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中学・高校ともに 
 

授業は英語で行うことを原則とする 

英語力の目標 
 

学習指導要領に沿って設定される目標（中学校卒業段階：英検３級程度以
上、高等学校卒業段階：英検準２級程度から２級程度以上）を達成した中・
高生の割合５０％だけでなく、高等学校段階の生徒の特性・進路等に応じた
英語力、例えば、高等学校卒業段階で、英検２～準１級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ60点

前後以上  →  ＣＥＦＲ Ａ２ ～ Ｂ２を目標にする 
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目指すは 
Multilingual か Plurilingual か 

「いくら頑張っても帰国子女には勝てない」 
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アメリカ 

Multilingualism （bilingualism)： 

いくつもの「母語」が存在する状態（個人の中にも、社会の中にも） （Ｂｉｌｉｎｇ
ｕａｌｉｓｍも基本的に同じ概念） 

      移民の人は、日常生活から仕事、教育のあらゆる場面で英語がで
きなければ生きていけない 

 

アメリカの考え方・ヨーロッパの考え方 

ヨーロッパ 

Plurilingualism:  

一個人の中に、その個人の必要性にあった言語力が存在する状態 

      ヨーロッパでは、仕事や教育に主に外国語が必要（英語を含め） 

Coste, Moore & Zarate (2009) ) Plurilingual and Pluricultural Competence. Council of 

Europe, Language Policy Unit 
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Kawashima (2013) の研究 
    The Effects of Exposure to Non-native English on Self-confidence of Japanese High   

    School Students. Unpublished PhD dissertation, Macquarie University. 

 

日本の高校生に色々なnon-native の英語を聞かせる 
  

    →  non-native の英語を聞く機会の多い生徒は、non-native 英

語に対する positive attitude を持つようになり、更に、自らが話す英語にも
自信を持つようになる。 

 

    →  一方、non-native の英語に触れる機会が少なく、英語力が低い
生徒ほど、non-native の英語に対する negative attitude を持っており、
native の英語を使うことに対するattitude が高い。 

 

       ＊＊英語の教師にも当てはまる？？ 
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学習目標としてのCan-doの意味 

言語形態よりも、英語で何ができるか 
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今後の英語教育の改善・充実方策について（報告）～グローバル
化に対応した英語教育改革 の五つの提言～ 

小・中・高の学校種ごとの教育目標を、４技能ごとに、国が示す
「英語を使って何ができるか」（Can-do)の指標を用いて設定す
る。これにより、各学校が、具体的な学習到達目標を設定し、資
質・能力に関する達成状況を明確に検証できるようにする。 

相手の意図や考えを的確に理解し、自らの考えに理由や根拠を付
け加えて、論理的に説明したり、議論の中で反論したり相手を説得
したりできる。 

国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策 

国際共通語としての英語の最終的到達目標としての Can-do 
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(Anderson & Krathwohl, 2001) 
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ａ 特有の表現がよく使われる場面： 
・ 買物 ・ 旅行 ・ 食事・ 電話での応答 ・ 手紙や電子メールのやりとり など 

 

ｂ 生徒の身近な暮らしや社会での暮らしにかかわる場面： 
・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動 ・ 地域での活動 

・ 職場での活動 など 

 

ｃ 多様な手段を通じて情報などを得る場面： 
・ 本，新聞，雑誌などを読むこと ・ テレビや映画などを観ること ・ 情報通信ネットワークを活
用し情報を得ること など 

言語の使用場面の例 
高等学校学習指導要領 
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ａ コミュニケーションを円滑にする： 
・ 相づちを打つ ・ 聞き直す ・ 繰り返す 
・ 言い換える ・ 話題を発展させる ・ 話題を変える など 

ｂ 気持ちを伝える： 
・ 褒める ・ 謝る ・ 感謝する 
・ 望む ・ 驚く ・ 心配する など 

ｃ 情報を伝える： 
・ 説明する ・ 報告する ・ 描写する 
・ 理由を述べる ・ 要約する ・ 訂正する など 

ｄ 考えや意図を伝える： 
・ 申し出る ・ 賛成する ・ 反対する 
・ 主張する ・ 推論する ・ 仮定する など 

ｅ 相手の行動を促す： 
・ 依頼する ・ 誘う ・ 許可する・ 提案する 
・ 助言する ・ 命令する ・ 注意を引く など 

言語の働きの例 
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人の意見に賛成する 

(e.g. 旅行の計画を立てていて、他の人の提案に賛成する） 

人を褒めることができる 
（e.g. 英語のテストで良い成績を取ったことに対して） 

疑われた時に自分ではないと主張できる 
(e.g.  本をなくしたのは自分ではない、と主張する） 

頼まれたことを許可する 

(e.g. クラブの練習がきついので休憩したい、という生徒に許可を与える） 

お礼を言うことができる 
(e.g. 誕生日プレゼントをもらったことに対して） 

提案する 

        天気がすごくよかったので動物園に行くことを提案する。 

       It  _ ①_   _ ② _ a beautiful day,  _ ③ _ don’t we go to the zoo? 

       a)  is     b)    so    c)  was    d)  why   e)  such 
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CLILの役割 
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中学校 
  

他教科での学習内容、学校生活における活動、地域行事、生徒
の体験等と関連付けることで、文法訳読に偏ることなく、互いの
考えや気持ちを英語で伝え合う言語活動を中心とする授業を構
成することが可能になる 

高等学校 
  

高等学校では、中学校との円滑な接続を図りながら、国際社会
の多様性に対応した目標・内容を設定し、幅広い話題について
発表・討論・交渉などを行う言語活動の高度化を図ることが適
当である。 

ＣＬＩＬ・内容重視型英語授業の重要性 

今後の英語教育の改善・充実方策について（報告）～グロー
バル化に対応した英語教育改革 の五つの提言～ 
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18 
Content and Language-integrated Learning 

Teacher talk 

Visual and non-linguistic Aids 

Promoting Students’ Autonomy 

Promoting pair/group work 

Coping with students’ errors  

Use of Authentic Materials 

    Theme-based syllabus 

    

                                  Communication 

 

 Contents                    Cognition                    Materials  

 

                                      Community 

                                    (Cooperation) 
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山野有紀さんの実践 
 

               「小学校外国語活動におけるCLIL の実践」 
http://www.britishcouncil.jp/sites/britishcouncil.jp/files/eng-clil-practical-report-elementary-jp.pdf 

授業内容・統合教科 

     第一回目= 「好きな動物を作ろう 」 

                            （図画工作） 

     第二回目= 「クラス動物園を作ろう」 

                            （理科・図画工作） 

    第三回目 = 「野生動物たちが直面している問題を考えよう｣ (社会） 
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STP Cambodia の授業 （地理） 

World Heritage  →  世界地図  

Mt. Fuji 

Angkor Wat 

Pyramids 

Statue of Liberty 

Machu Pichu 
Great Barrier Reef 
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奈良県立畝傍高校（SGH)  （日本史） 

現代と江戸時代の涼の取り方の違い  →   

              そこから現代人は何を学べるか 
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