
実践の流れ・概要：１ 基本情報

・クラスと科目：高２理系（発展）の「英語表現II」（３単位）

・教材と指導内容：「英語表現」検定教科書と別途長文読解教材

・生徒の実態や現状：２年生とは、このクラスのみの関わり。

標準・発展の２つの習熟度編成だが、発展クラスの方が生徒の

英語力のばらつきが大きいと感じる。

（＊昨年度のARCLEの実践研究発表では、この編成の「標準ク

ラス」の授業動画をご覧いただきました。）



実践の流れ・概要：２ 指導や活動の流れ

・生徒とGoogle Classroomで共有した見通し
学習および言語活動の見

通しが持てるように事前に

授業の流れを提示した。

（実際は１枚の縦長のスラ

イドで生徒はスクロールし

て閲覧した。）

１回目のやり取りと発表

の言語活動から改善に向け

た取組に関する中間評価を

経て、２週間後に再度活動

に取り組むスケジュールと

した。

なお、Q1～３は検定教

科書内の活動例（質問）を

そのまま使用した。

https://prezi.com/i/rkx2bwtcbwgn/11/


取り上げた２名の生徒A・Bについて （青字・茶色字は実際の生徒のコメント）

A

B

生徒の様子 １回目の振り返り 中間での介入後 ２回目の振り返り

英語に苦手意識をも
つ生徒。英語＝覚え
る、でも覚えても忘
れてしまう、と考え
ているようだ。
単語長文文法リスニ
ングライティングス
ピーキングに対して
「とても苦手だ」と
考えている。
「英語の勉強の仕方
がわからないです」

学力が高い生徒。
スピーキング：
「とても苦手だ」
文法長文演習:「よく
やる」
洋書・初見英文読む、
ライティング:
「全くやらない」
「英語は苦手ですが授
業にしっかり参加して
英語力を上げられるよ
うに頑張ります」

・うまくできたこと：空欄
・課題だと感じたこと：テ
ンパったこと、考える時間
が長いこと、文法、日本語
途中しゃべったこと。
・どんな発表にしたいか：
スラスラ話す、多少練習す
る、落ち着いて、習った文
法使う、など

・うまくできたこと：最初の
うちはまだそこそこまともに
話せた。
・課題だと感じたこと：自分
の考えがない、相手に助言し
てもらった、終わり方、語彙
・どんな発表にしたいか：考
えは極力まとめるが困ったら
具体例。中３レベルの単語で
もなんとか伝える。

・改善点・目標
次までに言うことを考えて寝る
前４回練習する。日本語を言わ
ないようにする。親に話す。

教師の手立てと形勢的評価の
具体：彼女の１回目の振り返
りを漠然とした目標例に使用。
「文を覚えるのではなく、伝
えたい言葉（キーワード）を
思い出そう。」

詰まることはなかったと思う。
体験談を入れて説得力が増した。
中間介入の効果：「なんとか使
える」「考えをまとめる」を具
体化できてよかった。
今後：言う内容を書き出す、表
現を調べる、終わりに一言、は
次も使えると思う。単語はこの
短期間ではどうにもならなかっ
た。

・改善点・目標
事前に言う内容を書き出しておく。
使いそうな文法を調べる。つまり
そうになったら自分の体験を入れ
る。終わりに一言添える。

教師の手立てと形勢的評価の
具体：「書くことで考えがま
とまるね。書いたことの半分
も言えれば十分。語彙と文法
も使う勉強ができる。」

４回練習できた。
前回よりは話せる量が増えた。
中間介入の効果：あった。
設定しなかったら４回やらな
かった。具体化したのはよかっ
たと思う。
今後：まだまだ完璧でないから。
目標は変わらず次は自分で思っ
たことを素早く英語に変換でき
るようにする、など



Student
A

＜上記の回答について＞
１ 自分が考えた目標や学習・改善のアイデア
に対する取組がどうだったか。

２ 中間評価（１回目の活動と２回目の活動の
間で目標や学習・改善のアイデアの見直しを
したことは効果があったか。

３ 今後の目標や取り組みたいことは何か。

活動時の実際のルーブリックと生徒の記述（２回目終了時）



教師の働きかけと介入に関する工夫について
以下の４点について指導支援を行なった。
そのほか、１回目の言語活動の後にあまり指導を入れずに、生徒自身がこれまでの

活動で感じた自己の課題や取組から次の目標や改善点を考えてもらうようにした。具
体的な支援やフィードバック、学習方法のサジェスチョンは中間評価時に行うことで、
生徒自身の実態をつかむ時間と生徒自身が学習方法について考える機会を大切にした。

2

5

4

3

１→２回目の発表の間に中間評価（「改善点（目標）の共有」と見直し）を
行なった。

１の見直しの際に、振り返りの記述から同じ課題を抱えている生徒同士でグ
ルーピングを行なった。→発表も同じグループで行なうようにした。

Google Classroomを用いた情報提供（過去の先輩の発表映像・授業の振り
返り）

生徒への個別の声かけやノート指導（事後も含む）

1
１回目と２回目の発表のトピックと形態を少し変え、自分ごととして話せ
るようにした。（目的・場面・状況への意識も視野に入れた微調整）



1
１回目と２回目の発表のトピックと形態を少し変え、自分ごととして話せる
ようにした。（目的・場面・状況への意識も視野に入れたわずかな修正）

＜１回目のやり取りと発表（言語活動）＞

❶ ウォーミングアップとしてペアで即興的なやり取りを２回

“Do you think sending emails is a good way to communicate?”

“Most young people don’t write letters. Do you think this is OK?”

❷ 同じペアでそのまま次のテーマで話す（発表）

ただし、I see. Really? など反応をして構わない旨を伝えた。

“Which do you think is the better way to communicate, through emails or letters?”

＜２回目の発表（言語活動）＞

２つの修正を加えた。

❶ 相手の反応に頼ったり、言いたいことを忘れたりする状況や（やり取りとしては良いことだが）

聞き手が質問を頻繁にしたりターンを取って話し始めたりする様子が見られたので、

「３人グループで１人が発表する形」に変えた。

❷ テーマを“Which do you think is the better way to communicate, through emails or letters? 

Which way is more important for you or for your life? ”と加え、さらに教師のスモールトークを

その後に続けた。



2
１→２回目の発表の間に「改善点（目標）の共有」と見直しを行なった。
（＊下のスライドは授業で使用し、Classroomにアップロードしたもの）



3
Google Classroomを用いた情報提供（過去の先輩の発表映像・授業の振り
返り）



4
上記の見直しの際に、振り返りの記述から同じ課題を抱えている生徒同士
でグルーピングを行なった。→発表も同じグループ。

流暢・全体 2
齋藤優理

流暢に話したい(不自然な間がない)
→内容をある程度頭に入れておく。全体の構造(流れ)を作っておく。
紙に大まかに書いてそれを使って本番まで最低2回練習する。

音声 3

森紅葉

聴いてもらう相手一人一人に向かって意見を伝えようとしている印象を与え、その意見に賛同してもら
えるような説得力のあるスピーチにしたい。具体的には以下の２点を意識する。
①相手の目を見て、大きな声で、大事なところは強調してゆっくり話し、意味の切れ目で一息おくこと
で、相手に、自分に向かって話しているのだという印象を与える。
②主張→理由→具体的な説明(根拠となるデータや具体的)→まとめ、という流れで話し、自分の考えを
整理するのと同時に、相手に意見が明確に伝わるようにする。

流暢 3
大楽さくら

単語帳を眺めて、1つでも使える熟語、接続語などを見つける、身につける。
間をwellなどで埋める、相手に質問を問いかけてみる。

流暢・音声 3

山本千尋

・流暢に英語が話せなくてもまるで英語がペラペラな人のように話す。
→具体的には、きちんとアイコンタクトをとる。
所々でジェスチャーを入れる。
・会話をつまらせない、文と文の接続を正確に。
→自分の声をボイスメモで録音し、どこで会話が詰まりやすいか確認してみる。
・語彙や表現を増やす。
→(Ted Talksを聴いていると、確信を持って自分の意見を言う際は、I think....という表現よりもI 
assume.....の方が多かった。)また話の最後は纏まるような話し方にしてみる。

文法・音読 ４

上野 二葉

日本語の文章を考える
英文に直してみる
文法を確認する
音読練習



5 生徒への個別の声かけやノート指導（事後も含む）



生徒CとDについて（紫字と赤字は実際の生徒のコメント）

C

D

生徒の様子 中間での介入後 ２回目の振り返り 教師の振り返り

英語を頑張りた
いと考えている
生徒
英検の面接練習
を申し出てきた。
先輩の学習例を
紹介すると興味
を示し取り入れ
始めた。

英語力はあまり高
くはないが、英語
学習や自分の力を
前向きに捉えてい
る生徒：「英語に
抵抗はありません。
最近家族とグルー
プLINEを英語です
るのが流行ってま
す。家族から来た
英文は意外と頭に
残ります。」

・改善点・目標
単語帳を眺めて１つでの使
える熟語、接続詞を見つけ
る。（単語学習を「とても
よくやる学習」で挙げてい
る）
間をwellなどで埋める。
相手に質問を投げかけてみ
る。

新たに取得した単語を使用で
きた。
相手と会話している感じにな
るように質問した。
間の埋め方がいまいちだった。
単語を身に付けることで表現
方法が広がった。
家で人を相手にして練習する。

自分にとってどちらが重要
かという場面設定での２回
目は楽しそうに発表・やり
取りしていた。質問をした
り調べた単語(suspect）を
使ってみたり工夫していた。
場面や状況の大切さ、生徒
の強みと積極性を英語力に
繋げたいと感じた。

・改善点・目標
ボイスメモで練習を録音し
てどこが詰まりやすいかを
確認する。
相手に質問を投げかけてみ
る。TED Talksを見ている
とI thinkよりI assumeの
方が多い気がする。話のま
とまりのある表現を使う。

In additionなどつなげる表
現が使えた。アイコンタクト
取ることができた。今回はI 
assumeよりもI thinkの方が
良いと思ったのでI thinkに
した。ボイスメモでは次の意
見を加えようとする時に詰
まったが授業ではスムーズに
できた。

英検の面接練習でのボイス
メモ、先輩のTED Talksの学
習例を今回の取組につなげ
ている。きっかけを作り振
り返りやフィードバックを
行うことで点と点がつな
がっていく気がした。自律
学習が回り始め、自分の学
習に自信を持ち始めている。



学びがつながる仕掛け・実感→生徒自身が学びを「つなげる」へ

・生徒Cの高２の４月当初の自主的な学習の例

学習スタイルとして、
英文の和訳や構文の確認
などの学習を自主学習と
して行なうことが多かっ
たようだ。
右の画像は、生徒Cの

ノートの最初の方のペー
ジに合った学習の様子。



学びがつながる仕掛け・実感→生徒自身が学びを「つなげる」へ

・生徒Cに対して夏休み前に例示した高３生の自主学習や
授業の復習の例
（ノート）

この生徒（高３生）は高３
の４月からの指導であったが、
学習方法に対する考え方が柔
軟で、技能を繋げた学習の効
果や過去の事例を示すと定期
的に取り組むようになった。
リーディングの活動の後に

特にアウトプットがない場合
でも、サマリーや意見を書い
てくるなど、バランスの良い
英語学習を行っている生徒で
ある。



学びがつながる仕掛け・実感→生徒自身が学びを「つなげる」へ

・生徒Cの変化（高２の11月） 左ページは単語学習だが、使うことを意識した
取組になっている。右ページは、TEDを見てその
メモを取り、次頁には感想を書くなど、高３のモ
デルの影響を受けている。授業中の言語活動（ス
ピーキング）の振り返りでは、TEDでI assumeを
使っている場面が多く、自分も発表の際に使いた
いと書くなど、学習・技能・活動をつなげて考え
るように変化してきたことが伺えた。



学びがつながる仕掛け・実感→生徒自身が学びを「つなげる」へ

生徒Dの振り返り
の記述とフィード
バック事後指導）

Student D

Student D



今回のまとめ（実践を通して感じたこと）

・主体的に学習に取り組む態度・自律性を育てるためには、
① 教師の英語指導観・学習観の振り返りが必要。
② 生徒に起きている事実（授業・家庭学習）を見る術を持つ。
③ 教師が苦手な「待つ」「試行錯誤を認める」「見通す」

姿勢や能力が必要。
・やり方自体の習得のプロセスや選択肢を示し、指導し、生徒
自身が学ぶ機会を得ることで自律性が高まる。生徒の自覚・
やる気・姿勢の問題にしない。

・生徒の思考を見える化しておく。記録しておく。
→授業前中後のとっさの反応やフィードバック、コメントに
「違い」が出てくる。（と信じたい）



終わりに（その後の生徒の反応・コメントよりうれしかったこと）
「やり取りをスムーズに言えるようになりたい。」と今回の取組の振り返りでコメントしてきた生徒と
の事後の一場面。「Thank you. You’re welcome.以外のかっこいい言い方ないですか。さらに続けられ
ないですか。授業の時にいつもプリント回すので（列の先頭に席があるため）」と尋ねてきた。
授業中にプリントをHere you are.と渡すと必ずThank you. と言ってくれる生徒であるが、The 

pleasure is mine. を教えると、プリントを渡すだけの場面で、
T:Here you are. S: Thank you. T:My pleasure. S:The pleasure is mine.と嬉しそうにやり取りをする。

Thank you.の後に私が思わず、Sure.と答えてしまうと「あぁ～、先生そうじゃないでしょ…」と
がっかりした表情を見せてくれる（プリントを渡すだけの場面に本当にふさわしい英語表現だとは思わ
ないが、The pleasure is mine.と言いたいらしい。）
生徒も教師も英語のやり取りを楽しむ授業づくりを心掛けたいと思った場面であった。

右の画像は、単語テストの裏に、ある生徒が書いてきてく
れたコメントである。今回の実践の準備のために職員室にい
たわけではないが、生徒は教師のことをよく見ていると改め
て実感した。学習した単語 “empathy”を用いて返答した。
こうした場面もコミュニケーションの１つ。今後も大切にし
ていきたい。


