標を踏まえ，

３年間で生徒にどのような力を身に付けさせたいかを考

えて評価規準を設定した。より簡素で効率的な評価方法

を模索しながら授業改善を進めた結果，生徒は，研究対

象の「読むこと」だけでなく，全ての領域において力を

伸ばしてきた。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，西に瀬戸内海を望み，東に山々が

広がる地域にあり，豊かな自然に囲まれてい

る。優しくまじめな生徒が多く，学習態度も

概ね良好である。

平成18年度に行われた愛媛県中学校学習状

況調査では，英語科の領域別評価で「読むこ

と」の力が十分身に付いていないという結果

が出ている。また，大規模校のため，同一学

年の評価を複数の教員で行う場合が多く，そ

の際，評価規準の明確でないものについては，

客観性が得られにくいなどの問題もある。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１年 ２年 ３年 特別支援 計

学級

学級数 ８ ７ ７ ２ 24

生徒数 262 226 242 ５ 735

教員数 42名（６名）

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

生徒一人一人の学習状況を的確に把握する

評価方法の研究

－「読むこと」の学習指導の工夫を通して－

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

平成12年12月に教育課程審議会から出され

た答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状

況の評価の在り方について」において，「指

導と評価は別物ではなく，評価の結果によっ

て後の指導を改善し，さらに新しい指導の成

果を再度評価するという，指導に生かす評価

を充実させることが重要である。」という提

言がなされている。また，「評価は，学習の

結果に対して行うだけでなく，学習指導の過



程における評価の工夫を一層進めることが大

切である。」とされ，指導と評価の一体化に

よる授業改善の重要性が述べられている。

前述した通り，平成18年度に行われた愛媛

県中学校学習状況調査の結果から，本校の生

徒の実態として，観点別評価では「理解の能

力」が，領域別評価では「読むこと」の力の

定着が不十分であることが挙げられている。

また，それらの評価については，評価規準が

不明確であったり，評価方法が適切でなかっ

たりするなど，必ずしも，妥当性・信頼性の

高い評価が実施できているとは言えない。大

規模校である本校では，複数の教員が同一学

年の生徒を指導をしているため，十分に共通

理解した評価を行い，次の指導に生かしてい

く必要がある。

そこで，「読むこと」の学習指導を工夫し，

その指導と一体となる評価方法を研究するこ

とにより，生徒一人一人の学習状況を的確に

把握することができるとともに，その後の「読

むこと」の学習指導の改善，充実につながっ

ていくと考え，本研究主題を設定した。

○［調査研究の対象］

「読むこと」について，すべての観点を調

査研究の対象とした。平成20年度入学生に対

し，３年後身に付けさせたい力を定め，それ

を学年ごとに振り分け，更にどの単元で身に

付けさせるのかを設定するという方法を用い

たので，研究１年目は１年生，２年目は２年

生，３年目は３年生を中心に研究を進めた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 活動の観察による評価

○〔単元名〕

１年 ＰＲＯＧＲＡＭ３・４・９

２年 ＰＲＯＧＲＡＭ４・７・８・10

３年 ＰＲＯＧＲＡＭ４・６

○〔学習活動〕

音読練習及び読み取り練習

○〔評価の観点〕

コミュニケーションへの関心・意欲・態度

○〔評価規準〕

「読むこと」の活動に積極的に取り組み，

理解できないところがあっても推測するなど

して読み続けている。

○〔評価方法〕

机間指導時における活動の観察

○〔考察及び指導の改善〕

個人，ペア，グループで音読練習や読み取

りの活動をする際，机間指導しながら，「読

むこと」の活動に取り組んでいない生徒や，

意欲が継続していない生徒に対して,座席表

に×のみを付けて確認し，単元で観察した３

回の評価うち×が０はＡ，１はＢ，それ以外

をＣと判断した。この方法は簡素で効率的で

あり，３年間継続して行った。

平成20年度は，意欲をもって取り組む生徒

が多く，Ａ又はＢの生徒が約80％であった。

英文の内容が難しくなるにしたがって，次第

につまずく生徒が出始めたが，疑問点を友達

や教師に確認し，解決しようとしていた。

平成21年度からは少人数指導を取り入れ，

音読練習や内容理解の指導において，よりき

め細かな個に応じた指導が可能となった。音

読練習の際に，積極的に教師に質問する生徒

が増え，個人の音読練習も更に意欲的に行う

ようになった。また，教え合い学習によって，

学級全体で積極的に学習に取り組む雰囲気が

高まってきた。「読むこと」に対する取組を

評価することを事前に告げたり，読み取りの

ポイントを示したりしたため，多くの生徒が

ペアで確認しながら読み進めようとし，単元

によっては，Ａ又はＢと評価される生徒が90

％を超えた。また，フレーズリーディングを

活用し，内容を理解してから音読練習を行っ

たので，多くの生徒が自信をもって読むこと

ができた。しかし，Ｃの生徒は，一定の時間

内に読み終えることが難しく，教え合い学習



の時間を十分に確保するなど，授業展開の工

夫が必要である。

(2) 音読テスト①による評価

○〔単元名〕

１年 ＰＲＯＧＲＡＭ３

○〔学習活動〕

日本語にない音，音連結，強勢に留意した

音読練習

○〔評価の観点〕

表現の能力

○〔評価規準〕

正しい音連結，強勢の知識を用い，現代の

標準的な発音で音読できる。

○〔評価方法〕

個別の音読テスト

評価規準 連結 強勢 発音

It's a beautiful country. sとaのつながり

beautiful(発音)

beautiful(強勢)

I speak Chinese. Chinese(強勢)

Thank you. thank(thの発音)

kとyのつながり

総合評価 評価規準ごとの評価

発音：現代の標準的な発音で読める場合○の評価

強勢・音連結：正しい強勢・音連結で読める場合○の評価

評価規準ごとの評価：○が２はＡ，１はＢ，０はＣ

音読テスト①評価表（資料１）

○〔考察及び指導の改善〕

教科書本文とよく似た，６種類の少しずつ

異なる英文を１分間黙読させた後，その中か

ら無作為に抽出した一つを一人一人に音読さ

せた。一人の持ち時間を定め，次の生徒と交

代させたので，決められた時間内で全員を評

価することができた。判断基準としては，例

えば，正しい音連結についての評価の際は，

あらかじめ定めた音連結に関わる２箇所につ

いて正しく発音できたかどうかを確認し，○

が２をＡ，１をＢ，０をＣと判断した。教師

は生徒の音読を聞きながら評価表（資料１）

にチェックし，授業後，集計して評価の判断

をした。この方法は簡素で効率的であった。

評価規準に対する学習の実現状況はほぼ良

好で，Ａの生徒が70％を超えた。Ｃの生徒の

中には，個々の単語の発音はできているが，

音のつながりを意識して読むことができにく

くなっている生徒がいた。そこで，新出語句

を練習する際はその語句を含んだ英文全体を

発音させたり，家庭での音読練習の仕方を具

体的に指示したりして指導の改善を試みた。

しかし，連結や強勢の評価が単語レベルに

とどまっているため，文単位に焦点を当てた

評価に改善することを検討した。

(3) 音読テスト②による評価

○〔単元名〕

２年 ＰＲＯＧＲＡＭ７

○〔学習活動〕

音連結，区切りに留意した音読練習

○〔評価の観点〕

表現の能力

○〔評価規準〕

正しい音連結，区切りの知識を用いて音読

できる。

○〔評価方法〕

個別の音読テスト

○〔考察及び指導の改善〕

教科書本文を一人一人に読ませ，正しい音

連結と区切りの知識を用いて音読できている

かを評価した。例えば，音連結のテストは13

文から，区切りのテストは６文から，それぞ

れ２文を無作為に抽出して実施した（資料

２）。２回のうち○が２はＡ，１はＢ，０は

Ｃと判断した（資料３）。この方法は簡素で

効率的であった。

評価規準に対する学習の実現状況は，Ａ又

はＢの生徒が約70％であった。区切りに留意

した音読は，ほとんどの生徒が十分にできて



いた。

☆ 音のつながりに注意して読めているかを評価する英文

１ Did you go back to Canada ?

２ How about you, Mike ?

☆ 適切なところで区切って読めているかを評価する英文

１ We don't use sugar / when we cook meat in Brazil.

２ I think / that it's very interesting.

音読テスト②原稿の一部（資料２）

○× ○× ＡＢＣ 総合評価

音のつながり

区切り

○が２はＡ，１はＢ，０はＣ

ＡＡとＡＢはＡ，ＡＣとＢＢはＢ，ＢＣとＣＣはＣ

音読テスト②評価表（資料３）

(4) 音読テスト③による評価

○〔単元名〕

３年 ＰＲＯＧＲＡＭ４

○〔学習活動〕

悲しい気持ちが伝わるように音読する練習

○〔評価の観点〕

表現の能力

○〔評価規準〕

悲しい気持ちが伝わるように音読できる。

○〔評価方法〕

個別の音読テスト

○〔考察及び指導の改善〕

事前に，悲しい気持ちが伝わるように読む

ためにはどうすればよいかを十分指導し，教

科書本文を別室で一人一人に読ませた。２回

音読テストを実施して，指導した事柄に留意

して読めている場合は○とし，○が２はＡ，

１はＢ，０はＣと判断した。評価項目以外の

負荷が大きくならないようなテスト文の選定

が難しかったが，評価方法は簡素であった。

評価規準に対する学習の実現状況は，Ａ又

はＢの生徒が80％を超えた。

(5) 読解テスト（スキミング）による評価

○〔単元名〕

２年 ＰＲＯＧＲＡＭ４

○〔学習活動〕

フレーズリーディングを活用した，短い英

文の概要の読み取り練習

○〔評価の観点〕

理解の能力

○〔評価規準〕

実話に基づいた説明文を読んで，時を表す

表現を意識し，話の流れをとらえることがで

きる。

○〔評価方法〕

読解テスト（スキミング）

○〔考察及び指導の改善〕

平成21年度は，読み取る量が増えることに

より，理解が不十分となる生徒が増えること

が予想された。そのため，基本となる文の構

造を意識して読むことの大切さを指導しなが

ら，フレーズリーディングに取り組ませた。

本文の内容とよく似た英文を読んで要約文

を完成させる問題と，時の流れにしたがって

正しい順に並べかえる問題で評価を行った。

２問中，○が２をＡ，１をＢ，０をＣと判断

した。この方法は，簡素で効率的であった。

評価規準に対する学習の実現状況はかなり

良好で，Ａ又はＢの生徒が90％を超えた。

(6) 読解テスト（スキャニング）による評価

○〔単元名〕

２年 ＰＲＯＧＲＡＭ10

○〔学習活動〕

フレーズリーディングによる読み取り練習

○〔評価の観点〕

理解の能力

○〔評価規準〕

メッセージ性のある英文を読んで，どこに

大切なことが書かれているかを見付けて読み

取ることができる。



○〔評価方法〕

読解テスト（スキャニングの問題）

次の英文を読んで，下の問いの答えとなる部分を本文中か

ら抜き出しなさい。

Megumi's father died of cancer. His dream was to

travel abroad. Megumi thought of a good idea. She sent

her teddy bear, Mack, around the world in his place.

Mack first went to the U.S., and then to Europe.

Everyone welcomed him warmly.

(1) めぐみさんのお父さんはどうして亡くなったのですか。

(2) めぐみさんのお父さんの夢は何でしたか。

読解テストの一部（資料４）

○〔考察及び指導の改善〕

メッセージ性のある英文を読み，そこから，

日本語の問いに対する答えとなる部分を抜き

出すテストを行った（資料４）。判断基準は，

正答として設定したキーワードが含まれてい

たら○とし，綴り等に誤りがあっても誤答と

はしなかった。４問中，○が４はＡ，２～３

はＢ，１以下をＣと判断した。この方法は，

簡素で効率的であった。

評価規準に対する学習の実現状況は非常に

良好で，Ａ又はＢの生徒が90％を超えた。

○〔参考〕

また，３年のＰＲＯＧＲＡＭ３では，メー

ルの読み取り練習及び返信を考える練習を行

った後，メールを読んで，書き手の意向に沿

った返信を考えることができるかどうかを評

価するテストを行った。評価規準に対する学

習の実現状況は，Ａ又はＢの生徒が約80％で

あった。どのような練習を行えば書き手の意

向に応じる力が身に付くのかを何度も検討し

授業改善を進めた成果が表れた。

(7) 読解テスト（行間を読む問題）による評価

○〔単元名〕

３年 ＰＲＯＧＲＡＭ４

○〔学習活動〕

物語文の行間を読み，登場人物の心情をつ

かむ練習

○〔評価の観点〕

理解の能力

○〔評価規準〕

物語文の行間を読み，登場人物の心情をつ

かむことができる。

○〔評価方法〕

読解テスト（行間を読む問題）

次の物語文を読んで，下の問いに答えなさい。

Pyonta and Gerokichi are good friends. Pyonta came

to Gerokichi's house. "I lost my button!,"said Pyonta

with crying. "Don't worry," said Gerokichi. "Let's go

back and find your button."

ゲロ吉はどんな気持ちで下線部のように言ったのでしょう。

ア 一緒に行こうとピョン太を誘う気持ち

イ 一緒に探そうとピョン太を励ます気持ち

ウ 一緒に見付けるんだと自分自身に言い聞かせる気持ち

読解テストの一部（資料５）

○〔考察及び指導の改善〕

初見の物語文を読み，本文には直接書かれ

ていない登場人物の気持ちを読み取らせる選

択問題のテストを行った（資料５）。２問中，

○が２はＡ，１はＢ，０はＣと判断した。こ

の方法は簡素で効率的であった。今後は，問

題作成時に十分検討を重ね，より妥当性の高

い問題を用意することが課題である。評価規

準に対する学習の実現状況は，Ａ又はＢの生

徒が約70％であった。Ｃの生徒には，グルー

プ学習で，教え合いながら学習させるととも

に，机間指導により個に応じた指導をした。

(8) ペーパーテストによる評価

○〔単元名〕

３年 ＰＲＯＧＲＡＭ６

○〔学習活動〕

説明文，補充リーディングの読み取り練習

○〔評価の観点〕

言語や文化についての知識・理解

○〔評価規準〕



分詞の後置修飾や接触節を含む文の構造を

理解している。

○〔評価方法〕

ペーパーテスト

○〔考察及び指導の改善〕

平成20年度は，評価したい文の構造を含む

英文を提示し，初見の英文の読み取りができ

るかどうかを把握する意図で，スキミングの

問題やスキャニングの問題，英文和訳の問題

などを作成した。しかし，評価項目以外の負

荷が大きかったため，より妥当な評価となる

よう検討する必要が生じた。

平成21年度は，英文和訳の問題のみを出題

した。判断基準は評価したい文の構造が理解

できているかどうかであるため，それ以外の

間違いがあっても○と考えた。この方法は簡

素ではあるが，文構造の理解が不十分でも文

脈を推測して読み取ることができる場合もあ

るため，問題作成時に注意が必要である。

平成22年度は，上記の課題を踏まえた上で，

よりコミュニカティブなテストになるよう会

話文を取り入れたテストに改善した。

評価規準に対する学習の実現状況は良好で

あった。評価項目ごとに定着度が明らかにな

り，定着度の低い文の構造について，再度丁

寧に指導することができた。

３ 成果の普及と今後の展望

(1) 評価規準の作成

評価規準の明記された年間評価計画を作成

するに当たって，学習指導要領に示されてい

る各領域の目標を踏まえて，生徒に３年後，

どのような力を身に付けさせたいかを設定し

た。それを学年ごとに振り分け，更にどの単

元でどの力を身に付けさせるのかを絞り込ん

だ。その結果，年間評価計画の中で，「読む

こと」の活動がどのような位置付けとなって

いるかが，大変分かりやすくなった。

また，評価を適切に行うために，その判断

基準について，○の条件，ＡＢＣの条件をそ

の都度明確にとらえられるよう，教材分析に

も力を入れた。

(2) 評価方法の工夫

生徒の学習の実現状況をどのように見取る

のか，その評価を次の授業実践にどのように

生かしていくのかについて，理解を深めるこ

とができた。より簡素で効率的な評価方法を

模索しながら授業改善を進めた結果，生徒は，

研究対象の「読むこと」だけでなく，全ての

領域において力を伸ばしてきた。

「コミュニケーションへの関心・意欲・態

度」の評価における活動の観察は，簡素で効

率的であり，かつ実現状況も良好であった。

「表現の能力」の評価における音読テスト

は，３種類の方法で実施した。発達段階や身

に付けさせたい力に応じて，妥当性の高い適

切な方法を使い分けることができた。

「理解の能力」の評価における読解テスト

は，妥当な評価ができるよう，テスト問題を

十分検討して作成する必要がある。また，判

断基準を明記して，評価項目以外に負荷がか

からないように配慮することが重要である。

「言語や文化についての知識・理解」の評

価におけるペーパーテストは，問題の作成が

難しかった。更にコミュニカティブなテスト

を検討する必要がある。

(3) 評価を生かした授業改善

評価をどのように授業に生かしていくかを

考えることで，授業そのものの改善が進み，

指導，生徒の学び，評価が連動して，スパイ

ラルに向上していくという，計画時に描いた

研究の姿に近付くことができた。

評価規準と評価の判断基準を明確にしたこ

とで，評価項目に対してＣと判断される生徒

への今後の手だてを考えることができた。

(4) 成果の普及

本校での研究発表会と研究紀要の作成によ

り，研究成果の普及・啓発に努める。
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