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事例 1 語や文法事項等を正しく用いて表現する 
 

 

 

１．平成 31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果から                

【調査問題の概要と結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【分析結果と課題】 

○ 語や文法事項等を理解して正確に書いたり，基本的な表現を理解して応答したりすることに課題が

ある。 

適切に動詞を活用させることや，動詞の選択，語順や前置詞の欠落などの語法等に誤りがあり，基

本的な語や文法事項等を理解して文を書くことができていないと考えられる。 

また，質問に正しく応答するためには，音声，語，文法事項等の知識を実際のコミュニケーション

において活用できるようにしなければならない。それらの知識や技能を身に付けることができていな

いと考えられる。                〔報告書 P.57，P.58，P.70，P.71〕 

 

【学習指導に当たって】 

○ ９（３）②について 

言語材料を正しく用いて，伝えたい内容が読み手に伝わるように正確に文を書くことができるよ

うに指導することが大切である。その際，特定の言語材料のみを用いて文を書かせるだけでなく，

コミュニケーションの目的や場面，状況などを設定し，様々な個別の知識を活用させて文を書かせ

ることを授業の中に位置付けることや，生徒の誤りについて生徒自身に考えさせるなどの指導を繰

り返すことが重要である。           〔報告書 P.60，授業アイディア例 P.19，P.20〕 

 

○ 話すこと１（１）について 

月日や序数，数字などは基本的な語彙や表現であり，多くの生徒が小学校から慣れ親しんできて

いる。例えば，全員で今日の日付を言わせて終わるだけではなく，実際に個々の生徒とやり取りす

る中で日付を発話させるなど活動を工夫していくことが大切である。その際は，紛らわしい発音や

間違いの見られた言い方についてその場で確認し，生徒が間違いに気付き訂正できるようにする必

要がある。                          〔報告書 P.71〕 

 

 

 

 

９ 語や文法事項等を理解して正しく文を書く  

（３）②正答率 33.8 %  

与えられた情報に基づいて，３人称単数現在形の肯定文を正確に 

書くことができるかどうかをみる。 

話すこと１ 基本的な表現を理解して正しく応答する  
（１） 正答率 27.3 %  

月日に関する基本的な表現を理解して，応答することができるか 

どうかをみる。      (1)When is her birthday? 

 

それでは，そのような課題が解決できるよう，「語や文法指導等を正しく用い

て表現する力」を育成するための学習過程を一緒に見てみましょう。 

生徒が言語活動に取り組んでいるとき，どうしても基本的な語や文法事項な

どが定着していないために，行き詰まってしまうことがあります。 
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・コミュニケーションを行う目的や場面，状況などを設定し，言語活動と指導を繰り返し

ながら，表現内容の適切さや英語使用の正確さを高めます。 

・「語や文法指導等を正しく用いて表現する力」が身に付いたかどうか確認するために，

学んだことを再度活用する場面を設定します。その際，生徒が自身の学びや変容を自覚

できるように支援することが大切です。 

 

２．本事例のポイント                             

調査結果から明らかになった課題を解決するための学習過程を紹介します。  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが「語や文法事項等を正しく用いて表現する力」を育成するための学習過程な

のですね。まず学習過程の１でコミュニケーションを行う目的や場面，状況などを

設定しています。それはなぜですか。 

コミュニケーションを行う目的や場面，状況などを設定することで生徒が学習の

見通しをもつことができるからです。また，「文法はコミュニケーションを支える

もの」であることを踏まえ，コミュニケーションの目的を達成する上での必要性

や有用性を実感させた上で，知識を活用させたり，生徒の気付きを促したりする

など，言語活動と関連付けて指導することが重要だからです。 

ぜひ実践してくださいね。学習過程の２と３では，英語の特徴やきまりに気付き，

理解する段階と，理解した特徴やきまりを活用する段階を繰り返しながら，少し

ずつ正確に表現できるように指導します。最後に学習過程の４で「語や文法事項

等を正しく用いて表現する力」が育成されてきた段階で，学んだことを活用でき

るよう再度言語活動に取り組み，学習の振り返りを行います。 

言語活動を通して指導すれば，当該文法事項の形式や意味だけでなく，その使用

場面にも意識を向けられるということですね。そうすることで，文法事項をその

伝える内容や目的，場面，状況といったことと分けずに指導することができそう

です。私も，一方的な説明に終始するのではなく，いかに文法事項が使われている

かに着目させて，生徒の気付きを促す指導を心掛けたいと思います。 
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自分の身近な人を紹介する 

（第 1学年 全７時間） 

関係する領域別目標 話すこと［発表］ 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，

気持ちなどを整理し,簡単な語句や文を用い

てまとまりのある内容を話すことができるよ

うにする。 

 

３．本事例で扱う単元について                                    

 

 

 

 

 

 

１ 単元の目標 

ALT に自分や自分の身近な人物をよりよく知ってもらうために，事実や情報を整理し，発表する

ことができる。 
 

２ 単元の評価規準 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

話

す

こ

と

[

発

表

]
 

【知識】 

・三人称単数現在形の特徴や

きまりを理解している。 

【技能】 

・身近な人物について，簡単な

語句や三人称単数現在形な

どの文を用いて発表する技

能を身に付けている。 

ALT に自分や自分の身近な人

物をよりよく知ってもらうた

めに，事実や情報を整理し，簡

単な語句や文を用いて発表し

ている。 

ALT に自分や自分の身近な人

物をよりよく知ってもらうた

めに，事実や情報を整理し，簡

単な語句や文を用いて発表し

ようとしている。 

※本事例では，「話すこと［発表］」についての評価規準を示しているが，実際の指導に当たっては，「書

くこと」など他の領域の評価規準も設定することが考えられる。 

 

３ 単元の指導計画（全７時間）  

【学習過程】 時間 ねらい（■），主な言語活動等（丸数字） 知 思 態 

 １ 

 

■単元の目標を理解する。 
■身近な人物について紹介する。 
①教師の身近な人物についての紹介を聞く。 
②身近な人物について, ペアで紹介し合う。 
③教師と生徒がやり取りを行い，三人称単数現在形（肯定文） 
の特徴に気付く。 

④身近な人物について，再度ペアで紹介し合う。 
 
 
 

   

１．コミュニケ

ーションを行

う目的や場

面，状況など

を把握し ,学

習の見通し

をもつ 
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 ２
（
本
時
） 

■身近な人物の好きなことについて正しく紹介する。 
①前時に行った身近な人物の紹介について，教師とやり取り

を行う。 
②教師の身近な人物の好きなことについて紹介を聞く。 
③身近な人物の好きなことについて，ペアで紹介し合う。 
④教師とやり取りを行いながら，三人称単数現在形（肯定文）

の特徴やきまりに気付く。 
⑤身近な人物の好きなことについて，再度ペアで紹介し合う。 
⑥教科書 Part 1 の内容理解を通して，三人称単数現在形（肯 

定文）の特徴やきまりを理解する。 

   

 ３ ■友達が誕生日に欲しい物について正しく紹介する。 
①教師の身近な人物の誕生日に欲しい物について紹介を聞

く。 
②友達が誕生日に欲しい物について，ペアやグループで紹介 

したり，質問に答えたりする。 
③教科書 Part 2 の内容理解を通して，三人称単数現在形（疑 
問文）の特徴やきまりに気付き，理解する。 

   

 ４ ■友達のペットについて正しく紹介する。 
①教師の身近な人物のペットについて紹介を聞く。 
②お互いのペットについて，ペアやグループで紹介したり，質 

問に答えたりする。 
③教科書 Part 3 の内容理解を通して，三人称単数現在形（否 
定文）の特徴やきまりに気付き，理解する。 

   

 ５ ■友達の好きな教科について正しく紹介する。 
①好きな教科について，ペアで伝え合う。 
②友達の好きな教科について，グループで発表したり，質問に

答えたりする。文法事項等を正しく使えているか言語面の

確認をする。 
③グループを替えて，再度発表する。 

   

 ６ ■友達の一日の過ごし方について正しく紹介する。 
①一日の過ごし方について，ペアで伝え合う。 
②友達の一日の過ごし方についてグループで発表し，その様

子をタブレットで撮影する。 
③発表した英文を書く。 
④撮影した映像を見ながら，文法事項等を正しく使えている

かなどを協力して確認し，書いた英文を修正する。 
⑤グループを替えて，再度発表する。 

   

 ７ ■ALT に自分の身近な人物について正しく紹介する。 
①ALT とのパフォーマンステストで，自分の身近な人物につ

いて伝える。 
②内容面と言語面から単元の学習を振り返る。 

○ ○ ○ 

 後日 ペーパーテスト ○   

 

４．学んだこ

とを言語活

動で再び活

用し，学習を

振り返る 

３．理解した

特徴やきまり

を活用して，

英語使用の

正確さを高

める 

２．意味のあ

る文脈の中

で，英語の特

徴やきまりに

気付き，理解

する 

※第１時から第６時までは，記録に残す評価は行わないが，毎時間のねらいに即して生徒の活動の状
況を把握し指導に生かす。 
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４ 本時（第２時） 

（１）本時のねらい 

身近な人物の好きなことについて正しく紹介する。 

 

（２）展開 

言語活動等 教師の指導のポイント 

①前時に行った身近な人物の紹介につ

いて，教師とやり取りを行う。 
・生徒が話した内容を教師が確認するなど，三人称単数現在

形（肯定文）の英文にできる限り多く触れることができる

ようにする。 
②教師の身近な人物の好きなことにつ

いて紹介を聞く。 
・三人称単数現在形（肯定文）の英文に十分に慣れ親しむこ

とができるよう，小学校で学習した表現等を用いながら

Interactive Teacher Talk を行う。 
③身近な人物の好きなことについて，ペ 
アで紹介し合う。 

・机間指導を行い，生徒の発表内容を把握する。 
 

④教師とやり取りを行いながら，三人称

単数現在形（肯定文）の特徴やきまり

に気付く。 

・文法事項の特徴やきまりに気付くことができるよう，生徒

とやり取りした英文を板書し，視覚化する。 
・生徒の言葉を生かしながら，文法事項のポイントとしてま

とめる。 
⑤身近な人物の好きなことについて，再

度ペアで紹介し合う。 

・ペア活動後，数名の生徒の発表を聞き，文法事項の特徴や

きまりを踏まえて紹介しているか観察をする。 

⑥教科書 Part 1 の内容理解を通して，

三人称単数現在形（肯定文）の特徴や

きまりを理解する。 

・教科書の英文に下線を引くよう指示を出し，生徒自身が文

法事項の特徴やきまりに着目できるよう支援する。 
・振り返りシートに学習したことを記入するよう声をかけ，

内容面と言語面の気付きを促す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時では，生徒がねらいとする言語材料に音声で十分に慣れ親しんだ後に，教科書を

使用して文法事項を理解できるようにしています。簡単な語句や基本的な表現などを

音声で十分に慣れ親しませる小学校の指導を発展させながら，文法事項等の指導を丁

寧に行っています。 

そうですね。内容の伝達に指導の重点を置きながら，言語面での気付きを促し，正確

な発話ができるように指導することは，まさに中学校ならではの学びですね。 

最後に言語面とともに内容面から振り返ることで，意味や形式だけでなく，当該文法

事項を使用できる場面に気付き，その必要性や有用性を感じることができます。これ

は，深い学びと言えそうですね。 

・小学校での学習を生かしながら英語使用の正確さを高め，実際のコミュニケーションに

おいて活用できる技能を身に付けられるよう指導します。 

・生徒自ら当該文法事項を使用できるようにするため，使用場面を適切に設定し，当該文

法事項の必要性や有用性を実感できるよう指導します。 

単元全体を通して，生徒は新出文法事項を理解し，活用しながら英語使用の正確さを

高めています。第６時には，生徒は自分の発表をタブレットで撮影して，内容面だけ

でなく言語面からも自分たちのパフォーマンスを見直し，改善しています。 
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・文法事項の規則性や構造などに気付くことができるように，生徒とやり取りを行い豊

富な例文に触れさせた上で発話内容を視覚化したり，学習の振り返りを行ったりしま

す。 

・例文を提示する際は，生徒が自分自身との関連性を感じることができるような意味内

容のある例文を示していくことが大切です。 

 
 

４．本事例における指導の工夫等                          

（１）言語面における生徒の気付きを促す工夫                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは，三人称単数現在形の形式への気付きを促す板書例です。教師が，生徒とや

り取りをして多くの例文を引き出した後，左右を比較しながら相違点に気付けるよ

うに黒板にまとめ，視覚化しています。 

「身近な人を紹介する」という意味のある文脈の中で，教師と生徒がやり取り

をしているため，生徒はすでに発話内容を理解しています。音声で十分理解し

ていることを視覚化しているので，より形式に意識を向けることができるので

すね。 

はい。さらに音声面の特徴（/s/, /z/, /iz/など）を確認し，生徒が実際のコミュニケ

ーションで使用できるように指導しています。もちろん，誤りなく使用できるよう

になるには時間がかかりますので，必要な練習を行うなど継続的に指導することが

重要です。また，下の写真は本時の最後に生徒が記入した振り返りシートです。 

内容面と言語面からも授業を振り返ることができるように項目が分けられてい

ます。その上で，生徒一人一人が本時で学んだことを自分の言葉で振り返って

いますね。これも生徒の気付きを促す工夫の一つですね。 

こうした振り返りを書きためていくことで，生徒はいつでも自分の学んだことを見

直すことができます。生徒がパフォーマンスを行う際の自分自身のチェックポイン

トとしての役割を果たすこともできそうですね。 
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・生徒が自分のパフォーマンスを客観的に振り返ることは，表現内容の適切さや英語使用

の正確さを高める有効な手立ての一つです。 

（２）ICTを活⽤して英語使⽤の正確さを⾼める⼯夫               

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語活動等 教師の指導のポイント 

① 一日の過ごし方について，ペアで伝え合う。 

② 友達の一日の過ごし方について，グループで

発表し，その様子をタブレットで撮影する。 

③ 発表した英文を書く。 

④ 撮影した映像を見ながら，文法事項等を正し

く使えているかなどを協力して確認し，書い

た英文を修正する。 

⑤ グループを替えて，再度発表する。 

・生徒が気付くことができなかった共有すべき

ポイントについては，教師が生徒の発表の様

子を観察しながら把握し，全体に伝える。 

・聞き手に配慮した発表にするために，文法事

項等を正しく使うことに加え，発音，音の変

化，強勢，イントネーション，区切りなどの音

声面や，アイコンタクトや姿勢，表情など非言

語面の指導も行う。 

学習過程の３の「理解した特徴やき

まりを活用して，英語使用の正確さ

を高める」の場面（第６時）です。 

はい。自分の発表を客観的に見ることで，

多くの気付きが生まれます。以下は，活動

例の一つです。生徒の英文が改善されてい

ることが分かります。 

⽣徒のパフォーマンステスト（第７時）での発話例 
Hello. This is my sister. 
Her name is Hanako. 
She likes eating but she doesnʼt like vegetables. 
She doesnʼt like goya. 
She likes music and she can play the percussion. 
She is a member of the brass band club. 
She enjoys her school life.  
I like her very much. 
Thank you for listening. 

右の英文は，教師が考えた単

元のゴールとなる生徒の発話

例です。こうした発話例を事

前に作成しておくことで，パ

フォーマンステストの評価に

生かせるだけでなく，言語面

での生徒のつまずきなどが想

定でき，見通しをもった指導

ができるようになります。 

修正前 修正後 




