新学習指導要領に対応した指導と評価の一体化に関する研究
―CAN-DO リストを活用した指導と評価の在り方―
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研究の概要
本研究は，中学校外国語科において「CAN-DO リストに基づいた単元設計」及び，「形成的評価
を通じての長期視点での授業改善」の具体的実践方法を追究するものである。新学習指導要領にお
いては，知識の定着のみならず，それを活用し，物事を達成していくことが今まで以上に求められ
ている。これを念頭に置き，長期的な授業改善の中で生徒に力を付けていく必要がある。
そこで，本研究では，CAN-DO リストで示す学習到達目標を，実際の授業の実践まで落とし込ん
でいく為の「単元構想シート」を作成し，実践する。さらに，目標達成までの小目標を列挙した「振
り返りシート」を作成し，生徒に自己評価を行わせる。加えて，教師は生徒の自己評価及び，ワー
クシートや授業内での見取りから，形成的評価を行う。以上のことにより，到達目標に基づく長期
視点での授業改善を図ることが，生徒の目標達成及び，主体性の向上において，どのように有効で
あるかを検証する。
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主題設定の理由
１

現場で抱える課題から

近年，私は，生徒に英語を活用する力が付いていないと感じることがよくあった。定期テスト等
では高得点でも，到達度テスト等になると得点が下がり，初見のまとまった文量の問題や，複数の
文法を駆使する問題になると思うように力を発揮できない生徒の現状に悩みを抱えていた。学んだ
内容が定着しておらず，結果として力が付いていかないという負のスパイラルに陥っているように
感じていた。これは，学習が単なる暗記に終始してしまっているとともに，繰り返し学習や，学習
したことを総合的に活用する場面の不足によるものなのではないかと考えている。
このことから，学習内容を活用することを目標とした単元計画及び評価計画の作成，加えて，目
標達成までの道筋を学習者と共有することにより，教師は指導を，生徒は学習を振り返り，長期的
に改善を重ねることで，学習内容を定着させ，活用する力を付ける方法を研究したいと考えた。
２

今日的課題から

学習指導要領が改定されるに当たり，
「知識及び技能」，
「思考力，判断力，表現力等」，
「学びに向
かう力，人間性等」の，いわゆる資質・能力の三つの柱をバランス良く育成することの重要性が強
調された。外国語科においては，
「外国語を使って何ができるようになるのか」という観点から学習
到達目標を設定し，授業者の授業改善を図るとともに，自律した学習者を育成することの重要性が
示されている。これにかかわる先行研究としては，「福井県版 CAN-DO リストの活用」（福井県教
育研究所）等があり，CAN-DO リストを用いて，単元のゴールと，それに至る道筋を明らかにした
実践が，学習意欲の向上や，指導の改善に影響を与え，目標達成に効果的であったとする成果が出
ている。
一方で，
「平成 29 年度英語教育実施状況調査（中学校）の結果」
（文部科学省）によると，中学校
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修了程度の英語力と言われる，英検３級以上を取得している３年生及び，相当の英語力を有すると
思われる３年生の割合は，40.7%となっている。また，同調査によると，CAN-DO リスト形式よる
学習到達目標を設定している学校は，85.9%だが，その達成状況を把握している学校は 45.4%となっ
ている。このことから，中学３年生の英語力の実態の一因として，CAN-DO リストの作成は進んで
いるが，教師が十分に活用できておらず，生徒に力が付いていないことが考えられる。このことか
ら，CAN-DO リストを活用することで，中学生の英語力の現状を改善し，生徒に中学校３年間で英
語力を確実に付けていくことが大変重要である。さらに，学習内容を活用し，情報や考えを理解し
たり，表現したり，伝え合ったりする，コミュニケーションを図る資質・能力を育成していくため，
改めて CAN-DO リストを効果的に活用した指導と評価の在り方を探り，広く活用されるようにし
ていく必要性を強く感じる。
３

新学習指導要領及び，山梨県教育指導重点の目指すところから

「中学校学習指導要領解説
（１）指導計画の配慮事項

外国語編

第２章

第２節

３

指導計画の作成と内容の取扱い

ア」には，
「単元など内容やまとまりを見通して，その中で育む資質・

能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。」とあり，同
「イ」には，
「学年ごとの目標を適切に定め，３学年間を通じて外国語科の目標の実現を図るように
すること。」とある。さらに，平成 30 年度版山梨県教育指導重点には，
「外国語教育を充実させ，小
学校では児童のコミュニケーションの基礎を養い，中学校・高校では生徒の英語力の向上を図る。」，
「外国語科において，CAN-DO リストを基にした評価を実施する。」とある。
これらのことから，目指すべき到達目標をより具体的かつ明確にし，見通しをもった学習計画の
立案及び，評価に基づく長期視点での授業改善を行うことの重要性がうかがえる。
Ⅱ

本研究のねらい
本研究では，CAN-DO リストで示す学習到達目標を，実際の授業の実践まで落とし込んでいく為

の「単元構想シート」を作成し，実践する。加えて，目標達成までの小目標を列挙した「振り返り
シート」を作成し，実際の授業内での見取りと，振り返りシートによる，教師と生徒の形成的評価
を行う。以上のことにより，到達目標に基づく長期視点での授業改善を図っていく。
これにより，生徒が見通しをもって学習し，目標を達成できたという実感から，学習への主体性
を伸ばすことができるのではないかと考えている。本研究の有効性を検証する為に，パフォーマン
ス評価及び，検証授業の事前，事後にアンケートを行い，その変化を比較する。
Ⅲ

研究の基本的な考え方
１

新学習指導要領が目指す方向性について

新学習指導要領と現行学習指導要領を比較すると，新学習指導要領で強調されている点は，
「外国
語を活用する力」をより具体的に育むことと，
「見通しと振り返り」を意識し，主体的な学習者を育
成することの２点であると考えられる（表１）。
表１

中学校学習指導要領比較

新学習指導要領

現行学習指導要領

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え

外国語を通じて，言語や文化に対す

方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話すこ

る理解を深め，積極的にコミュニケー

考え

ションを図ろうとする態度の育成を図

などを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュ

り，聞くこと，話すこと，読むこと，書

ニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成するこ

くことなどのコミュニケーション能力

と，書くことの言語活動を通して，簡単な情報や
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とを目指す。

の基礎を養う。

(1)外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどを
理解するとともに，これらの知識を，聞くこと，読む
こと，話すこと，書くことによる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るように
する。
(2)コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応
じて，日常的な話題や社会的な話題について，外国語
で簡単な情報や考えなどを理解したり，これらを活用
して表現したり伝え合ったりすることができる力を
養う。
(3)外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き
手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，主体的
に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする
態度を養う。
単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で

各学校においては，生徒や地域の実

育む資質・能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的 態に応じて，学年ごとの目標を適切に
で深い学びの実現を図るようにすること。その際，具体 定め，3 学年間を通して英語の目標の
的な課題等を設定し，生徒が外国語によるコミュニケー 実現を図るようにすること。
ションにおける見方・考え方を働かせながら，コミュニ
ケーションの目的や場面，状況などを意識して活動を行
い，英語の音声や語彙，表現，文法の知識を五つの領域
における実際のコミュニケーションにおいて活用する学
習の充実を図ること。
各単元や各時間の指導に当たっては，コミュニケーシ

（新設）

ョンを行う目的，場面，状況などを明確に設定し，言語
活動を通して育成すべき資質・能力を明確に示すことに
より，生徒が学習の見通しを立てたり，振り返ったりす
ることができるようにすること。
２

指導と評価の一体化について
指導と評価の一体化について，文部科学省は，
「学習評価に関する資料」
（2017）の中で，
「学習評

価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること」としている。つ
まり，指導と評価の一体化とは，指導と評価を別々に捉えるのではなく，学習評価を通じて指導を
改善し，さらに新しい指導に生かすという PDCA サイクルのことである。
本研究では，CAN-DO リストの到達目標に基づいて単元の目標を設定し，さらに，その達成の為の
小目標をチェックリスト化することで，生徒の自己評価による振り返り及び，教師による評価を実
施する。ここから，生徒の理解が不足している部分や，十分な部分を見取り，単元内で復習を行っ
たり，発展的な活動を行ったりするなどし，授業改善に生かしていく。
３

「主体的な学習」について
外国語学習は，小学校や中学校，高校などの一時的な学びで完結するものではなく，生涯学習と

して学んでいくものであるという側面がある。このことから，主体的な学習態度を育んでいくこと
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が重要である。主体的な学びについて，文部科学省は，
「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審
議会における議論から改訂そして実施へ－」の中で，
「学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリ
ア形成の方向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返っ
て次につなげる主体的な学び」と示している。
また，溝上（2018）は，このことについて，
「主体的な学習は，
『課題依存型』，
『自己調整型』，
『人
生型』の三層から成る主体的な学習スペクトラムである」
（図１）としている。各学習型については
以下に示す通りである（表２）。

図１
表２

主体的な学習スペクトラム

主体的学習の３段階

課題依存型の主体的学習
「この課題に取り組むのはおもしろい」といった例に見られるように,課題に取り組む意欲が，課
題側の方から与えられる学習を指す。学校教育では，課題は生徒にとって与えられるものであるこ
とが多いことから，この課題依存型が主体的な学習の基本であるといえる。
自己調整型の主体的学習
自己調整型の主体的学習とは,学習目標や学習方略,メタ認知を用いて,自己を方向付けたり調整
したりして課題に取り組む学習を指す。
人生型の主体的学習
人生型の主体的学習とは,「検定に合格する」，
「将来は外国で働きたい」のように，中長期的な目
標達成や，自己実現を目指して課題に取り組む学習を指す。なぜ学ぶのか,学習を通してどのような
自分になりたいのか,といった学習の意味が,自分の未来と関連付けられ，どう生きていくかという
ことを学習に反映させる構図になる。
以上のことを外国語教育で考えた際に，単に課題に沿って学習に向かっている状態は，自己調整
型の学習であると言える。新学習指導要領の目指す，「学ぶことに興味や関心をもち,自己のキャリ
ア形成の方向性と関連付けながら」という部分を実現する為には，英語を通し，積極的に他者とか
かわり，理解しようとする態度を養うことが重要である。また，「外国語学習指導要領解説」では，
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外国語における見方・考え方について，
「外国語で表現し伝え合うため，外国語やその背景にある文
化を，社会や世界，他者とのかかわりに着目して捉え，コミュニケーションを行う目的や場面，状
況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，再構築すること」とある。
このようなことを踏まえ，本研究では，外国語科における主体的に学習に向かう生徒の姿を，
「外
国語を通し，積極的に他者とかかわり，理解しようとするとともに，自ら課題を発見し，その解決
に向けて学ぶことのできる生徒」とする。
Ⅳ

先行研究及び研究仮説
笹島（2011）は，CAN-DO リストの考え方の基となった，CEFR-J の授業内での活用効果につい

て研究を行った。この研究では，CEFR-J の能力記述文の内容が教科書の内容と一致しない部分が
多く，効果的に活用することができなかったという結果が挙げられている。この結果を受け，同研
究では，CEFR-J に加え，授業内の活動に即した補助的な能力記述文を使用することで前述の課題
を改善し，生徒の自己評価及び，教師の評価に活用することとした。結果として，教師と生徒の評
価が一致しないケースが見られたが，繰り返す内に自己評価の信頼性が増し，自立学習につながる
可能性を示したとしている。このことから笹島は，能力記述文を，生徒の自己評価と教師の評価に
活用し，比較することで，省察に利用できる可能性があると述べている。このことから，笹島（2011）
の課題である，能力記述文と教科書内容の一致による，生徒の自己評価の信頼性向上，生徒の自己
評価と教師の評価を比較することによる，授業の省察について改善がなされれば，より効果的な
CAN-DO リストの活用ができると考える。
よって，本研究では，CAN-DO リストの到達目標を，教科書を基にした具体的な課題に落とし込
み，目標達成に至るまでの小目標を生徒と共有し形成的評価に活用することで，生徒の学習到達度
を把握し，授業改善を図る。ひいては，生徒が見通しをもって学習し，目標を達成できたという実
感から，学習への主体的を伸ばすことができると考えている。
Ⅴ

研究方法
研究方法については，次の（１）～（４）の内容について行う。本研究の検証授業に当たっては，

読む，書く，話す（発表），話す（やり取り），聞くの，４技能５領域の中から，生徒の変容を詳細
に分析することを目的とし，学習の過程や成果が特に目に見える形で残る，
「書くこと」の分野に焦
点を絞って行った。
（１）

CAN-DO リストの作成

（２）
（３）

CAN-DO リストに基づいた単元構想シートの作成
振り返りシートの作成

（４）

検証授業の実施
第３学年３クラス 75 名

ア

検証授業の対象：県内公立中学校

イ

使用教科書：COLUMBUS 21 ENGLISH COURSE 3（光村図書）

ウ

単元名：Unit5 Dreams for the Future
My Dream 憧れの職業について説明しよう（書くこと）

エ

検証授業の期間：平成 30 年 10 月

オ

時間数：全 10 時間

カ

検証方法

①事前・事後アンケートによる，意欲の変容の比較
②ワークシートによる，達成度や学習の変容の把握
③研究協力員による授業参観
④学習感想による，生徒の心情の把握
⑤事前・事後の異なるパフォーマンス評価の比較
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（１）

CAN-DO リストの作成に当たって

CAN-DO リストの作成に当たって，文部科学省発行の，「各中・高等学校の外国語教育における
「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設定のための手引き」
（2013）の中に，その目的につい
て，
「学習指導要領に基づき，観点別学習状況の評価における『外国語表現の能力』と「外国語理解
の能力」について，生徒が身に付ける能力を各学校が明確化し，主に教員が生徒の指導と評価の改
善に使用すること」と記述されている。これに基づき，本研究では，学習指導要領解説に示されて
いる，「外国語活動・外国語の目標の学校段階別一覧表」（資料１）を参考とし，教科書の学習内容
と関連付けながら CAN-DO リストの作成を行った。
また，
「中学校外国語学習指導要領解説」
（2017）には，教育活動の質を向上させ，学習効果の最
大化を図るため，
「生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育
の内容等を教科横断的な視点で組み立てていくこと」とある。これを実現するため，同時に，学校
教育目標や，近隣の高校の CAN-DO リストも参考にした。実際に CAN-DO リストを作成した手順
（表３）及び，CAN-DO リスト（図２）は以下の通りである。
表３

CAN-DO リスト作成の手順

①学習指導要領外国語科の目標と，学校教育目標の擦り合わせ，地域や学校の特色の確認
学校教育目標である，「心豊かで思いやりのある生徒」，「意欲をもって学び取る生徒」という部
分と，学習指導要領の，
「外国語の背景に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，書き手に配
慮しながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする」という部分に共通点を
見いだした。そして，地域の特色である，
「様々な国から外国人観光客が訪れ，多言語が使用されて
いる」点が大きな特色であると考えた。
②英語科の教育目標の設定
上記①のことから，様々な文化的背景のある他者と積極的にかかわり合うという視点で，英語科
の教育目標を，
「積極的に他者とかかわり，互いの文化を理解し合おうとする態度を養う」とした。
③卒業時の学習到達目標の設定
地域の特色として，
「市内全小中学校で富士山教育に取り組んでいる」ことや，上記②の，
「積極
的に他者とかかわり，理解し合おうとする」という部分から，表現の到達目標に，
「地域の風土や行
事など，自分の身近な事柄について説明したり」や，
「自分の考えや賛否を伝え合ったりする」とい
う文言を入れて作成した。また，理解の到達目標では，
「気持ちを伝えたり，質問をして話題を広げ
たりする」という文言を入れ，理解し合うためにコミュニケーションをとるという点を強調した。
④学年ごとの学習到達目標の設定
各学年の到達目標の設定に当たっては，学校の特色として，小学校と隣接していることや，市内
３校の公立高校に進学する生徒が大半を占めることから，小学校外国語活動の指導内容及び，市内
３校の CAN-DO リストを参考として１年時と３年時の到達目標を設定した。
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図２

作成した CAN-DO リスト
-79-

CAN-DO リストに基づいた単元構想シートについて

（２）

CAN-DO リストの到達目標を具体的な課題に落とし込み，さらに手立てを細目化していくこ
とで，学習を積み上げ，実際に技能として活用されるイメージをもって単元設計を行う為に，単元
構想シート作成した。作成に当たっては，「CAN-DO リストを活用した授業改善講座資料」（H30
年 新潟県立教育センター）を参考にした。作成したシートの活用手順を図３に示す。
①本単元で到

達を目指す

目標を記入。

➁目標達成の為のパフ

ォーマンス 課題及び 、

達成までの段階を記

入。

③ 何 を 、ど の よ

うに測るか

を記入。
入。

ンス例を記

るパフォーマ

④各評価に値す

入。

言語材料を記

と、必要となる

⑤使用する題材

⑤目標達成の為

に、 段階 的に指

導手順を記 入。

図３

単元構想シートの活用手順
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（３）

振り返りシートについて

到達目標に基づく長期視点での授業改善を図っていくため，目標達成までの小目標を列挙した「振
り返りシート（図４）」を作成した。これにより，生徒に自己評価は自己評価を，加えて，教師は生
徒の自己評価及び，ワークシートや授業内での見取りから，形成的評価を行う。

図４

自己評価の為の振り返りシート
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（４）検証授業の実施について
１

単元構想の視点について
単元構想に当たり，「単元構想シート」を活用し，以下の手順で指導計画を作成していく。

①単元が学習指導要領とどのように関連しているのかを把握する。
単元が，学習指導要領のどの目標と合致しているのかを把握し，目指すべき方向性を明確にする。
具体的には，学習指導要領に示される目標のどの技能のどの目標との関連が一番大きいのかを把握
する。
②CAN-DO リストの目標を確認し目標を絞り込んでいく
①で把握した，指導要領上の目標を基に，どのような目的で，どのような活動を行うのかを絞り
込んでいく。これにより，単元を通して付けたい力が見えてくる。
③単元の目標（パフォーマンス課題）を設定する
②の段階を経て明確になった付けたい力を，具体的なパフォーマンス課題に落としていく。最後
に行う活動を明確にすることで，そこに致る指導過程を設計することができる。同時に，どの程度
できるようになることを目指すのか，評価規準をルーブリックで示す。この際，具体的に示すこと
が重要だが，言語活動の目的や，言語の使用場面，状況を強調するようにする。
「be 動詞を使って」
のように，生徒の思考を狭めるような表現は避けるよう留意する。
④必要となる主な言語の働きを把握する
③のルーブリックで示したルーブリックを達成する為に，
「物について詳しく説明する」，
「状態を
描写する」など，どのような言語の働きが必要となるのかを把握する。これによって，技能として
活用することをイメージして毎時間の授業を構成できるようにする。
⑤目標を達成するために必要な文法項目や語彙等を把握する。
上記④の働きを支える語彙や文法，表現などを把握する。これによって，毎時間の授業で，パフ
ォーマンス評価の下地となる知識を獲得できるようにする。
以上，①～⑤のことを，知識の構造図を作成する事で体系化し，それを基に単元設計を行う。
２

実際の授業について
実際の授業に当たっては，特に次の４点に留意して実践していく。

①単元構想に基づいて授業を行う。
毎時の授業の積み重ねが，単元の目標達成に向かっていくものになるよう，絶えず生徒の実態を
見取り，授業改善を行っていくことを意識する。
②単元の目標達成に向け，生徒は自己評価による振り返り，教師は形成的評価を行い，それを通じ
て達成状況を把握する。
単元の目標に基づいて，生徒の達成状況を適切に把握する。
③②に基づいて授業改善を行い，前時で達成できていないところの復習等を取り入れる。
②から見取ったものをもとに次時に向けた授業改善を行う。この際，達成できなかった生徒をフ
ォローできるよう，授業に積極的に復習等を取り入れるようにする。また，達成状況が十分と見ら
れる場合は，適宜，発展的な活動を取り入れる等する。
④単元の最後にパフォーマンス評価を行い，その達成度を測る。
③同様，ここで達成できなかった生徒について，別の時間に活動の復習などを取り入れ，年間を
通じる中で目標が達成できるよう，指導を積み重ねていく。
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３

単元構想シートによる単元構想の立案
CAN-DO リストに基づいて，身に付けさせたい力を確定し，具体的なパフォーマンス課題とル

ーブリックから逆算して指導計画を立案出来るよう，単元構想シートにより指導計画を作成した。
１．CAN-DO リストにおける学習到達目標
教科書で読んだことや聞いたこと，また，身近なトピックについて，自分の考えや意見，感想な
どを，相手に伝わりやすいよう構成に配慮し，論理的な文章（序論・本論・結論で構成される）
で詳しく書くことができる。
２．CAN-DO TASK / SCALE
「将来の夢」というトピックで，英語でエントリーシートを書き，自分の考えを ALT にわかりや
すく伝えることができる。
※状況・場面・行動
Cannot
①教科書の例文を参考にしても将来の夢について書くことは難しい。
②教科書の例文を参考に，自分で考えた英文も入れて，相手に伝わりやすい文章を書くことが
できる。
③教科書の例文を発展させ，自分の考えをより詳しく伝えることができる英文を書くことがで
きる。
Can
３．Limitation（何をどこまで図るか）
測るもの ：内容，文章構成，表現の適切さ
活動の目標：ALT に，将来の夢について，自分の考えを英語で書いて伝えることができる。
ルーブリック
内容

構成

表現の適切さ

A
将来の夢について，自分の
思いや考えがさらに詳し
く伝わるように書かれて
いる。

B
将来の夢について，「将来
就きたい職業，または，将
来したいこと」，
「 理由とな
る考えや体験」が詳しく書
かれている。

C
将来の夢について，「将
来就きたい職業，また
は，将来したいこと」，
「理由となる考えや体
験」が詳しく書かれてお
らず，内容として十分で
ない。
Opening，Body，Closing が Opening，Body，Closing Opening，Body，Closing
明確で，内容が伝わりやす が明確でない部分もあ る が不明確で，言いたいこ
いように書かれている。
が，言いたいことが伝わる とがよく伝わらない。
ように書かれている。
より豊かでわかりやすい
単語や表現が使われおり，
言いたいことが十分に伝
わる。

単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞等
違いはあっても，主語動詞 の関係が間違っており，
等の関係が正しく，言いた 理解するのが難しい。
いことが伝わる。

Model
I want to be a doctor. When I was a child, I read a book that really touched my heart. It’s
a book about very kind doctor. After I read the book, I thought doctor is a wonderful job.
It’s a book about very kind doctor. After I read the book, I thought doctor is a wonderful
job. I want to have a job which can make people happy. Doctors can make people happy. I
want to help sick people. That is my dream.
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４．Material（題材・言語材料）
題材：COLUMBUS 21 ENGISH COURSE 3

Unit５ Dreams for the Future

言語材料 （※下線は新出表現）：
職業名に関する語彙，I want to be ～.
My Dream is to ….

I want to ….

My Dream is not clear yet.

I read the book that really moved me.
The job that makes people ～.

My Dream is to be ～.

I can’t forget the ～ that ….

I want to have a job which ….

When I was a child，….

I was ～.

They looked ～.

５．Procedure（指導手順）
事前活動：
小学校外国語 「What do you want to be? I want to be a ～.」，中学校２年生

「Unit5」,

「Go for It! 2 職場体験の報告をしよう」を通し，文章の構成要素を段階的に発展させていく。
各段階課題・足場かけ：
①扉を通し，単元の目的，目標，ルーブリックを伝える。
小学校の外国語活動，中学校２年生の Unit5

Go for It! 2 を振り返る。（②の足場かけ）

さらに詳しく伝えるために，どんなことが表現できればよいか（なりたいもの，したいこと，
そのきっかけや，理由となる考え）を，本文全体の大まかな内容理解を通して考える。（②以
降の足場かけ）
マッピングにより，発想を広げる。（②以降の足場かけ）
②Tina の夢及び，そのきっかけになった出来事について読み取り，英語でまとめる。
（③の足場
かけ）
自分がなりたいものについて書く１（I want to be a ～.）。
③自分がなりたいものについて書く２（My dream is to be a ～.）。
関係代名詞 that(目的格)を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった物の説明を含めて書く。
（⑩の足場かけ）
④Aya の将来の夢及び，そのきっかけになった出来事について読みとり，英語でまとめる。（⑤
の足場かけ）
⑤関係代名詞 that（主格）を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものについて，したいことについて，きっかけになった出来事を含めて
書く。（⑩の足場かけ）
⑥Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめる。（⑦の足場かけ）
⑦関係代名詞 which（主格）を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，自分がなりたいものや，したいことについて，どんな職業なのかの説明を加えて
書く。（⑩の足場かけ）
⑧Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取る。（⑨の足場かけ）
⑨関係代名詞 who（主格）を学び，人について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった人物の説明を加えて書
く。（⑩の足場かけ）
⑩例文や，書き溜めた英文を参考に，憧れの職業について紹介する文を書く。
6．Assessment（ミニパフォーマンスの評価）
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Procedure③
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった物の説明を含
めて書くことができる。
ルーブリック
内容

表現の適切さ

A
課題をさらに発展させ，自
分の考えを文章で書くこ
とができる。
より豊かでわかりやすい
単語や表現が使われおり，
言いたいことが十分に伝
わる。

B
与えられたメモを基に，状
況に合った文章を書く こ
とができる。
単語や表現など，多少の間
違いはあっても，主語動詞
等の関係が正しく，言いた
いことが伝わる。

C
例文を参考にしても書く
ことは難しい。
単語や表現，主語動詞等
の関係が間違っており，
理解するのが難しい。

Model
B．I have a book that my father bought for me. It’s a book about very kind doctor. I like the
character in the book. So, I want to be a doctor.
Procedure⑤
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった出来事を含め
て書くことができる。
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
表現の適切さ よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
単語や表現が使われおり， 違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
言 い た い こ と が 十 分 に 伝 の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。
わる。
Model
B．When I was a child, I read a book that really touched my heart. It’s a book about very
kind nurse. After I read the book, I thought nurse is a wonderful job. So, I want to be a
nurse.
Procedure⑦
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，自分がなりたいものや,したいことについて，どんな職業なのかの説明
を加えて書くことができる。
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
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表現の適切さ

より豊かでわかりやすい
単語や表現が使われてお
り，言いたいことが十分に
伝わる。

単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。

Model
B．I want to have a job which makes people laugh.

So, I want to be a comedian.

Procedure⑨
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものについて，きっかけになった人物の説明を加えて書く。
（⑩
の足場かけ）
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
表現の適切さ よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
単 語 や 表 現 が 使 わ れ て お 違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
り，言いたいことが十分に の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。
伝わる。
Model
B．I was very impressed by
４

作成した単元構想を基に具体的な指導計画を立案

・CAN-DO リストの目標
３年 書くこと
教科書で読んだことや聞いたこと，また，身近なトピックについて，自分の考えや意見，感想な
どを，相手に伝わりやすいよう構成に配慮し，論理的な文章（序論・本論・結論で構成される）
で詳しく書くことができる。
・パフォーマンステストにおけるルーブリック
「将来の夢」というトピックで，英語でエントリーシートを書き，考えを ALT にわかりやすく伝え
る。
内容

構成

A
B に加え，将来の夢につい
て，自分の考えが伝わる
ように，より詳しく具体
的に書かれている。

B
①「将来就きたい職業，ま
たは，したいこと」，②「理
由となる考えや体験」，③
「①の社会における役割」
について具体的に書かれて
いる。
序論，本論，結論が明確 序論，本論，結論が明確で
で，内容が伝わりやすい ない部分もあるが，言いた
いことが伝わるように書か
ように書かれている。
れている。
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C
将来の夢について，具体
的に書かれていない。

序論，本論，結論が不明
確で，言いたいことがよ
く伝わらない。

表現の適切さ

豊かでわかりやすい表現
として，接続詞や例え，既
習事項等が積極的に使わ
れており，言いたいこと
が十分に伝わる。

単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞等
違いはあっても，主語動詞 の関係が間違っており，
等の関係が正しく，言いた 理解するのが難しい。
いことが伝わる。

モデル文
B．①I want to be a doctor. ➁When I was a child, I read a book that really touched my heart.
It’s a book about very kind doctor. ③I thought doctor is a job that makes people happy,
so I want to be a doctor.

・単元の目標
・自分の考えを表現するために，辞書等で調べたり，既習事項を活用したりし，積極的に書こう
としている。相手に伝わりやすいよう，文章の構成を工夫して書いている。
【コミュニケーショ
ンへの関心・意欲・態度】
・「将来の夢」というトピックで，英語でエントリーシートを書き，自分の考えを ALT にわかり
やすく伝えることができる。【外国語表現の能力】
・登場人物の夢について読み，それぞれの考えを読み取ることができる。【外国語理解の能力】
・関係代名詞の機能や構造を理解することができる。【言語や文化についての知識・理解】

・単元の評価規準
ア コミュニケーションへ イ 外 国 語 表 現 の 能 ウ 外国語理解の能力

エ 言語や文化に

の関心・意欲・態度

ついての知識・理

力

解
関係代名詞の機能

自分の考えを表現するため

「将来の夢」という

登場人物の将来の夢に

に，辞書等で調べたり，既

トピックで，英語で

ついて読み，それぞれの や構造を理解する

習事項を活用したりし，積

エントリーシートを

考えを読み取ることが

極的に書こうとしている。

書き，自分の考えを

できる。

相手に伝わりやすいよう，

ALT にわかりやすく

文章の構成を工夫して書こ

伝えることができ

うとしている。

る。

ことができる。

・単元のルーブリック
A

B

C と判断される生徒
への支援

ア . コ ミ ュ ニ ケ 自分の考えを表現するた 自 分 の 考 え を 伝 え る た め 教師が質問をし，そ
ー シ ョ ン へ の 関 めに，辞書等で調べたり， に ， 適 切 な 語 や 表 現 を 使 れに答えようとする
心・意欲・態度

既習事項を活用するなど い ， 文 章 構 成 に 配 慮 し つ ことで考えを引き出
し，積極的に書こうとし つ，詳しく書こうとしてい す。
ている。

る。

モデル文や教科書の

相手に伝わりやすいよ

表現や構成を参考に

う，文章の構成を工夫し

するよう促す。

て書こうとしている。
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イ . 外 国 語 表 現 将来の夢について，自分 「将来の夢」というトピッ フォーマットやモデ
の能力

の思いや考えがさらに詳 クで，英語でエントリーシ ル文の１部を自分な
しく伝わるように，また， ートを書き，５文以上で自 りに書き換えて文章
正 確 に 書 く こ と が で き 分の考えを ALT にわかり を書くことができる
る。

や す く 伝 え る こ と が で き ように支援する。
る。

ウ . 外 国 語 理 解 登場人物の体験や，就き 登 場 人 物 の 将 来 の 夢 に つ 理解できている生徒
の能力

たい職業について詳しく いて読み，それぞれの考え からヒントを引き出
読み取ることができる。

を読み取ることができる。 したり，TF 方式にし
たりすることによっ
て，理解を促す。

エ . 言 語 や 文 化 関係代名詞を用いて文を 関 係 代 名 詞 を 用 い た 文 の 関係代名詞の機能や
に つ い て の 知 作成することができる。

並べ替え問題を解くこと 構 造 に つ い て 確 認

識・理解

できる。

し，選択肢を与えて
その中から書かせ
る。

・単元の指導と評価の計画
学習内容，主な活動

単元

評価方法

評価規準
１

・扉を通し，単元の目的，目標，ルーブリックを伝える。
・小学校の外国語活動，中学校２年生の Unit5

Go for It! 2 を振

り返る。（②の足場かけ）
・さらに詳しく伝えるために，どんなことが表現できればよいか
（なりたいもの，したいこと，そのきっかけや，理由となる考え），
本文全体の概要理解を通し考える。（第２時以降の足場かけ）
・マッピングにより，発想を広げる。（第２時以降の足場かけ）
２

・Tina の夢及び，そのきっかけになった出来事について読み取り， ウ
英語でまとめる。（第３時の足場かけ）

ワーク
シート

・自分がなりたいものについて書く１（I want to be a ～.）。
３

・自分がなり たいもの について書く ２（My dream is to be a

ア

ワーク

～.）。

エ

シート

ウ

ワーク

・関係代名詞 that(目的格)を学び，物事について詳しく説明でき
るようにする。
・メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけ
になった物の説明を含めて書く。（第 10 時の足場かけ）
４

・Aya の将来の夢及び，そのきっかけになった出来事について読
みとり，英語でまとめる。（第５時の足場かけ）

５

・関係代名詞 that（主格）を学び，物事について詳しく説明でき
るようにする。
・メモを基に，なりたいものについて，したいことについて，き
っかけになった出来事を含めて書く。（第 10 時の足場かけ）
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シート
ア

ワーク

エ

シート

６

・Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめる。

ウ

（第７時の足場かけ）
７

ワーク
シート

・関係代名詞 which（主格）を学び，物事について詳しく説明で
きるようにする。

ア

ワーク

エ

シート

ウ

ワーク

・メモを基に，自分がなりたいものや，したいことについて，ど
んな職業なのかの説明を加えて書く。（第 10 時の足場かけ）
８

・Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取る。（第
９時の足場かけ）

９

シート

・関係代名詞 who（主格）を学び，人について詳しく説明できる
ようにする。

ア

ワーク

エ

シート

ア

ワーク

イ

シート

・メモを基に，なりたいものや，したいことについて， きっかけ
になった人物の説明を加えて書く。（第 10 時の足場かけ）
10

・例文や，書き溜めた英文を参考に，憧れの職業について紹介す
る文を書く。

５

各時間の指導案を作成し実践

【第１時】
（１）本時の目標

単元の目標を知り，既習事項からの発展について考えることができる。

（２）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Introduction1
（５min）

〇小学校での既習事項を思い出す。 Hi! friends 2 Lessen 8
を提示する。
① 職 業 名 を １ 回 教 師 の 後 に 続 い て 太字の語は生徒に言わせ
１回リピートする。
る。
teacher, singer, doctor, cook, farmer
florist, cabin attendant, comedian, vet, artist, zookeeper
baker, dentist, fire fighter, soccer player, bus driver

②登場人物（Hikaru と Taku）のな
りたいものを聞き取る。
さくら： Hello, Hikaru. What do you want to be?
ひかる： Hi, Sakura. I want to be a bus driver.
I like cars and trains.
さくら： Good dream. Thank you.
・What does Hikaru want to be?
He wants to be a bus driver.
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女児

： Hi, Hikaru. What do you want be?

たく

： I want to be a soccer player. I like soccer very
much. And I can play soccer very well.

女児

： Fantastic dream! Good luck!

たく

： Thank you.

・What does Taku want to be?
He wants to be a soccer player.
③ペアでやり取りをする。
A：What do you want to be in the future?
小学校の発展的内容であ
り，さらに色々なことが
表現できるようになるこ
とに触れる。
Introduction2
（５min）

〇単元の全体像を知る。
・教科書 P53 のタイトルから，本単
元のテーマを知る。
①What’s the theme of Unit5?
Dreams for the future.
・教科書 P53 のリード文を読み，本
単元の全体像を知る。
進路のことを考えなければ…。
そう思っても，Tina や Aya と違って自分が何になりたいか
二択なので挙手で確認
よくわからない。でも，僕も Ms.Sarim
の話を聞いて考え
し，テンポよく進める
たことがあるんだ。
① Do Tina and Aya have a job 二択なので挙手で確認
which they want to be?
し，テンポよく進める。
Yes, they have. No, they don’t.
Yes, they do.
②Does Taku have a job which he
wants to be?
Yes, he does. No, he doesn’t.
No, he doesn’t.

Know words
and phrases
（９min）

〇英語の職業名及びその説明を知
る。
①職業を説明する英文を聞き，教科
書の A～C のどの写真を表している
かワークシートに記入する。
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These are the jobs which they want to be. From now, I will
explain about these job. Which job am I explaining?
Listen and choose the alphabet.
No1・This is the jobs that makes people happy, sad, and
exciting.People on this job use fingers. They play the
piano.
No.2・This is the job that Mr. Ito wanted to be when he
was a child. Sometimes people on this job help very small
patients. For example, birds, hamsters, and kitten.
No3.・This is the job that tells people many things. They
don’t use any words to tell people things.Sometimes they
go abroad to take photos.
②ペアチェックを入れる
ことで，２度目に聞い
た時の理解度を高め
る。
③もう一度英文を聞き，答え合わせ
をする。

②ペアで答えを確認する。

④教科書の写真を見て，その職業を ④わからなければ辞書を
使うよう指示する。
英語で何というのか，ワークシー
トに記入する。
No.1 pianist（professional musician）, No.2 vet,
No.3 photographer（photo gernalist）
⑤答え合わせをする

⑤早くできた生徒の時間
調整のために，黒板に
書かせる，読みを言わ
せる，と，段階を追っ
て答え合わせをする。
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Listen to the 〇単元の本文全体を通して聞き，ス
whole lessens
トーリーの全体像をつかむ。
（５min）
①教科書の挿絵を，ストーリーの順 ①困難な生徒がいるよう
であれば，ペアチェッ
番に並べ替え，ワークシートに書
く。
クを入れ，もう一度聞
かせる。
②答え合わせをする。
２, ３, １, ４
〇単元の本文全体を通して聞き，
Tina，Aya，Taku の将来の夢を理
解する。
①Tina，Aya，Taku の就きたい職業
を,教科書の写真から記号で選び，
ワークシートに書く。
②答え合わせをする
Tina：C, Aya：A
Expand
the image
（15min）

〇中学２年時のパフォーマンス課
題”What do you want to be in the
future?”からの発展を考える
①２年時に自分が書いたものを各
自で確認する。

be や a の欠落や，want
を went とする等，多か
った間違いについて触れ
る。

②２年時よりも，さらに詳しく伝え ②２年時に何も書けてい
ない生徒には，好きな
る為に，どのようなことを表現し
ことなどから考えさせ
たいか，メモ書きをする。
支援する。

Know the goal
of the
whole lessons
（５min）

③ペアで意見交換をする。

③ペアで意見交換させる
ことで，さらに発想を
広げる。ペアの意見を
参考にさせる。

④自分のメモを発表する。

④数人の生徒に発表さ
せ，例示にする。

〇本単元ではこの表現を発展させ，
職業についての説明や体験など
を加えて書くことを知る
①B が達成目標であるこ
①パフォーマンス課題とルーブリ
とを確認する。
ックを見て，単元の目標とルーブリ
ックを知る
②モデルを見て，ゴールイメージを ②モデルを示す。
明確にする
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Practice of
new words.
（３min）

〇Try It!の新出語を口頭練習する。 表出語彙のため，口頭で
言えることを目指す。
the U.K.
the

hint(s)

Olympic

vegetable(s)

rugby
Games

Rio de Janeiro
hamburger

Paris
hate(d)

magician

①教師の後に続いて２回リピート
する。
②教師の後に続いて１回リピート
する。
③カードを見て自分で言う。

フラッシュカードをテン
ポよく活用する。
生徒の様子を見ながら，
新出語彙を使用した質問
をしたりする。

Review
〇本時の振り返り及び自己評価を
時間があれば，コメント
of today’s lesson
行う。
を発表させ，最後は教師
（３min）
がまとめる。
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（３）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，
「単元の目標を知り，既習事項からの発展について考えることができる。」につ
いて，振り返りシートから，生徒は，単元の目標やルーブリックを理解することができたことが伺
えた。一方で，具体的にどのようなことを書けばよいのか，イメージが湧かなかった様子がワーク
シートからうかがえた。

単元の目標である，
「自分の気
持ちや考えを詳しく伝える」
という部分を理解している。

ルーブリックである，
「 自分の
体験や考えを含み」という部
分を理解している。
（図５）振り返りシートからの抜粋

何を書けばよいのか具体的に
発想が広がらない。
（図６）構想メモからの抜粋
２．第２時での授業改善
生徒が構想メモに書いたものを例として列挙した，次のようなプリントを配布し，参考にさせる
ことで，どのようなことを書くのかイメージを広げる。

（図７）イメージを広げるための配布資料
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【第２時】
（１）本時の目標

Tina の夢及び，そのきっかけになった出来事について読み取り，英語でまと
めることができる。

（２）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Practice of new
words.
（５min）

Oral
Introduction
（７min）

・Part1 の新出単語を口頭練習する。
neither

impact

journalist

①教師の後に続いて２回リピートす
る。
②教師の後に続いて１回リピートす
る。
③カードを見て自分で言う。

フラッシュカードをテ
ンポよく活用する。
生徒の様子を見なが
ら，新出語彙を使用し
た質問をしたりする。

④書きの練習をする。

④その場で２分ほど練
習して覚えさせる。

⑤チェックテストをする。

⑤空中に書かせて簡単
にチェックをする。
イラストを使って場を
イメージさせる。

・教師の質問に答えながら，本文の設
定を確認する。
T: （国旗などの写真を見せながら）
What country is this?
S: That is Cambodia.
T: （P54 右上の写真を見せながら）
This is a picture of Cambodian students.
What are they doing?
S: They are studying.
T: Where is this? Is this a hospital?
S: That is a school.
T: Is the surroundings（環境）of the school good or bad?
S: Bad.
T: （Tina,Aya, Taku, Ms. Sarim の写真を見せながら）
Tina, Aya and Taku heard about Cambodian students
dreams. Who talked about Cambodia?
S: Ms. Sarim did.
T: （教科書中央下の写真を見せながら）
Another day. They are talking. What are they talking about?
S: They are talking about their dreams.
T: How do girls look? Do they look happy?
S: Yes, they do.
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T: How about Taku? Does he look happy?
S: No, he doesn’t.
T: Why isn't he happy? Japanese Ok. Talk with your pair.
S: （Talk）
T: Why isn't he happy?
S: （Answer in Japanese）
T: What does Tina want to be? Why does she think so?
Let’s listen.

Listen to Part1
（５min）

・Part1 の英文を聞き，大まかな内容 困難な生徒がいるよう
であれば，ペアチェッ
①～③を理解する。
クを入れる。
①How was Ms. Sarim’s talk?

ウ

ア. It was interesting.
②What did Ms. Sarim show?
ウ. She showed some photos.
③What does Tina want to be in the
future?
She wants to be a photo journalist.
それぞれワークシートに記入する。
・教科書を開いて，もう一度 Part1 の 困難な生徒がいるよう
英文を聞き，細かな内容を理解する。 であれば，ペアチェッ
④What is the most impressive thing クを入れる。
for Tina?
ア. The photos that Ms.Sarim showed her.
⑤ What does she think from the
photos?
She thinks one photo can say more than a thousand
words.
それぞれワークシートに記入する。
・①～⑤までの答え合わせを行う。
・口頭発問で補足説明をする。
①Which can say more, one photo or a
thousand words?
One photo can.
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ウ

②日本語で言うとなんですか？
ヒント：百□は一□にしかず
百□は一□にしかず
③Especially when can one photo tell
more.
When we talk about things like wars?
Practice of
reading aloud
（５min）

Summarize
the story
（10min）

・本文の音読練習をする。
①教師の後に続いてリピートする。
②役割読みをする。
（教師と生徒，男子と女子で）
③個人で音読２回読む。
④ペアで２回読む。（役割交代含）
⑤全体に発表する。

・Tina とインタビュアーの会話を聞
き，Tina の考えを整理する。

③困難な生徒には教師
が補助に入る。

T・T もしくは一人二
役で行う。

I: Tina, what do you want to be in the future?
T: I want to be a photo journalist in the future.
I: Why do you think so?
T: I heard about Cambodian student from Ms. Sarim.
I: Why do you want to be a photo journalist?
T: I can’t forget the photos that she showed us.
I think one photo can say more than a thousand words, so
I want to be a photo journalist.
Write about
dreams for the
future
（13min）

・何になりたいのか，それは，何がき 困難な生徒には，プリ
っかけで，どのようなことを考えて ントを参考にするよう
いるのか英語でまとめる。
指示する。
I want to be a photo journalist in the future.
I can’t forget the photos that she showed us.
I think one photo can say more than a thousand words.
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ウ

Review
of
today’s lesson

①ワークシートに解答する。
②答え合わせをする。

時間差を埋める為の配
慮をする。

（５min）
・意見を集約したものを参考に，メモ 仲間の意見を参考に，
を広げる。
メモ書きをさらに広げ
たり，表現したいこと
を調べさせたりする。
〇本時の振り返り及び自己評価を行
う。
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（３）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，
「Tina の夢及び，そのきかっけになった出来事について読み取り，英語でま
とめることができる。」について，振り返りシート及びワークシートから，生徒は，
「きっかけにな
った出来事」について読み取れなかったことが伺える。これは，発問の仕方が曖昧だったことが原
因だと考えられる。話の流れを順を追って明確に整理する必要がある。
また，構想メモからは前時からの改善を踏まえ，生徒の発想が少し広がったことがうかがえる。

「きっかけになった出来
事」を読み取れていない。

（図８）振り返りシートからの抜粋

Tina の考え。
きっかけになった出来事。

（図９）ワークシートからの抜粋

（図 10）第１時の構想メモ

他の生徒の意見を参考にし，
何を書くか，発想が広がっている。

（図 11）第２時の構想メモ
２．第３時での授業改善
きっかけになったことは，パフォーマンス課題の際にも参考になる部分なので，次時に問い方を
変えてもう１度確認することで，理解と定着を図る。
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【第３時】
（１）本時の目標

メモを基に，将来なりたいものや，したいことについて，きっかけになった物

の説明を含めて書くことができる。
（２）ミニパフォーマンスのルーブリック
ルーブリック
内容

表現の適切さ

A
B
C
課題をついて，さら 与えられたメモを基に，将来なり 例文を 参考に して も
に詳しく書くことが たいもの，また，そのきっかけに 書くことは難しい。
なった物の説明を書くことができ
できる。
る。
より豊かでわかりや 単語や表現など，多少の間違いは 単語や 表現， 主語 動
すい単語や表現が使 あっても，主語動詞等の関係が正 詞等の 関係が 間違 っ
ており ，理解 する の
われおり，言いたい しく，言いたいことが伝わる。
が難しい。
ことが十分に伝わ
る。

（３）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Review of the
words
（５min）

フラッシュカードをテ
・単語の復習をする。
① 教 師 の 後 に 続 い て １ 回 リ ピ ー ンポよく活用する。
トする。
②カードを見て自分で言う。
③その場で１分ほど練
③書きの練習をする。
習して覚えさせる。
④テストをする。
④チェックテストを行
う。

Review of
the last lesson
（10min）

・前時の本文内容を復習する
①教科書の音読を行う。
①困難な生徒には教師
②教師の質問に答える。
が補助に入る。
・What does Tina want to be in the ②必要に応じ，例示等
future?
を用いて補助する。
She wants to be a photo journalist.
・Why does she think so?
What can’t she forget?
She can’t forget the photos.
・Who showed it?
Ms. Sarim.
・どんな写真を忘れられないと言っ
ていますか？
彼女（サリム先生）が私たちに見せた写真。
・それが Tina が報道写真家になろ
うと思ったきっかけでしたね。
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・Tina の夢のきっかけについて，
Write one sentence from P54.
ワークシートに記入する。
I can’t forget the photos that she showed us.
Understand
the grammar
（17min）

・直前の名詞を説 明す る関係代名
詞 that（目的格）について理解す
る。
①文法説明を聞く。
②何の写真なのか理解
②教科書のそれ ぞれの 写真につい
させることで，聞き
て，何の写真なのか確認する。
取りの補助とする。
③は三択なので挙手で
③３つの英文を聞き，それぞれに合
確認し，テンポよく
う写真を選ぶ。
進める。
④３つの写真に ついて 説明する英
文を確認する。
⑤関係代名詞を使って，ペアでやり
とりする。
⑥人称による語形の変
⑥やりとりした 相手の ことについ
化に留意させる。
て英語で書く。
⑦関係代名詞の文法的
⑦⑥で書いた文 の関係 代名詞に印
な理解を深める。
を付ける。
⑧関係代名詞に ついて ペアで説明
し合う。
⑨関係代名詞について発表する。

・Writing
（15min）

・メモとイラストを基に，将来なり
たい もの や， した いこ とに つい
て，きっかけになった物の説明を
含めて書く。
①ルーブリック とモデ ル文を参考
に，例を確認する。
将来は…
忘れられない映画
去年見た英語の先生について
先生は素晴らしい仕事
というメモとイラストなら，例えば
I want to be a teacher. I can’t forget the movie that I saw
last year. （It was a movie about an English teacher. I
think teacher is a wonderful job so I want to be a teacher.）
となる。
②次のようなメモとイラストなら，
どのようになるか考える。
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将来は…
忘れられない本
去年読んだ
ホンダケイスケについて
サッカー選手はわくわくする仕事
③どのようなス トーリ ーが考えら
れるか，ペアで意見交換する。

④英文を書く。

③ペアで意見交換する
ことで，アイディア
が浮かばない生徒の
補助とする。
④書けない生徒には例
文や教科書を参考に
するよう指示する。

Review of today’s
lesson

I want to be a professional soccer player. I can’t forget the

（３min）

book that I read last year. （It was a book about Keisuke
Honda. I think professional soccer player is exciting job, so
I want to be a professional soccer player.）

⑤書けたら教師 のチェ ックを受け
る。
⑥早くできたら，自分のことについ
て考えて書く。
⑦何人かの生徒に発表
⑦答え合わせをする。
させる。
〇本時の振り返り 及び 自己評価を 時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
行う。
教師がまとめる。
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（４）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，「メモを基に，将来なりたいものや，したいことについて，きっかけになっ
た物の説明を含めて書くことができる。」について，振り返りシートから，生徒は，関係代名詞に
ついて理解し，物の説明ができたと感じていること，その一方で，細かい部分についてはまだ十分
に表現できてないと感じていることが伺える。しかし，ワークシートからは，実際には関係代名詞
の理解が不十分であり，それ以外の，make や about など，パフォーマンス課題で活用するであろ
う既習表現についても十分に定着していないことがうかがえる。

自己評価と実際の能力のギャップ。

（図 12）振り返りシートからの抜粋

（図 13）ワークシートからの抜粋

既習表現などの，細かい部分が出来
ていないと感じている。

（図 14）振り返りシートからの抜粋

（図 15）ワークシートからの抜粋
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２．第４時での授業改善
want や不規則動詞の過去形，自動詞他動詞や関係代名詞等，多かった間違いを，次のようなワ
ークシートで取り上げ，全体で共有，誤答訂正をさせることによって，理解を深める。

それはホンダケイスケについての本だ。
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【第４時】
（１）本時の目標

Aya の将来の夢及び，そのきっかけになった出来事について読みとり，英語で
まとめることができる。

（２）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Revie
（５min）

・前時で多かった間違いについて復習
する。

Practice of new
words.
（５min）

・Part２の新出単語を口頭練習する。
while

heart

professional

touch one’s heart

I’m sure

for fun

for sure

①教師の後に 続いて２ 回リピートす
る。
②教師の後に 続いて１ 回リピートす
る。
③カードを見て自分で言う。

④書きの練習をする。
⑤チェックテスト

フラッシュカードを
テンポよく活用す
る。
生徒の様子を見なが
ら，新出語彙を使用
した質問をする。
④その場で５分ほど
練習して覚えさせ
る。
⑤空中に書かせて簡
単にチェックをす
る。

イラストを使い場面
Oral Introduction
・教師の質問に答えながら，本文の設
をイメージさせる。
（５min）
定を確認する。
T: How do girls look? Do they look happy?
S: Yes, they are.
T: How about Taku? Is he happy?
S: No, he isn’t.
T: Why isn't he happy again? Japanese Ok. Talk with your
pair.

ウ

S: （Talk）
T: Why isn't he happy?
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S: （Answer in Japanese）
T: What are they talking about?
S: They are talking about their dreams.
T: Do you remember what does Tina want to be?
S: She wants to be a photo journalist.
T: How about Tina?
（２年時の教科書の挿絵を見せ）
This is a key of her dream.
What does Aya want to be and why does she think so?
Let’s listen.

Listen to Part２
（10min）

困難な生徒がいるよ
・Part２の英文を聞き，大まかな内容 うであれば，ペアチ
ェックを入れる。
を理解する。
①Where did Aya go last year?
She went to （ Okinawa ）last year.

ウ

②What does Aya want to be in the
future?
She wants to be a photo jurnalist.
それぞれワークシートに記入する。
困難な生徒がいるよ
・教科書を開き，もう一度 Part２の英 うであれば，ペアチ
文を聞き，細かな内容を理解する。 ェックを入れる。
③Before Aya went to Okinawa, why
did she want to play music?
イ. She wants to play music for fun.
④ What did Aya hear in Okinawa
last year?
ア. Some music that really touched her heart.
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ウ

⑤ What does Aya think about the
music?
She thinks music has the power to change people.
それぞれワークシートに記入する。
①～⑤までの答え合わせを行う。
⑥Aya が考えた順番になるように記
号を並べ替えなさい。
イ.ウ.ア
ワークシートに記入する。
答え合わせを行う。
Practice of
reading aloud
（７min）

・本文の音読練習をする。
①教科書の後に続いてリピートする。
②役割読みをする。
③困難な生徒には教
（教師と生徒，男子と女子で）
師が補助に入る。
③個人で音読２回読む。
④ペアで２回読む。（役割交代含）
⑤全体に発表する。

Summarize the
story
（５min）

・Aya とインタビュアーの会話を聞
き，Aya の考えを整理する。

I: Aya, what do you want to be in the future?
A: I want to become a professional musician.
I : Why do you think so?
A: I heard some music that really touched my heart in
Okinawa last year.
I: Why do you want to be a professional musician?
A: I think music has the power to change people so, I want
to be a professional musician.

困難な生徒にはプリ
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・Aya になったつもりで，どのような ントを参考にするよ
理由や考えで，何になりたいのか英 う指示する。
語でまとめる。
I want to become a professional musician.
I heard some music that really touched my heart in
Okinawa last year.
I think music has the power to change people so, I want
to be a professional musician.
時間差を埋めるため
の配慮をする。

Write about
dreams for the
future
（10min）

・前時で習った表現や，教科書本文で
学んだ表現を使い，物の説明を含め
て将来の夢について，自分の考えを
書く。

困難な生徒には，前
時のプリントを参考
にするよう指示す
る。
必要に応じて，メモ
をさらに広げたり，
表現したいことを調
べたりさせる。

時間があれば，コメ
〇本時の振り返 り及び 自己評価を 行 ントを発表させ，最
Review of today’s
後は教師がまとめ
う。
lesson
る。
（３min）
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（３）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，「Aya の将来の夢及び，そのきっかけになった出来事について読みとり，英
語でまとめることができる。」について，振り返りシートから生徒は，読み取った内容を英語でま
とめることに困難を感じている様子が伺える。実際に，ワークシートからもそのような様子が伺え，
内容理解から要約への橋渡しが十分に出来ていなことが考えられる。本文をまとめる活動は，パフ
ォーマンス課題のモデルにもなるため，改善が必要な部分である。

読み取りは出来るが，書き変え
てまとめることが出来ない。

（図 16）振り返りシートからの抜粋

（図 17）ワークシートからの抜粋
また，英作文に関しては，まだ何を書いたらよいか悩んでいる生徒もいる一方，学習した表現を
積極的に使っている生徒も見られた。
何を書くか悩んでいる。

学習した表現を積極的に
使っている。

（図 18）ワークシートからの抜粋
２．第５時での授業改善

次時に，内容の復習と要約文の音読を行うことによって，後のモデルとなる文を復習する。また，
英作文については，何になりたいのかわからない生徒もいたので，第８時で，はっきり決まってい
る Tina と Aya，はっきりとはしていない Taku のどちらに自分は近いかを考えさせる。
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【第５時】
（１）本時の目標

メモを基に，なりたいものについて，したいことについて，きっかけになった

出来事を含めて書くことができる。
（２）ミニパフォーマンスのルーブリック
ルーブリック
A
B
内容
課題について，さら 与えられたメモを基に，将来なりた
に詳しく書くことが いもの，また，そのきっかけになっ
できる。
た出来事の説明を書くことができ
る。
表現の適切さ より豊かでわかりや 単語や表現など，多少の間違いはあ
すい単語や表現が使 っても，主語動詞の関係が正しく，
われおり，言いたい 言いたいことが伝わる。
ことが十分に伝わ
る。
（３）展開
指導過程，時間
学習活動
教師の支援

C
例文を参考にして
も書くことは難し
い。
単語や表現，主語動
詞の関係が間違っ
ており，理解するの
が難しい。

評価の観
点

Review of the
words
（５min）

Review of
the last lesson
（10min）

フラッシュカードをテ
・単語の復習をする。
①教師の後に続いて１回リピートす ンポよく活用する。
る。
②カードを見て自分で言う。
③その場で２分ほど練
③書きの練習をする。
習して覚えさせる。
④テストをする。
④テストを行う。

・前時の本文内容を復習する。
①前時の要約文の音読を行う。

①困難な生徒には教師
が補助に入る。

②教師の質問に答える。
②必要に応じて，例示
・ What’s Aya’s dream for the 等を用いて補助する。
future?
She wants to be a professional musician.
・Why does she think so? きっかけ
になったものは何ですか？
Write in 9 words from P56.
I heard some music that really touched my heart.
・どんな音楽ですか？
本当に感動する音楽。

Understand
the grammar
（17min）

・直前の名詞を説明する関係代名詞
that（主格）について理解する。
①文法説明を聞く。
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②クイズの英文を聞き，答えを記号 ②音声のみに頼る部分
で選ぶ。
が大きいので，生徒
の様子によって，複
③クイズの答えとなる英文を音読す
数回聞かせる，
る。
④クイズを作成する。
④困難な場合，ペア等
で相談させたり意見
交換させたりする。
⑤班でクイズを出し合い，最優秀ク
イズを決める。
⑥各班から出題し合い，クイズ大会
を行う。
⑦関係代名詞の文法的
⑦④で書いた文の関係代名詞に印を
理解を深める。
付ける。
⑧関係代名詞についてペアで説明し
合う。
⑨関係代名詞について発表する。

・Writing
（15min）

・メモとイラストを基に，将来なり
たいものや，したいことについて，
きっかけになった出来事を含めて
書く。
①ルーブリックとモデル文を参考
に，例を確認する。
将来は…
映画を見た
本当に感動する
英語の先生について
先生は人を幸せにする仕事
というメモとイラストなら，
例えば
I want to be a teacher. I saw a movie that really touched
my heart. （It was a movie about an English teacher. I
think teacher is a job that makes people happy.）
となる。

②次のようなメモとイラストなら，
どのようなストーリーになるか考
える。
子どものとき
とても感動する言葉
人を変える力
私は作家になりたい
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ア
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③英文を書く。

③ペアで意見交換する
ことで，アイディア
が浮かばない生徒の
補助とする。

I want to be a doctor. I read a book that really touched my
heart. （It was a book about a kind doctor. I think doctor
is a job that makes people smile, so I want to be a doctor.）

④ 書 け た ら 教 師 の チ ェ ッ ク を 受 け ④書けない生徒には例
る。
文や教科書を参考に
するよう指示する。

⑤早くできたら，自分のことについ ⑤何人かの生徒に発表
て考えて書く。
させる。
Review of today’s
〇本時の振り返り及び自己評価を行
lesson
う。

（３min）
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（４）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，「メモを基に，なりたいものについて，したいことについて，きっかけにな
った出来事を含めて書くことができる。」について，振り返りシートから，生徒は，関係代名詞を
使って，詳しく説明することに困難を感じている様子がうかがえる。実際に，ワークシートからも
そのような様子がうかがえるとともに，make の表現にもやや間違いが見られる。

関係代名詞を使って，詳し
く説明することに困難を
感じている。

（図 19）振り返りシートからの抜粋

（図 20）ワークシートからの抜粋
関係代名詞を理解する
ことができていない。

（図 21）ワークシートからの抜粋

make の用法を理解する
ことができていない。
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２．第６時での授業改善
関係代名詞，make,どちらの用法も，パフォーマンス課題で活用するであろう表現なので，次時
に，多かった間違いとして示し，次のようなプリントで復習し，定着を図る。
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【第６時】
（１）本時の目標
（２）展開
指導過程，時間

Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめることができる。
学習活動

教師の支援

評価の観
点

Revie
（５min）

・前時で多かった間違いについて復
習する。

Practice of new
words and review
of the words.
（５min）

・Part1,2 の単語を復習する。
①教師の後に続いて１回リピートす
る。
②カードを見て自分で言う。
③書きの確認をする。
④テストをする。

フラッシュカードをテ
ンポよく活用する。
生徒の様子を見なが
ら，新出語彙を使用し
た質問をしたりする。
③その場で２分ほど練
習して覚えさせる。
④テストをする。

・ Part３ の 新 出 単 語 を 口 頭 練 習 す
る。
Cambodian

certainly

①教師の後に続いて２回リピートす
る。
②教師の後に続いて１回リピートす
る。
③カードを見て自分で言う。
④書きの練習をする。
⑤チェックテストをする。

フラッシュカードをテ
ンポよく活用する。
生徒の様子を見なが
ら，新出語彙を使用し
た質問をしたりする。
④その場で１分ほど練
習して覚えさせる。
⑤空中に書かせて簡単
にチェックをする。

Oral Introduction ・教師の質問に答えながら，本文の イラストを使って場面
（７min）
をイメージさせる。
設定を確認する。
T: There are some jobs in the picture.
Do you know the name of these pictures?
S: Yes. Doctor, carpenter ….
T: Look at Taku.
Does he look happy?
S: Yes, he does.
T: Has Taku decided his dream?
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What does Taku want to do in the future?
Let’s listen.
T: Yes. He wants to have a job like a doctor.
Listen to Part1
（10min）

・Part３の英文を聞き，大まかな内 困難な生徒がいるよう
であれば，ペアチェッ
容を理解する。
クを入れる。

ウ

①Has Taku decided his dream?
No, he hasn’t. He hasn’t decided his dream yet.
②What kind of job does Taku want
to have?
He wants to have a job which helps other people.

それぞれ記号で選び，ワークシート
に記入する。
困難な生徒がいるよう
・教科書を開いて，もう一度 Part３
であれば，ペアチェッ
の英文を聞き，細かな内容を理解
クを入れる。
する。
③Why does he think so? Write in
Japanese.

ウ

サリム先生からカンボジアの生徒についての話を聞いたか
ら。
ワークシートに記入する。

Practice of
reading aloud
（５min）

Summarize the
story
（５min）

・本文の音読練習をする。
①教師の後に続いてリピートする。
②役割読みをする。
（教師と生徒，男子と女子で）
③個人で音読２回読む。
④ペアで２回読む。（役割交代含）
⑤全体に発表する。

③困難な生徒には教師
が補助に入る。

・Taku になったつもりで，就きたい
職業は決まったか，何をしたいと
考えているか英語でまとめる。
I haven’t decided my dream yet, but I know one thing for
sure. I want to have a job which helps other people.
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ウ

Write about
dreams for the
future
（10min）

・前時で習った表現や，教科書本文 困難な生徒にはプリン
で学んだ表現を使い，出来事の説 トの①，③，④を参考
明を含めて将来の夢について，自 にするよう指示する。
分の考えを書く。
時間差を埋める為の配
慮をする。
困難な生徒には，前時の
プリントを参考にするよう
指示する。
必要に応じて，マッピ
ングをさらに広げた
り，表現したいことを
調べたりさせる。

Review of today’s
lesson
（３min）

〇本時の振り返り及び自己評価を行
う。
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（３）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，
「Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめることができる。」
について，振り返りシートからから以前より，まとめることができるようになってきたと感じてい
る生徒が多いことがうかがえる。英作文についても，少しずつ発展させることができている手ごた
えを感じているようである。一方で，自分の将来の夢が思い付かず書けなかったという生徒もいた。

読んでまとめることに
手ごたえを感じてい
る。

（図 22）振り返りシートからの抜粋

書くことに手ごた
えを感じている。

（図 23）振り返りシートからの抜粋

（図 24）ワークシートからの抜粋

最初に書いたときは，一般論として

学習内容である，関係代名詞や，既習

書いていたが，２回目には，自分の考

事項の make を活用し，職業に対す

えとして書いている。

る考えを詳しく書いている。
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目標を意識し，力がつ
いてきていることを実
感している。
（図 25）振り返りシートからの抜粋

（図 26）ワークシートからの抜粋

最初に書いたときは，サッカーが好きという理由だけであったが，２回目に
は，その理由や，サッカー選手という職業に対する考えを書いている。

自分の将来が思い
浮かばず，何を書
けばよいのかわか
らなかった。

（図 27）振り返りシートからの抜粋

（図 28）ワークシートからの抜粋
２．第７時での授業改善
第７時で，自分の将来の夢は決まっていないという表現を強調して学習するとともに，第８時で
も内容の復習と共に取り入れ，定着を図る。
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【第７時】
（１）本時の目標

メモを基に，自分がなりたいものや，したいことについて，どんな職業なのか

の説明を加えて書くことができる。
（２）ミニパフォーマンスのルーブリック
ルーブリック
A
B
C
内容
課題について，さらに 与えられたメモを基に，将来した 例 文 を 参 考 に し て
詳 し く 書 く こ と が で いこと，また，どのような職業なの も 書 く こ と は 難 し
きる。
か説明を書くことができる。
い。
表現の適切さ

よ り 豊 か で わ か り や 単語や表現など，多少の間違いは 単語や表現，主語動
す い 単 語 や 表 現 が 使 あっても，主語動詞の関係が正し 詞 の 関 係 が 間 違 っ
ており，理解するの
われおり，言いたいこ く，言いたいことが伝わる。
が難しい。
とが十分に伝わる。

（３）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Review of
the last lesson
（15min）

・前時の本文内容を復習する。
①教科書の音読を行う。
②教師の質問に答える。
・Has Taku decided his job yet?

①困難な生徒には教師
が補助に入る。
②必要に応じて例示等
を用いて補助する。

No, he hasn’t.
・I haven’t decided my dream yet.
の確認と口頭練習をする。
・What kind of job does Taku want
to have? Write in one sentence
from P58.
He wants to have a job which helps other people.
Understand
the grammar
（15min）

・直前の名詞を説明する関係代名詞
which（主格）について理解する。
②選択肢が多く，迷う
①文法説明を聞く。
生徒もいることが考
②動物探しの英文を聞き，答えを記
えられる為，ペアチ
号で選ぶ。
ェックの後もう一度
③イラストの動物について説明する
聞かせる。
英文を言う。
④困難な場合は，ペア
等で相談させたり，
④動物クイズを作成する。
意見交換させたりす
⑤班でクイズを出し合い，最優秀ク
る。
イズを決める。
⑥各班から出題し合い，クイズ大会
⑦関係代名詞の文法的
を行う。
理解を深める。
⑦④で書いた文の関係代名詞に印を
付ける。
⑧関係代名詞についてペアで説明し
合う。
⑨関係代名詞について発表する。
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ア
エ

・Writing
（15min）

・メモとイラストを基に，将来なりた
いものや，したいことについて，職
業の説明を加えて書く。
①ルーブリックとモデル文を参考
に，例を確認する。
将来は…
人を助ける仕事
笑顔を見るのが好き
笑顔は人をしあわせにする
というメモとイラストなら，
例えば
I haven’t decided my dream yet, but I want to have a job
which helps other people. I like to see people smile. I think
smile makes people happy.
となる。
②次のようなメモとイラストなら，
どのようなストーリーになるか考
える。
将来は…
人をわくわくさせる仕事
人を勇気付ける事が好き
人をしあわせにしたい
③英文を書く。

③ペアで意見交換する
ことで，アイディア
が浮かばない生徒の
補助とする。

I haven’t decided my dream yet, but I want to have a job
which makes people excited. I like to encourage people. I
want to make people happy.
④ 書 け た ら 教 師 の チ ェ ッ ク を 受 け ④書けない生徒には，
る。
例文や教科書を参考
にするよう指する。
⑤早くできたら，自分のことについ ⑤何人かの生徒に発表
て考えて書く。
させる。
Review
of today’s lesson
（５min）

〇本時の振り返り及び自己評価を行
う。
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（４）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，「メモを基に，自分がなりたいものや，したいことについて，どんな職業な
のかの説明を加えて書くことができる。」について，振り返りシートからから，まとめることがで
きたと感じている生徒が多いことがうかがえる。また，自己評価に A を付ける生徒も増えてきてお
り，書くことに自信がついてきている様子もうかがえる。学習の中に，同じ表現を繰り返し使って
いること，目標に向けて書く活動を繰り返し行っていることが効果的なのではないかと思う。

書くことに
自信がつい
てきている。

（図 29）振り返りシートからの抜粋

第３時。例を参考に
書こうとしている。

第５時。第３時同様，例を
参考に書こうとしている。

第７時。自分で考え
（図 30）ワークシートからの抜粋

た文で書こうとし
ている。

２．第８時での授業改善
前時で，なりたいものが決まっておらず，書けなかったという生徒がいたので，自分のなりたい
ものが決まっていない場合のパターンを復習として取り入れる。
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【第８時】
第８時
（１）本時の目標

Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取り，英語でまとめるこ
とができる。

（２）展開
指導過程，時間

学習活動

教師の支援

評価の観
点

Revie
（５min）
Practice of new
words
（５min）

・I haven’t decided my dream yet.
の確認と口頭練習をする。
フラッシュカードをテ
・ Part３ の 新 出 単 語 を 口 頭 練 習 す ンポよく活用する。
る。
tough

positive

inspire(d)

clear

inspiration
生徒の様子を見なが
①教師の後に続いて２回リピートす
ら，新出語彙を使用し
る。
た質問をしたりする。
②教師の後に続いて１回リピートす
る。
③カードを見て自分で言う。
④その場で３分ほど練
④書きの練習をする。
習して覚えさせる。
⑤チェックテストをする。
⑤空中に書かせて簡単
にチェックをする。
イラストを使って場面
Oral Introduction ・教師の質問に答えながら，本文の
をイメージさせる。
設定を確認する。
（５min）
T: What is Taku doing?
S: He is writing a letter.
T: Have you ever written a letter?
S: Yes, I have. / No,I haven’t.
（数名指名の後，挙手させる）
T: Who did you write to? （数名指名する）
What did you write about? （数名指名する）About love?
S: No!
T: How about Taku?
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Who is he writing a letter to?
What is he writing about?
To Tina? Love letter?
Let’s listen.

Listen to Part４
Fact finding Q
（３min）

・Part４の英文を聞き，大まかな内 困難な生徒がいるよう
であれば，ペアチェッ
容を理解する。
①Who is Taku writing a letter to? クを入れる。

ウ

イ. He is writing a letter to Ms. Sarim.
②What is he writing about?
イ. He is writing a letter about his dream.
・答え合わせをする。
Listen and read
Part４
Fact finding Q
（５min）

・教科書を開いて，もう一度 Part４
困難な生徒がいるよう
の英文を聞き，細かな内容を理解
であれば，ペアチェッ
する。
クを入れる。
③Who have a taugh life?
Students who have to work hard have a tough life.
（ Like this situation, are they
trying to stay positive or
negative?）
④What is Taku want to do in the
future.
I want to do something to help other people.

・答え合わせをする。
Listen and read
Part４
Inferential Q
（５min）

⑤ What is Cambodian student’s like your students
dream?
に着目させる。
ウ. Their dream is to do something to help other people.

・答え合わせをする。
（自分は，Tina,Aya,それとも Taku
の，どちらの意見に近いですか？）
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ウ

Practice of
reading aloud
（５min）

・本文の音読練習をする。
①教師の後に続いてリピートする。
②役割読みをする。
（教師と生徒，男子と女子で）
③個人で１回音読する。
④ペアで２回読む。（役割交代含）
⑤全体に発表する。

③困難な生徒には教師
が補助に入る。
⑤数ペア指名する。
ウ

Summarize the
story
（５min）

・Taku になったつもりで，就きたい 困難な生徒には，ワー
職業は決まったか，どんな職業に クシートを参考にする
就きたいと考えているか，どんな よう指示する。
ことに感銘を受けて，将来はどん
なことをしたいと考えているか，
英語でまとめる。
I haven’t decided my dream yet, but I know one thing for
sure. I want to have a job which helps other people.
（In Cambodia,）students who have to work hard have a
tough life, （but they are trying to stay positive. ）
（I was
inspired by their dreams.）I want to do something to help
other people.

Write about
dreams for the
future
（10min）

時間差を埋めるための
配慮をする。

・答え合わせをする。

・前時で習った表現や，教科書本文
で学んだ表現を使い，将来の夢に 困難な生徒には，前時の
プリントを参考にするよう
ついて，自分の考えを書く。
指示する。必要に応じ
て，メモをさらに広げ
たり，表現したいこと
を調べたりさせる。

Review of today’s
lesson
（２min）

〇本時の振り返り及び自己評価を行
う。
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（３）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，
「Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取り，英語でまとめる
ことができる。」について，振り返りシートからから，生徒は，徐々にまとめることに自信がつい
てきていることがうかがえる。以前は読み取ったことをまとめることが出来なかった生徒も，実際
に力を付けてきており，自信に繋がっている。英作文についても，前回は書くことができていなか
った生徒も，書くことができるようになってきている。

第４時の時点では，文
章を読み取ることはで
きていたが，読み取っ
た内容をまとめること
ができず，１文しか書
くことができなかっ
た。

第８時では，文章を読み
取り，それをまとめて書
くことができるように
なった。

（図 31）振り返りシート及びワークシートからの抜粋

「自分の夢はまだ決まっていない」という表
現を学んだことで，書けるようになった。
（図 32）ワークシートからの抜粋
２．第９時での授業改善
第 10 時のパフォーマンス課題に向けて，学習内容を整理するため，ルールブリックの確認と，
今回書いたものの形成的評価を行う。
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【第９時】
第９時
（１）本時の目標

メモを基に，なりたいものや，したいことについて， きっかけになった人物

の説明を加えて書くことができる。
（２）ミニパフォーマンスのルーブリック
ルーブリック
A
B
内容
課題について，さら 与えられたメモを基に，将来した
に詳しく書くことが いこと，また，そのきっかけになっ
た人物の説明を書くことができ
できる。
る。
表現の適切さ より豊かでわかりや 単語や表現など，多少の間違いは
すい単語や表現が使 あっても，主語動詞の関係が正し
われおり，言いたい く，言いたいことが伝わる。
ことが十分に伝わ
る。
（３）展開
指導過程，時間
学習活動
教師の支援

C
例文を参考にしても
書くことは難しい。

単語や表現，主語動
詞の関係が間違って
おり，理解するのが
難しい。

評価の観
点

Review
（５min）

・ルーブリックを参考に，ペアで英作
文を形成的評価する。

Practice of new
words and
review of the
words.
（５min）

・Part3,4 の単語を復習する。
①教師の後に続いて１回リピートす
る。
②カードを見て自分で言う。

④テストをする。

フラッシュカードをテ
ンポよく活用する。
生徒の様子を見なが
ら，新出語彙を使用し
た質問をしたりする。
③その場で３つほど練
習して覚えさせる。
④テストをする。

・前時の本文内容を復習する。
①教科書の音読を行う。
②教師の質問に答える。
・What was Taku doing?

①困難な生徒には教師
が補助に入る。
②必要に応じて例示等
を用いて補助する。

③書きの確認をする。

Review of
the last lesson
（10min）

He was writing a letter to Ms.Sarim.
・What inspired Taku?
Cambodian students dreams.
Write it down on work sheet.

Understand
the grammar
（15min）

・直前の名詞を説明する関係代名詞
who（主格）について理解する。
①文法説明を聞く。
②ラジオ CM の英文を聞き，それに ②困難な様子が見られ
合うイラストを記号で選ぶ。
る場合は，ペアチェ
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ックの後もう一度聞
かせる。
③イラストについて説明する英文を
言う。
④教科書の人物クイズを作成する。 ④困難な場合は，ペア
等で相談させたり，
意見交換させたりす
⑤班でクイズを出し合い，最優秀ク
る。
イズを決める。
⑥各班から出題し合い，クイズ大会
を行う。
⑦④で書いた文の関係代名詞に印を ⑦関係代名詞の文法的
付ける。
理解を深める。
⑧関係代名詞についてペアで説明し
合う。
⑨関係代名詞について発表する。
・Writing
（13min）

・メモとイラストを基に，将来なりた
いものや，したいことについて，きっ
かけになった出来事を含めて書く。
①ルーブリックとモデル文を参考
に，例を確認する。

ア
エ

将来は…
人を助ける仕事
笑顔を見るのが好き
先生に影響を受けた
一生懸命働く
人を笑顔にしたい
というメモとイラストなら，
例えば
I haven’t decided my dream yet, but I want to have a job
which helps other people.（ I like to see people smile.） I
was inspired by my teacher who works hard. （I want to
make people smile.）
②次のようなメモとイラストなら，
どのようなストーリーになるか考
える。
将来は…
人をわくわくさせる仕事
友だちに影響を受けた
自分を励ましてくれる
友達のように人を励ましたい
③ペアで意見交換する

③英文を書く。
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ことで，アイディア
が浮かばない生徒の
補助とする。
I haven’t decided my dream yet, but I want to have a job
which makes people excited. I was inspired by my friend
who encourages me. （I want to encourage people like my
friend.）
④ 書 け た ら 教 師 の チ ェ ッ ク を 受 け ④書けない生徒には，
る。
例文や教科書を参考
にするよう指示す
る。
⑤早くできたら，自分のことについ ⑤何人かの生徒に発表
て考えて書く。
させる。
〇本時の振り返り及び自己評価を行
う。
Review of today’s
lesson

（２min）
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時間があれば，コメン
トを発表させ，最後は
教師がまとめる。

（４）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，
「メモを基に，なりたいものや，したいことについて， きっかけになった人
物の説明を加えて書くことができる。」について，振り返りシートから，生徒は，最後まで書くこ
とができたという手ごたえを感じている様子がうかがえる。一方で，前時に書いた英作文に着目す
ると，その構成にはあまり目が向けられていない。

今までよりもでき
るようになってき
ていることに手ご
たえを感じている。

もっと表現できるよ
うになりたいという
意欲が見られる。
（図 33）振り返りシート及びワークシートからの抜粋

文の流れが一貫し
ておらず，本論の流
れがわかりにくい
状態になっている。
これでは，読み手に
伝わりにくい。

（図 34）ワークシートからの抜粋
２．第 10 時での授業改善
・文章構成がわかりにくい生徒がいるので，第 10 時で扱う文章で，構成について押さえる。
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【第 10 時】
（１）本時の目標

教科書の例文や，今までに書き溜めた英文を参考に，憧れの職業について紹

介する文を書くことができる。
（２）パフォーマンス課題のルーブリック
ルーブリック
内容

構成

表現の適切さ

A
将来の夢について，どのよ
うな職業なのかの説明を
含み，さらに詳しく書かれ
ている。
Opening，
Body，Closing が
明確で，内容が伝わりやす
いように書かれている。

B
C
将来の夢について，理由 将来の夢について，詳
と な る 考 え や 体 験 を 含 しく書かれていない。
み，詳しく書かれている。

Opening，Body，Closing
が明確でない部分もある
が，言いたいことが伝わ
るように書かれている。
よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の
単語や表現が使われおり， 間違いはあっても，主語
言 い た い こ と が 十 分 に 伝 動詞等の関係が正しく，
言いたいことが伝わる。
わる。

（３）展開
指導過程，時間

学習活動

Opening ， Body ，
Closing が不明確で，
言いたいことがよく
伝わらない。
単語や表現，主語動詞
等の関係が間違って
おり，理解するのが難
しい。

教師の支援

評価の観
点

Review
（５min）

・前時に定着できていなかった部分
を復習する。

Write vocabulary
（５min）

・Unit5 の単語を確認する。
①カードを見て自分で言う。
②書きの確認をする。

③テストをする。

Listen to Part1
（10min）

フラッシュカードを
テンポよく活用す
る。
②その場で２分ほど
練習して覚えさせ
る。
③テストをする。

・You Can Do It!の英文を聞き，大
まかな内容を理解する。
①Kana が就きたい職業は何か。
②きっかけとなった出来事は，はじ
②必要に応じて，例
めて何をしたことか。
示等を用いて補助
③その職業につきたい理由は，その
する。
職業がどんな職業だと考えている
からか。
・ 教 科 書 を 開 い て ， も う 一 度 You
Can Do It!の英文を聞き，細かな
内容を理解する。
④②の職業の前に，Kana ができな
かったことは何か。
⑤③について，別な単語１語で何と
表していますか。
⑥Kana は①の職業を通して，人々
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困難な様子が見られ
る場合は，ペアチェ
ックの後もう一度聞
かせる。

の生活をどうしたいと考えている
か。

Understand the
construction of
essay
（10min）

・文章の構成を理解する。
作業を通して，文章
①序論・本論・結論をスラッシュで の構成を理解させ
区切る。
る。
②中心となる話題に線を引く。
③序論・本論・結論の話題をそれぞ
れ膨らませ，体験や例えなどを使
って，相手に伝わりやすいように
書いていることを理解する。

Write about
dreams for the
future
（１5min）

・教科書の文章やマッピング，ルー
ブリックを参考にして，将来の夢
について，自分の考えを書く。
①序論・本論・結論の中心となる話
題を書く。
②書けたら教師のチェックを受け
る。
③それぞれの話題を膨らませて書
く。
④書けたら教師のチェックを受け
る。
⑤早く終わったら，さらに話題を膨
らませたり，より伝わりやすいよ
うに工夫して書いてみる。

Review of today’s 〇本時の振り返り及び自己評価を行
lesson
う。
（５min）
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困難な生徒には，今
までに書いたものを
参考にするよう指示
する。

時間があればコメン
トを発表させ，最後
は教師がまとめる。

ア
イ

（４）授業の実際
１．本時の評価
本時の目標である，「教科書の例文や，今までに書き溜めた英文を参考に，憧れの職業について
紹介する文を書くことができる。」について，振り返りシートから，生徒は，今までの学習内容を
基に，ルーブリックに沿って書くことができたという手ごたえを感じている様子がうかがえる。ま
た，実際のパフォーマンス課題からも，そのような様子がうかがえる。

ここまでの学習を活用
して書くことができた。

ルーブリックに基づいて
書くことができた。
（図 35）振り返りシート及びワークシートからの抜粋

前時で は構 成が 十分 で
はなかったが，構成を工
夫し，文の順番を並べ替
えたことによって，伝わ
りやすい文章になった。

本単元での学習内容を
使って，構成を工夫しな
がら自分の考えを書い
ている。

（図 36）ワークシートからの抜粋

（図 37）パフォーマンス評価における生徒の割合
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Ⅵ

研究の結果と考察

本研究では，中学校外国語科において，CAN-DO リストに示した到達目標に基づく単元設計及
び，ルーブリックに基づいた教師生徒の形成的評価による，単元の目標を見据えた長期視点での
授業改善が，生徒の目標達成及び主体的な学習に効果的であるかについて検証した。検証方法と
して，
「１単元の検証授業」,「意欲や自信に関するアンケート」，
「ワークシート」，
「振り返りシー
ト」，「学習感想」，「授業者と研究協力員による授業観察」から，単元内での生徒の「書く力」及
び「意欲の変容」を分析した。対象は，研究協力校の第３学年生徒 75 名である。
１

書く力の変容について
本研究では，教師生徒の形成的評価に基づき，単元の目標を見据えた長期視点での授業改善を

行うことで，生徒に目標とする力を付けていくことを目的の１つとして実践研究を進めてきた。
生徒の書く力がどのように変容していったのかを，ワークシート及び，学習感想からまとめる。
【２年時のパフォーマンステスト】

【３年時】
第４時

第６時

第 10 時（パフォーマンステスト）

第８時

（図 38）２年時のパフォーマンステストから本研究のパフォーマンステストまでの変容（生徒 A）
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生徒は，２年時に，
「将来の夢についてのスピーチ原稿作成」についてパフォーマンステストを
行っている。本単元では，Can-Do リストに示した，３年時の書くことの到達目標である，
「教科
書で読んだことや聞いたこと，また，身近なトピックについて，自分の考えや意見，感想などを，
相手に伝わりやすい構成に配慮し，論理的な文章（序論・本論・結論で構成される）で詳しく書
くことができる。」に基づいて，「将来の夢について相手に伝える為のエントリーシート作成」と
いうパフォーマンス課題を設定した。この２つのパフォーマンスを比較することで，書く力の向
上を分析する。
図 38 は，生徒 A が２年時に行ったパフォーマンステストから，本単元でのパフォーマンステ
ストまでの変容の様子を，ワークシートから抜粋したものである。２年時は，
「I want to be ～.」
を補足する文章が，
「I like ～.」，
「I want to ～.」という単純なものだったのに対し，本単元の授
業を経る中で，「世界の状況」や，「職業観」ついても表現できるようになってきており，より詳
しく書けるようになってきていることが分かる。
【２年時のパフォーマンステスト】

【３年時】
第４時

第６時

第 10 時（パフォーマンステスト）

第８時

（図 39）２年時のパフォーマンステストから本研究のパフォーマンステストまでの変容（生徒 B）
同様に，図 39 の生徒 B については，
「自分の夢はまだ明確には決まっていない」ということを含
めて，
「 自分の理想」について，自分の心情をより適切に表現することができるようになっている。
これらの様子から，既習事項などを積極的に活用し，深い内容まで表現していることが分かり，
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よって，生徒の書く力は向上していると言うことが出来る。
考察
これらのことから，CAN-DO リストの到達目標に基づいた単元設計及び，ルーブリックに基
づく教師生徒の形成的評価による，長期視点での授業改善が，書く力を向上させることに効果的
であったと考える。このことは，下図 40 に示す生徒 C の感想からうかがえる。多くの生徒が，
生徒 C のように，「最初は書けなかったが，登場人物の夢についてまとめたり，新しい表現を使
って何度も書いたりするうちに，少しずつ書けるようになった」と記述していた。また，
「最初は
将来のことを考えていなかったが，将来の夢についての様々な文を学ぶ中で，自分の将来を考え
ることができた」という生徒もいた。

（図 40）生徒 C 学習感想
このような長期視点での授業改善で出来た要因として，CAN-DO リストの到達目標に基づいた
単元を貫く目標と，ルーブリックによるルーブリックが明確であったことが挙げられる。これに
より，毎時間，生徒の何をどのように見取るのかが明確であり，効果的に改善の手立てを講じる
ことが出来た。
また，単元の目標及び，それを達成する為のパフォーマンス課題，そしてそのルーブリックを
単元の最初に生徒に示したことで，毎時間の学習に繋がりを感じさせ，生徒自身が目的意識をも
って学ぶことで，力の伸びを実感し，達成感を感じることに有効であったと言える。
一方で，生徒の自己評価については課題が残る部分となった。生徒の自己評価については，A～
C の選択式に，記述部分を加えた形式をとった。しかし，主体的な学習を考えた場合，この方法
では十分ではないと考える。このような振り返りの方法では，振り返りシートに示された目標に
対して自分がどうだったかということのみで完結しており，受動的な学びから抜け出すことが出
来ない。振り返りの場面で，その時間の学びをまとめるという視点を持ち，何を学んだか等を自
由記述させ，それをグループなどで共有するという形の方がより効果的だったのではないかと感
じた。加えて，そのような方法をとることで，生徒がその時間の学習をどれくらい深く理解出来
たかをより的確に見取ることが出来るのではないかと考える。
生徒が自ら課題に向き合い，何のために何を学び，どんな力がついたのか，具体的にメタ認知
できるような授業を行っていくためにも，振り返りの視点や方法についてはさらに検討が必要で
ある。
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２

生徒の意欲の変容について
次に，主体的な学びにかかわる生徒の意欲の変容についてまとめる。本研究では，授業を通し，

生徒に目標とする力を付けることで，
「実際に英語を活用することができた」という実感から，学
びに対する主体性を向上させることが出来るのではないかと考えている。よって，本単元での検
証授業を通し，生徒の意欲がどのように変容していったのか，振り返りシート，事前・事後アン
ケート，学習感想からまとめる。

各時間の目標
第

１時

将来なりたいものや，したいことについて書くことができる。

第

２時

Tina の夢及び，そのきかっけになった出来事について読み取り，英語でまとめることができる。

第

３時

将来の夢について，きっかけになった物の説明を含めて書くことができる。

第

４時

Aya の夢及び，そのきかっけになった出来事について読み取り，英語でまとめることができる。

第

５時

将来の夢についてきっかけになった出来事の説明を含めて書くことができる。

第

６時

Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめることができる。

第

７時

将来の夢について，その職業の説明を含めて書くことができる。

第

８時

Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取り，英語でまとめることができる。

第

９時

将来の夢について，きっかけになった人物の説明を含めて書くことができる。

第１０時

将来なりたいものや，したいことについて書くことができる。

（図 41）時間ごとの生徒全体の自己評価の変容
図 41 は，単元内における生徒全体の自己評価の割合を時間ごとに表したものである。第１時
では，B 評価が 60％と最も多く，次いで A 評価 21％，C 評価 19％となっている。この状態から，
時数が進む毎に A 評価が増加し，反対に，B，C 評価は徐々に減少していく様子が見られる。第
10 時では，A 評価が 79％，C 評価が 0％と，大きな変化を見せている。
これは，時数が進む毎に，生徒が学習に自信をもつようになっていった結果だと考える。実際
に，振り返りシートの記述欄にも，時数が進む毎に，
「段々できるようになってきた」といったコ
メントが多く見られるようになっていく（図 42 参照）。
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「できなかった」という振り返り
が多く，自信がない。

「もう少しで」というコメントが
見られ，自信がついてきている。

「できた」というコメントが見
られ，自信をもっている。

図 42

自信をもつようになってきている様子（振り返りシートより抜粋）

学習に自信をもつようになった要因の一つが，生徒が見通しをもって学習に取り組んだことに
あると考える。単元の目標及び，それにかかわる各時間の目標を，単元の最初に一覧で提示し，
毎時間振り返りを行ったことで，目標に向けて自分の成長を実感することができていた。同時に，
単元の目標である，「将来の夢について，具体的な理由や考えを含めて詳しく書くことができる」
という課題に対して，自らの改善点を意識したり，どの程度到達できているのかを確認したりす
る様子も見られた（図 43 参照）。

見通しをも
ち，次時の目
標に触れてい
る。
単元の目標に
ついて，自分
の到達度や改
善点を確認し
ている。

図 43

見通しをもって学び，改善点や到達度を確認する様子（振り返りシートより抜粋）

第３時及び第４時において，第２時と比べて A 評価が増加し，第５時において減少している。
これについて，文章の読み取りについて扱った第２時及び第４時の比較，文法項目について扱っ
た第３時及び第５時での比較の２つに分けて分析する。第２時においては，生徒の振り返りには
「読み取ることができなかった」という内容が多く，それを踏まえて授業改善を行った結果，第
４時では，
「読み取ることができた」という振り返りが見られるようになった。このことから，授
業改善の結果，生徒は自信をもって課題に取り組むことができたと考える（図 44 参照）。
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図 44

文章の読み取りについて，自信を付けていく様子（振り返りシートより抜粋）

また，第３時では，扱う文法項目が単一であったため，多くの生徒が目標を達成できたと感じ
ていたが，第５時では，扱う項目が増え，課題が複雑化したことにより，目標を達成できなかっ
た生徒が増加したと考える。しかし，授業改善を重ねる中で，生徒は力を付け，第７時以降では
徐々に評価を高めている（図 45 参照）。

図 45

文法の活用について，自信を付けていく様子（振り返りシートより抜粋）

下図 46 は 10 時間の中で頻繁に自己評価 C を付けていた生徒の様子である。いずれの生徒も，
第 10 時には B または A 評価へと移行している。
第１時

第２時

第３時

第４時

第５時

第６時

第７時

第８時

第９時

第 10 時

生徒 C

B

C

A

B

B

A

C

C

C

B

生徒 D

C

C

B

B

B

C

C

C

B

B

生徒 E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

図 46

自己評価 C が頻繁に見られた生徒
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この変容の原因を，事前，事後のアンケート比較から分析する。下図 47 は，図 46 の生徒のア
ンケート回答の変容である。これを見ると，
「英語で～について表現することができますか」とい
う項目及び，
「英語でコミュニケーションをとったり，自分の考えを伝えたりするために，もっと
英語を勉強したいと思いますか？」という項目で，肯定的な意見へと変容していることがわかる。

生徒 C
あ な た は 英 語 が 好 き で 事前

いいえ

生徒 D

生徒 E

いいえ

どちらかというと

すか？

いいえ
事後

いいえ

いいえ

どちらかというと
いいえ

あ な た は 英 語 が 得 意 な 事前

いいえ

いいえ

方だと思いますか？

どちらかというと
いいえ

事後

いいえ

いいえ

いいえ

英 語 で ～ に つ い て 書 い 事前

どちらかという と どちらかというと どちらかというと

て表現することができ

いいえ

いいえ

はい

どちらかというと どちらかというと

ますか？

事後

はい
機会があれば，自分の考 事前

いいえ

はい

ますか？

いいえ
いいえ

に，もっと英語を勉強し

はい

どちらかというと どちらかというと

ョンをとったり，自分の
考 え を 伝 え た り す る 為 事後

いいえ

どちらかというと どちらかというと
いいえ

英 語 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ 事前

はい

どちらかというと どちらかというと

えや表現を，英語で相手
に 伝 え て み た い と 思 い 事後

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

どちらかというと
はい

たいと思いますか？
図 47

生徒 C，D，E のアンケート回答の変容

つまり，この３名の生徒は，パフォーマンス課題を行う前の９時間の中では自分の成長を実感
することはできなかったが，第 10 時のパフォーマンス課題に関しては学習の成果を感じること
ができたのである。実際に，この３名のパフォーマンス課題に対する教師の評価は３名とも B 評
価であった。このことから，更なる学習の意欲へと繋がっていったと考える。
一方で，「あなたは英語が得意な方だと思いますか？」や，「機会があれば，自分の考えや表現
を，英語で相手に伝えてみたいと思いますか？」という項目に関しては否定的な方向に変容して
いる生徒もいる。これは，毎時間の授業の中で達成感が得られなかったことによる影響であった
と考える。
また，何をどの程度できるようにすることが目標なのかをルーブリックで示すことにより，生
徒は自分が目標を達成できたのかどうかを適切に把握することができていた。図 48 は，ルーブ
リックに照らして振り返りを記述していた生徒の例である。
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第９時のルーブリック
ルーブリック
内容

表現の適切さ

A
課題について，さらに
詳しく書くことがで
きる。
より豊かでわかりや
すい単語や表現が使
われおり，言いたいこ
とが十分に伝わる。

B
与えられたメモを基に，将来したい
こと，また，そのきっかけになった
人物の説明を書くことができる。
単語や表現など，多少の間違いはあ
っても，主語動詞の関係が正しく，
言いたいことが伝わる。

C
例文を参考にしても
書くことは難しい。
単語や表現，主語動詞
の関係が間違ってお
り，理解するのが難し
い。

振り返りの記述

図 48

第９時のルーブリック及び，それに照らした振り返りの記述

特に，英語を得意とする生徒程，ルーブリックに触れて自己評価や振り返りをする傾向があり，
自分の達成度を確認し，次に向けての意欲付けをする上で効果的だったと考える。
このような，見通し振り返りを含めた学習の積み重ねが，第 10 時でのパフォーマンス課題で
の大きな変容に繋がっている。
下図 49 は，パフォーマンス課題における生徒の自信の推移を表したものである。事前アンケ
ートでの回答別に，事後アンケートでどのような回答に推移したのかをクロス集計を用いてまと
めた。２学期に行った，書く活動における別の課題に対する自信と比較して肯定的な回答が多く，
今回の課題に対して自信をもっている様子がわかる。特に，事前アンケートで，
「どちらかといえ
ばいいえ」，若しくは「いいえ」と回答した生徒の多くが「はい」若しくは「どちらかというとは
い」に移行している様子が見られ，今回の検証授業において，下位群に大きな効果があったこと
が分かる。

事前のパフォーマンス課題：学校生活で心に残っていることについて
今回のパフォーマンス課題

：将来の夢について

（図 49）事前のパフォーマンス課題と事後のパフォーマンス課題における自信の推移
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同様に，コミュニケーションに対する意欲や，学習に対する意欲についても，下位群で顕著な
変化が見られることが，下図 50，51 及び，52 から分かる。一方で，上位群では，否定的な方向
に推移している様子も見られる。このようなことから，生徒の変容に二極化の様相が見られる。

（図 50）コミュニケーションに対する意欲の推移

（図 51）学習に対する意欲の推移
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（図 52）英語学習に対する自信の推移
これについては，単純に上位群が低下したというよりも，明確な目標設定の下に学習を積み重ね
たことにより，上位群の生徒が，自己の力についてより深く認識しようとするようになったこと
を表している。その上で，もっと出来るようになりたいという意欲から，学習全般に対する自己
評価を厳しく見るようになったと考える。このことは，図 53 に示す生徒の感想に表れている。
D，E，F の生徒はいずれも，事後アンケートで，「あなたは英語が得意な方だと思いますか？」
という問いに対し，
「いいえ」もしくは，
「どちらかといえばいいえ」と回答しており，
「機会があ
れば，自分の考えや意見を英語で相手に伝えてみたいと思いますか？」という問いに対しても同
様の回答をしている，しかし，
「英語でコミュニケーションをとったり，自分の考えを伝えたりす
る為にもっと英語を勉強したいと思いますか？」という問いに対しては「はい」と回答している
生徒たちである。これらの生徒の感想は，
「 自分で表現したい」，
「 もっと色々な文を書いてみたい」，
「わかりやすい文で書けるようにしたい」など，書くこと，伝えることへの意欲と共に，
「構成な
どの伝わりやすさ」に触れ，単に課題に対して出来る，書けるという状態から，どうしたら相手
に伝わるかという価値の部分まで触れていることがわかる。
生徒 D
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生徒 E

生徒 F

（図 53）生徒 D，E，F 学習感想
考察
これらのことから，生徒は授業を通して，英語に対する自信を付けていることが分かる。特に，
「あなたは英語が得意な方だと思いますか？」という問いに対して，
「いいえ」と答えた生徒の割
合が減少していることから，今回のパフォーマンス課題に対する達成感から，英語全般への自信
に繋がっていると言える。上位群と下位群で推移が二極化している様子が見られたが，これは，
上位群，下位群で，自己の力に対する捉えが異なることに原因があると考える。下位群では，課
題対して今まで以上にできたということに対する自信から，コミュニケーションや学習などの意
欲に繋がっている。一方で，上位群では，目標を深く理解し，自分の課題を新たに発見すること
で，さらに上を目指す観点から自己評価を厳しく見るようになっている。これは，P5 に示した，
本研究における主体性の定義，
「外国語を通し，積極的に他者とかかわり，理解しようとするとと
もに，自ら課題を発見し，その解決に向けて学ぶことのできる生徒」と合致していることから，
決して否定的な変容ではなく，単に与えられた課題を解決していくという段階から，自ら課題を
発見し，解決していく，より高次の主体性への１つのステップであると考える。
Ⅶ

研究のまとめ
本研究では，中学校外国語科において，生徒の英語力の向上及び，主体性の育成に効果的な単

元設計と評価の在り方について研究を進めてきた。そして，CAN-DO リストに基づいた単元設計
と，教師生徒の形成的評価による授業改善が，生徒の目標達成及び主体的な学習に有効であった
かについて検証してきた。その検証結果を基に，成果と課題をまとめる。
１

研究の成果

（１）CAN-DO リストに基づいた単元設計について
本研究では，CAN-DO リストに基づいて，単元の指導計画を立てることにより，単元構想をよ
り明確かつ具体的にすることが出来た。CAN-DO リストに示される大目標があるため，それを具
現化するためのパフォーマンス課題とルーブリックを考え，その達成のための単元構成を考えた
-144-

ことが非常に効果的であった。これにより，教師は見通しをもって授業を行う中で，授業改善を
図り，生徒は見通しをもつ中で，ルーブリックに照らして自分の学びを振り返ることができてい
た。このことは，生徒の主体性及び，授業者の積極的な授業改善に大きな役割を果たしている。
検証授業以前は，パフォーマンス課題に対する指導は行っておらず，課題に取り組む際に初め
てその内容とルーブリックが提示される指導形態であった。今回の検証授業では，CAN-DO リス
トから，３年時の到達目標を確認し，それを単元設計に落とし込んで授業を行ったことで，以前
の授業形態よりも生徒の目標達成に成果があったことが，２年時のパフォーマンス課題との比較
や，３年２学期のパフォーマンス課題における生徒の自信との比較からもわかる。実際に授業を
行った研究協力員からも，
「 今までは，長期を見通して教材研究や授業を行うことが困難であった。
しかし，CAN-DO リストに基づくことで，年間を見通して目標を把握できる。それにより，目指
す生徒像が明らかになり，長期の指導の中で着実に力を付けることができる。」という言葉もあっ
た。
今回は一単元のみの実践であったが，学期間や１年間，そして学年間の接続を踏まえてこのよ
うな研究を進め，地域や学校，生徒の実態に合わせて CAN-DO リストに加筆，修正を加えるとと
もに，それに付随する有効なパフォーマンス課題を位置付けていくことで，３年間を見通した，
より効果的な指導に繋がっていくのではないかと考える。
（２）生徒教師の形成的評価からの授業改善について
本研究では，振り返りシートによる生徒の自己評価と，授業内での様子や，ワークシートから
の見取りによる形成的評価を行ったことにより，効果的な授業改善を図ることができた。実際の
パフォーマンスだけでは，生徒がどのように感じていたのかを見取ることが出来ないが，生徒の
自己評価と，教師の評価を合わせて見ることで，生徒は授業に対して実際にどれくらい力を付け
ていて，何に達成感や困難を感じているのかが分かり，単元内での復習や，発展的要素を取り入
れる際に有効であった。授業の中で，生徒の様子を見取り，その場で授業改善を図っていくこと
は大変重要である。しかし，どのように感じていたかなど，目に見えない部分も多くある。その
ようなことを見取り，単元計画の中で改善を図っていく補助的な手段として自己評価を活用する
ことは有効な手段の１つであると考える。
（３）生徒の書く力及び主体性の変容について
本研究では，上記（１）及び（２）による，検証授業により，生徒の書く力及び，主体性を伸
ばすことが出来たと考える。生徒は単元の目標に向けて学習を積み重ね，最終的に目標とする課
題を達成することができた。その結果として，特に，事前アンケートで，書くことに対して自信
のなかった生徒や，コミュニケーションや学習に意欲の低かった生徒に大きな変容が見られた。
また，事前アンケートで肯定的な回答をしていた生徒についても，評価や見通しを共有すること
で，自らの力を適切に把握し，
「 もっとできるようになりたい」という姿が見られるようになった。
以上のことから，本研究を通し，生徒に目標とする力を付けることで，
「実際に英語を活用する
ことができた」という実感から，学びに対する主体性を向上させることが出来たと考える。
２

研究の課題

（１）より主体的な学びに繋げるための振り返りについて
本研究では，授業改善のために生徒を見取る手段の１つとして，生徒の自己評価を行った。し
かし，教師側に「見取りの手段」という意識が強すぎたため，本来主体的な学習に繋がる方法で
もあった自己評価を効果的に活用することができなかった。
チェックリスト形式の自己評価は，
「本時の目標を本当に達成できたのか」，それとも，
「自力で
-145-

は解決できなかったが授業の最後には何となくわかったから良し」とするのか，生徒自身にも曖
昧な部分がある。単元の目標を理解し，その達成に向けて何を学んだのか，生徒自身がまとめる
ことも必要なのではないかと思う。今回の検証授業では，生徒は授業の中で，単元の目標を意識
して学習していたが，単元の途中で，
「ここまでどんなことを学んだか？」と問われると答えられ
なかったり，
「関係代名詞」と答えたりする生徒が多かった。学ばせたいことは文法ではなく，
「そ
れを使って何ができるか」である。生徒自身が，学んだ内容を本質的に理解し，目標に向けて学
びを繋げていくためにも，さらに効果的な振り返りの方法を検討していく必要がある。
（２）CAN-DO リストの加筆修正，生徒の主体性を引き出すための CAN-DO リスト活用について
本研究では，CAN-DO リストに示した，「教科書で読んだことや聞いたこと，また，身近なト
ピックについて，自分の考えや意見，感想などを，相手に伝わりやすいよう構成に配慮し，論理
的な文章（序論・本論・結論で構成される文章）で詳しく書くことができる」に基づき，単元の
目標として，「将来の夢というトピックで，英語でエントリーシートを書き，考えを ALT にわか
りやすく伝える」という課題を設定した。今回の検証結果として，書く力及び主体性を向上させ
ることは出来た。しかし，生徒自身が，より長期に渡って学習を見通したり，振り返ったりし，
さらに主体的に学習することにより，個々の力を伸ばしていく為には，どのように生徒と CANDO リストの到達目標を共有していくことが効果的なのかについても考えていく必要がある。そ
のような観点に立ち，今後も，校内や市内体制で CAN-DO リストの内容を加筆修正するととも
に，パフォーマンス課題を位置付けていく必要がある。「出来た」の連続で，「もっと出来るよう
になりたい」と生徒が感じられるような CAN-DO リストの開発及び，活用を継続していくこと
が重要である。今回はその第１歩として「書くこと」に焦点を当てて研究を進めた。今後，
「読む」，
「書く」，「話す（発表）」，「話す（やり取り）」，「聞く」の４技能５領域を総合的に伸ばすため，
研究と実践を重ねていくことが望まれる。
また，複数教員で１つの学年を受け持つ場合などにも，CAN-DO リストに基づいて授業を行う
ことで，指導方法は様々であっても，目指すべきゴールを共通理解できることで，指導方法の研
究を推進していくことにも繋がることから，校内の英語科教員や，市内の英語科教員などが連携
し，研究を推進していく必要性を強く感じる。さらに，英語教育の入り口である，小学校や，高
校とも，CAN-DO リストを共有することで学びに連続性を持たせることも重要である。小学校の
教員は，中学校の英語教育はどのようなことを目指しているのかを知り，中学校の教員は，CANDO リストを活用する際に，小学校ではどのようなことに触れてきているのかを知る機会となる。
これにより，小学校外国語活動から，中学校の英語学習へと円滑な接続を図ることができるので
はないかと考える。同様に，近隣の高校とも CAN-DO リストを共有することで，中学校の教員
は，高校ではどのような力を付けていくことを目指しているのかを知り，高校の教員は，中学校
３年間で，生徒はどのようなことができるようになってきているのかを知ることで，より連続性
をもった学びへと繋がっていく可能性がある。英語教育は大きな変革期を迎えており，「読む」，
「書く」，「話す（発表）」，「話す（やりとり）」，「聞く」の４技能５領域をバランス良く身に付け
るという学習へと変化してきている。今まで以上に，
「何のために，何を教えるのか，それを使っ
て何ができるようにするのか」という考え方が重要である。これらのことを踏まえ，CAN-DO リ
ストに基づいて，系統性のある授業を行っていくこと，小・中・高の学びに連続性を持たせるこ
とがこれからの英語教育の課題だと考える。
最後に，本研究にかかわり，ご指導頂いた指導主事の先生方，貴重なご意見を下さった研究協
力員の先生方，検証授業にご協力頂いた研究協力校の皆様，並びに研究の場を与えて下さったす
べての皆様に心から感謝をするとともに，今後も，山梨県の教育の益々の発展，未来を担う子供
たちの成長に尽力することを誓い，本研究のまとめとする。
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補助資料
新学習指導要領に対応した指導と評価の一体化に関する研究
―CAN-DO リストを活用した指導と評価の在り方―

山梨県総合教育センター
平成 30 年度

１．CAN-DO リスト
２．単元構想シート
目次

３．振り返りシート
４．検証授業ワークシート
５．生徒へのアンケート
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一般留学生

伊藤竜弥

補助資料１CAN-DO リスト（実際のものは A３サイズ）
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補助資料２ 単元構想シート
単元構想シート
１．CAN-DO リストにおける学習到達目標

２．CAN-DO TASK / SCALE

※状況・場面・行動
Cannot

Can

３．Limitation（何をどこまで図るか）
測るもの ：
活動の目標：
ルーブリック
A

B

内容

構成

表現の適切さ

Model
１．
２．
３．
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C

補助資料２

単元構想シート

４．Material（題材・言語材料）
題材：
言語材料 （※下線は新出表現）：

Procedure（指導手順）
５．Procedure（指導手順）
事前活動：
各段階課題・足場かけ：

6．Assessment（ミニパフォーマンスの評価）
Procedure
測るもの ：
活動の目標：
ルーブリック
A

B

内容
表現の適切さ
Model
C．
B．
A．
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C

単元構想シート
補助資料２

単元構想シートの活用手順
①本単元で到
達を目指す
目標を記入。

入。

達成までの段階を記

ォーマンス 課題及び 、

➁目標達成の為のパフ

入。

図るかを記

うな基準で

③ 何 を 、ど の よ

入。

ンス例を記

るパフォーマ

④各評価に値す

入。

言語材料を記

と、必要となる

⑤使用する題材

⑤目標達成の為

に、 段階 的に指

導手順を記 入。
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補助資料２ 単元構想シート
単元構想シート活用例
１．CAN-DO リストにおける学習到達目標
教科書で読んだことや聞いたこと，また，身近なトピックについて，自分の考えや意見，感想な
どを，相手に伝わりやすいよう構成に配慮し，論理的な文章（序論・本論・結論で構成される）
で詳しく書くことができる。

２．CAN-DO TASK / SCALE
「将来の夢」というトピックで，英語でエントリーシートを書き，自分の考えを ALT にわかりや
すく伝えることができる。
※状況・場面・行動
Cannot
①教科書の例文を参考にしても将来の夢について書くことは難しい。
②教科書の例文を参考に，自分で考えた英文も入れて，相手に伝わりやすい文章を書くことが
できる。
③教科書の例文を発展させ，自分の考えをより詳しく伝えることができる英文を書くことがで
きる。
Can

３．Limitation（何をどこまで図るか）
測るもの ：内容，文章構成，表現の適切さ
活動の目標：ALT に，将来の夢について，自分の考えを英語で書いて伝えることができる。
ルーブリック
内容

構成

表現の適切さ

A
将来の夢について，自分の
思いや考えがさらに詳し
く伝わるように書かれて
いる。

B
将来の夢について，「将来
就きたい職業，または，将
来したいこと」，
「 理由とな
る考えや体験」が詳しく書
かれている。

C
将来の夢について，「将
来就きたい職業，また
は，将来したいこと」，
「理由となる考えや体
験」が詳しく書かれてお
らず，内容として十分で
ない。
Opening，Body，Closing が Opening，Body，Closing Opening，Body，Closing
明確で，内容が伝わりやす が明確でない部分もあ る が不明確で，言いたいこ
いように書かれている。
が，言いたいことが伝わる とがよく伝わらない。
ように書かれている。
より豊かでわかりやすい
単語や表現が使われおり，
言いたいことが十分に伝
わる。

単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞等
違いはあっても，主語動詞 の関係が間違っており，
等の関係が正しく，言いた 理解するのが難しい。
いことが伝わる。

Model
I want to be a doctor. When I was a child, I read a book that really touched my heart. It’s
a book about very kind doctor. After I read the book, I thought doctor is a wonderful job.
It’s a book about very kind doctor. I want to have a job which can make people happy.
Doctors can make people happy. I want to help sick people. That is my dream.
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４．Material（題材・言語材料）
題材：COLUMBUS 21 ENGISH COURSE 3

Unit５ Dreams for the Future

言語材料 （※下線は新出表現）：
職業名に関する語彙，I want to be ～.
My Dream is to ….

I want to ….

My Dream is not clear yet.

I read the book that really moved me.
The job that makes people ～.

My Dream is to be ～.

I can’t forget the ～ that ….

I want to have a job which ….

When I was a child，….

I was ～.

They looked ～.

５．Procedure（指導手順）
事前活動：
小学校外国語 「What do you want to be? I want to be a ～.」，中学校２年生

「Unit5」,

「Go for It! 2 職場体験の報告をしよう」を通し，文章の構成要素を段階的に発展させていく。
各段階課題・足場かけ：
①扉を通し，単元の目的，目標，ルーブリックを伝える。
小学校の外国語活動，中学校２年生の Unit5

Go for It! 2 を振り返る。（②の足場かけ）

さらに詳しく伝えるために，どんなことが表現できればよいか（なりたいもの，したいこと，
そのきっかけや，理由となる考え），本文全体の大まかな内容理解を通し考える。
（②以降の足
場かけ）
マッピングにより，発想を広げる。（②以降の足場かけ）
②Tina の夢及び，そのきっかけになった出来事について読み取り，英語でまとめる。
（③の足場
かけ）
自分がなりたいものについて書く１（I want to be a ～.）。
③自分がなりたいものについて書く２（My dream is to be a ～.）。
関係代名詞 that(目的格)を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった物の説明を含めて書く。
（⑩の足場かけ）
④Aya の将来の夢及び，そのきっかけになった出来事について読みとり，英語でまとめる。（⑤
の足場かけ）
⑤関係代名詞 that（主格）を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものについて，したいことについて，きっかけになった出来事を含めて
書く。（⑩の足場かけ）
⑥Taku が将来したいことについて読み取り，英語でまとめる。（⑦の足場かけ）
⑦関係代名詞 which（主格）を学び，物事について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，自分がなりたいものや，したいことについて，どんな職業なのかの説明を加えて
書く。（⑩の足場かけ）
⑧Taku が将来したいこと及び，その考えについて読み取る。（⑨の足場かけ）
⑨関係代名詞 who（主格）を学び，人について詳しく説明できるようにする。
メモを基に，なりたいものや，したいことについて，について，きっかけになった人物の説明
を加えて書く。（⑩の足場かけ）
⑩例文や，書き溜めた英文を参考に，憧れの職業について紹介する文を書く。
6．Assessment（ミニパフォーマンスの評価）
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Procedure③
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった物の説明を含
めて書くことができる。
ルーブリック
内容

表現の適切さ

A
課題をさらに発展させ，自
分の考えを文章で書くこ
とができる。
より豊かでわかりやすい
単語や表現が使われおり，
言いたいことが十分に伝
わる。

B
与えられたメモを基に，状
況に合った文章を書く こ
とができる。
単語や表現など，多少の間
違いはあっても，主語動詞
等の関係が正しく，言いた
いことが伝わる。

C
例文を参考にしても書く
ことは難しい。
単語や表現，主語動詞等
の関係が間違っており，
理解するのが難しい。

Model
B．I have a book that my father bought for me. It’s a book about very kind doctor. I like the
character in the book. So, I want to be a doctor.

Procedure⑤
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものや，したいことについて，きっかけになった出来事を含め
て書くことができる。
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
表現の適切さ よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
単語や表現が使われおり， 違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
言 い た い こ と が 十 分 に 伝 の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。
わる。

Model
B．When I was a child, I read a book that really touched my heart. It’s a book about very
kind nurse. After I read the book, I thought nurse is a wonderful job. So, I want to be a
nurse.
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Procedure⑦
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，自分がなりたいものや,したいことについて，どんな職業なのかの説明
を加えて書くことができる。
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
表現の適切さ よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
単語や表現が使われおり， 違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
言 い た い こ と が 十 分 に 伝 の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。
わる。

Model
B．I want to have a job which makes people laugh.

So, I want to be a comedian.

Procedure⑨
測るもの ：表現の適切さ，内容
活動の目標：メモを基に，なりたいものについて，きっかけになった人物の説明を加えて書く。
（⑩
の足場かけ）
ルーブリック
A
B
C
内容
課題をさらに発展させ，自 与えられたメモを基に，状 例文を参考にしても書く
分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ 況に合った文章を書く こ ことは難しい。
とができる。
とができる。
表現の適切さ よ り 豊 か で わ か り や す い 単語や表現など，多少の間 単語や表現，主語動詞の
単語や表現が使われおり， 違いはあっても，主語動詞 関係が間違っており，理
言 い た い こ と が 十 分 に 伝 の関係が正しく，言いたい 解するのが難しい。
ことが伝わる。
わる。

Model
B．I was very impressed by
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補助資料３

振り返りシート
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補助資料４

検証授業ワークシート

第１時①（実際のものは A３サイズ）

-158-

補助資料４

検証授業ワークシート

第１時②
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補助資料４

検証授業ワークシート

第２時

-160-

補助資料４

検証授業ワークシート

第３時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第４時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第５時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第６時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第７時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第８時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第９時
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補助資料４

検証授業ワークシート

第 10 時
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補助資料５

生徒アンケート（事前）
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補助資料５

生徒アンケート（事後）
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