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平成25年度(2013年度) 情報教育に関する研究Ⅲ 

英語科における学習意欲を高める自己評価の工夫 
－「CAN-DO リスト」を活用した授業デザインと ICT 機器を活用した「振り返り」－ 

研究員 山下 泰世  

キーワード 

到達目標   自己評価シート「Reflection Sheet」 ４技能を統合した指導 

ICT 機器の活用  自己表現活動    「CAN-DO チェックリスト」                         

 

１ 研究の背景と目的 

中・高等学校学習指導要領解説外国語編では、

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度を育成するとともに、４技能をバランスよく育

成することが示されている。そこで、外国語能力

の向上に関する検討会による「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」

では、４技能を統合した指導を充実させるために、

各学校が「CAN-DOリスト」の形で学習到達目標

を設定し、指導と評価の改善を行うことの必要性

が明示された。また、生徒が英語力向上のために

ICT機器を効果的に活用することの重要性にも言

及している。 

さらに、「学習到達目標設定のための手引き」

では、教員と生徒が「CAN-DOリスト」形式の目

標を共有し、生徒が「英語を用いて～ができるよ

うになった」という達成感を得ることによって、

学習意欲を高めることが必要であるとも指摘し

ている。 

そこで、本研究では、「CAN-DO リスト」を活

用した授業の中で自己評価の工夫を行い、生徒の

言語習得に対する意欲を高め、主体的な学習態度

を育む学習活動の在り方を探りたいと考えた。ま

た、生徒が自己表現活動を振り返るツールとして

ICT機器を活用し、その後の学習活動への意欲を

高められる授業の在り方を明らかにする。 

２ 研究の方法 

「CAN-DOリスト」を活用した授業において、

教員と生徒が到達目標を共有し、自己評価活動を

通して学習の振り返りができるような工夫を考

えた。さらに、生徒が自己表現活動を行う際に ICT

機器を活用し、自分たちの活動について振り返る

ことが、外国語学習に対する学習意欲を高めるこ

とに有効であるか、実証授業と調査から検証し

た。 

実証授業は、中学校第１学年の生徒と高等学校

第２学年の生徒を対象とした。「CAN-DOリスト」

を活用した授業では、到達目標を意識したPDCA

の指導サイクルを踏まえ、授業を展開した。到達 

 

目標は、「実際のコミュニケーションの場面にお

いて英語で何ができるか」という視点で作成し、

単元の目標を生徒と共有するための「CAN-DOチ

ェックリスト」を作成した。また、４技能を統合

した活動であるスピーチやディベートの活動を

自己表現活動として位置付けた。自己表現活動で

は、生徒がタブレット端末で互いのパフォーマン

スを録画し、よかった点や改善点について振り返

る場面を設けた。さらに、毎授業の終わりの５分

で生徒が自己評価シート「Reflection Sheet」を活

用し、自己評価を行う場面を設け、到達目標を意

識した学習の振り返りを試みた。 

調査は、生徒対象に、英語の学習意欲と英語力

との２点について実施した。前者は質問紙による

アンケート、後者は「話すこと」に関するインタ

ビューテストにより行った。 

３ 結果 

生徒は、到達目標を意識し、自己評価活動を重

ねることによって、成果と課題を見いだし、英語

学習に対する達成感を高めたことが分かった。ま

た、教員が生徒の自己評価を活用することで、生

徒の実態に応じた指導の在り方をより深く見つ

め直すことにつながった。さらに、事後アンケー

トからは、ICT機器で自分のパフォーマンスを振

り返ることが、学習に効果的であったとする傾向

が見られ、インタビューテストからは、表現の質

（発話内容）・量（発話語数）についての向上が

見られた。 

４ 結論 

「CAN-DO リスト」を活用した授業において

４技能を統合した活動を行い、教員と生徒が到達

目標を共有し、目標に対する自己評価活動を重ね

ることによって、生徒は、課題を発見し、外国語

学習に対する意欲を高めることができた。さら

に、ICT機器を活用した「振り返り」は、自己表

現活動における発表の工夫につながり、生徒の外

国語学習に対する意欲向上に有効であったこと

が分かった。
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平成25年度(2013年度) 情報教育に関する研究Ⅲ 研究構造図 

授業改善 

英語に対する学習意欲の向上 

自己評価シート「Reflection Sheet」を 
活用した自己評価活動 

外国語科の目標 

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成すること 

４技能をバランスよく育成すること 
(中・高等学校学習指導要領解説外国語編) 

目標到達者が少ないな・・・明日

は内容理解に時間をかけよう。 

 

 

教員 
目標達成感・課題発見 
友達のことを英語で紹介できた！ 

生徒 

Plan Do Check Action 

授業の到達目標 
(英語でできること
＝CAN-DO)を確認 

目標到達度を
４段階で
チェック！ 

授業の始め５分 授業の終わり５分 次時の始め 

教員のフィード
バックから 

次の目標設定へ 

学習活動 

到達目標を 

意識した学習 

 単元到達目標の明確化・共有 

   CAN-DOチェックリストの活用 

単元での活動内容や
具体的な目標がよく
分かる！ 

生徒につける英語力

を、「CAN-DO」の形式

で生徒と共有できる！ 

 

 

 

自己表現活動 

４技能を統合した活動 

「ICT機器」による 

発表の「振り返り」 

滋賀県モデル「CAN-DOリスト」を活用した授業デザイン 

到達目標に基づいた指導と評価 

生徒 教員 

次はもっと質問できるようになりたい！ 
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情報教育に関する研究Ⅲ 

 

英語科における学習意欲を高める自己評価の工夫 

－「CAN-DO リスト」を活用した授業デザインと ICT 機器を活用した「振り返り」－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

中・高等学校学習指導要領解説外国語編では、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育

成するとともに、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４技能をバランスよく育成するこ

とが目標として示されている。しかし、文部科学省の「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」(以下「手引き」)では、中・高等学校における外

国語教育の課題として、文法事項の解説や訳読が指導の中心になっており、４技能の統合的な指導が行

われていない現状が指摘されている。そこで、文部科学省の外国語能力の向上に関する検討会による「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～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通

じた確かなコミュニケーション能力の育成に向けて～」では、４技能を統合した指導を充実させるため

に、各学校が「CAN-DO リスト」の形で学習到達目標を設定し、指導と評価の改善を行うことの必要性

が明示されたi)。また、生徒が英語力向上のために ICT(Information and Communication Technology)機器を

効果的に活用することの重要性にも言及している。 

滋賀県においても、平成 24 年度外国語能力強化地域形成事業により、滋賀県モデル「CAN-DO リス

ト」が作成された。今後、「CAN-DO リスト」を活用した授業改善を通じて、英語によるコミュニケー

ション能力のさらなる育成が求められている。 

さらに、「手引き」では、教員と生徒が「CAN-DO リスト」形式の目標を共有し、生徒による自己評

価を行うことが有効であると示されている。また、「CAN-DO リスト」の活用によって、生徒が「英語

を用いて～ができるようになった」という達成感を得ることによって、学習意欲を高めることが必要で

あるとも指摘されている。 

そこで、本研究では、「CAN-DO リスト」を活用した授業の中で自己評価の工夫を行い、生徒の言語

習得に対する意欲を高め、主体的な学習態度を育む学習活動の在り方を探りたいと考え、本主題を設定

した。また、生徒が自己表現活動を振り返るツールとして ICT 機器を活用し、その後の学習活動への意

欲を高められる授業の在り方を明らかにする。 

 

 Ⅱ 研 究 の 仮 説 

 

「CAN-DO リスト」を活用した授業において４技能を統合した活動を設定する。そして、教員と生徒

が到達目標を共有し、生徒が自己評価活動を通して学習を振り返ることができるよう工夫を試みる。生

徒は、自らの学習を振り返ることで、学習に対する達成感を高めるとともに、学習に対する課題を発見

し、外国語学習に対して主体的に取り組もうとする姿勢を身に付けるであろう。さらに、生徒が自己表

現活動を行う際に ICT 機器を活用し、自分たちの活動について振り返ることで、外国語学習に対する学

習意欲を高めることができるであろう。 

 

                             
i)
「CAN-DO リスト」は、「求められる英語を使って何ができるようになればよいか、という観点で、目標記述を使って示した『でき

ることリスト』」と定義されている。(松村 2009) 
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Ⅲ 研究についての基本的な考え方 

                                

１ 「CAN-DO リスト」を活用した授業デザイン 

「CAN-DO リスト」を活用した授業では、

実際のコミュニケーションの場面を想定し

た活動を行うために、「不定詞の名詞用法

が分かる」「関係詞を使った文が言える」

といったような従来型の目標ではなく、「実

際に英語を使って～できる」といった、英

語を使って行う「行為」を目標として設定

する必要がある。そこで、「英語を使って

何ができるか」という視点で到達目標を設

定し、その到達目標に照らし合わせた授業

を PDCA の指導サイクルを踏まえて展開する(図１)。                          

 

(１) 到達目標の明示 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」では、多くの教員にとって多様な使い方ができるように抽象的

な表現で到達目標が記述されている。そこで、生徒にとって分かりやすい表現で、単元の目標を提

示する必要があると考え、「CAN-DO チェックリスト」を作成する。「CAN-DO チェックリスト」

には、滋賀県モデル「CAN-DO リスト」の到達目標を反映させ、単元で生徒につける力を、４技能

のバランスを図った上で記述する。教員がこの「CAN-DO チェックリスト」を単元の始めに生徒に

提示することで、生徒が見通しをもって単元の学習を進め、目標を意識して学習活動を行うことを

ねらいとする。 

 

(２) 単元の目標としての自己表現活動 

「CAN-DO リスト」を活用した授業では、実際のコミュニケ

ーション場面を想定して「英語を使う」活動を行うために、単

元の最後に「話すこと」の自己表現活動を位置付けた。生徒が、

学習した内容を活用し、自分の考えや思いを伝える活動を、４

技能のバランスを図った上で設定する。また、図２に示すよう

に、教科書内容を理解し(インプット)、自己表現に必要な言語

材料を定着させ(インテイク)、自己表現する(アウトプット)と

いう指導の流れを踏まえて授業設計を行うことで、段階的に表

現力を高めることをねらいとする。 

 

２ 生徒の自己評価による学習の振り返り 

自分が分かっていること、分かっていないことをはっきりさせたり、自分の弱点を分析したりと、

自分の学習を客観的に振り返りながら学習を進める方法は、主体的に学習する姿勢を身に付ける上で

効果的であると考えられている。外国語の学習においても、自らの学習を振り返ることで、課題を発

見し、意欲的に学習に取り組む生徒を育てたい。そのために、生徒が自己評価を行う場面を設け、自

分の学びについて振り返りをさせたいと考えた。また、生徒が自己評価を行う際には、目標に到達で

きたかについて詳しく記述することに意義があるということも指摘されている。生徒が、自分が分か

図１ CAN-DO リスト PDCA 指導サイクル 

 Plan 
「英語を使って何がで
きるか」を意識した 
到達目標の設定 

Action 

到達目標の見直しや 
指導の改善 

Check 

自己評価活動の実施 

Do 
 
自己表現活動の実践 

CAN-DO リスト

PDCA 指導サイクル 

インプット(Input) 

教科書の内容を理解 

インテイク(Intake) 

言語材料を定着 

アウトプット(Output) 

自己表現活動 

図２ 自己表現活動までの指導の流れ 
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っていること・分かっていないこと、また、できること・できないことを確認することで、「CAN-DO

リスト」の到達目標を意識した学習の振り返りができると考えた。 

これらを踏まえ、記述を含めた自己評価シート「Reflection Sheet」(以下「自己評価シート」)を作

成し、授業の終わりに記入させることとする。シートの作成にあたっては、生徒に「できなかった」

という挫折感を与えないよう「自分は今、この段階のことができる」「自信はないが、補助があれば

できる」という視点で作成する。このような評価活動を通して、生徒が目標を達成するための工夫を

する態度を育みたい。 

また、「CAN-DO リスト」の活用においては、教員が生徒の目標到達度を把握し、学習指導の改善

に生かしていくことが大切である。目標到達度の確認だけでなく、生徒が何を考え、表現したかを丁

寧に見取り、指導改善に役立てることが必要であると考えた。そこで、教員が自らの授業について、

生徒の自己評価内容と照らし合わせることで内省し、指導改善ができることをねらいとした「教師振

り返りシート」を活用する。教員は、授業後、到達目標や教材の適切さなどについて振り返り、その

後の指導に生かすこととする。 

 

３ ICT 機器を活用した自己表現活動の「振り返り」 

 自己表現活動で行う発表が、聞き手に伝わりやすい内容や表

現となるためには、生徒がペアやグループで発表の練習を何度

も行う必要がある。そこで、生徒が自分のパフォーマンスにつ

いて、客観的に振り返り、ペアやグループでの話合いを通して、

より分かりやすい発表を目指す活動を取り入れる(図３)。その

際、生徒は、「話すこと」の活動をタブレット端末で録画し、

即時にパフォーマンスの「振り返り」を行う。このような即時

的な「振り返り」を通して、生徒が言語表現だけでなく、ジェ

スチャーや表情など言語以外のコミュニケーション手段を適

切に用いながら発表の工夫を促すことをねらいとした。 

  

Ⅳ 研 究 の 進 め 方 

１ 研究の方法 

（１） 研究対象は、研究協力校の中学校・高等学校とする。 

（２） 「CAN-DO リスト」を活用した授業を実践し、生徒による自己評価や、教員の指導の振り返り

等から生徒や教員の変容をとらえる。 

（３） 英語学習に対する意欲や ICT 機器の活用に関するアンケート調査、英語力を検証するインタビ

ューテストを行い、「CAN-DO リスト」を活用した指導の工夫による効果を検証する。 

 

２ 研究の経過 

４・５月 

 

６月 

 

７・８月 

 

研究推進計画の立案 

専門委員・研究委員および協力校の委嘱 

第 1回専門・研究委員会 

「CAN-DO リスト」の共通理解 

指導案、教材作成 

第２回専門・研究委員会 

９・10月 

 

11・12月 

１月 

２月 

３月 

「CAN-DO リスト」を活用した実証授業 

第３回専門・研究委員会 

研究紀要原稿執筆 

研究発表準備、要旨集原稿執筆 

研究ダイジェスト作成、研究発表大会 

次年度研究構想 

 

  

 

第
７
時:

発
表
練
習

発
表
練
習 

図３ ICT 機器活用の位置付け(中学校) 

第
１
時 

  

ICT 機器を活用した 

自己表現活動の「振り返り」 

第
８
時:

発
表
本
番 

・・・・・ 

自己評価活動(５分) 
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Ⅴ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 「CAN-DO リスト」を活用した授業デザイン ―単元指導計画― 

「CAN-DO リスト」を活用した授業デザインでは、教科書内容の理解(インプット)→言語材料の定

着(インテイク)→自己表現(アウトプット)という指導の流れを計画した。また、単元終末のアウトプ

ット活動として、中学校ではスピーチ活動、高等学校ではディベート活動を行った。 

(１) 到達目標の設定 

単元の目標は、滋賀県モデル「CAN-DO リスト」レベル２(中学校)、レベル９(高等学校)を参考

に設定したi)。そして、最終到達目標を達成するには、どのような言語活動が必要か、という視点で

授業を組み立てた。 

各授業の目標は、従来使われてきた文法や教科書の「目標」をそのまま「～できる」という記述

に変えるのではなく、「CAN-DO リスト」が目指す「言語の使い手」として何ができるようになる

べきか、という視点を入れながら作成した。さらに、滋賀県モデル「CAN-DO リスト」の能力記述

文に示されているように、「どのような条件や状況で(Condition)」「どのような英語を使って(Text)」

「どのようなことをするのか(Task)」の３要素を目標に含め、生徒を評価する観点を明確にした(図

４)。このように、３要素を目標に反映させることで、Condition からは、どのような指導のステッ

プを踏めばよいのか、Text からは、どのような教材を使えばよいのか、Task からは、どのような活

動を実施すればよいのか、という視点が生まれることをねらいとした。 

(２) 到達目標の共有 

生徒につける英語力を示した

「CAN-DO チェックリスト」を単

元の冒頭に提示した。チェックリ

ストの目標記述文は、特定の言語

材料の習得を目標とするのではな

く、生徒が「単元の内容を学習す

ることで英語を使って何ができる

ようになるか」という意識を高め

ることをねらいとして活用した

(図５)。授業者からは「このリス

                             
i) 滋賀県モデル「CAN-DO リスト」は、レベル１から６が中学生対象、レベル７から 12が高校生対象として作成されている。 

  

図４「CAN-DO リスト」を反映した授業目標例 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」「書くこと」レベル２ 

基本的な文の決まりに従って Condition 

自分のことや身近な暮らしにかかわる 

事柄について 
Text 

２～４文程度の短い文で Condition 

書くことができる。 Task 

 

  (例)中学校第６時の授業目標 

学んだ表現を使って Condition 

「好きな人」について Text 

７文程度の短い文で Condition 

スピーチ原稿を書くことができる。 Task 

 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」「話すこと」レベル９ 

興味・関心のある話題について Text 

即興で Condition 

自分の意見を述べたり、 

意見交換したりすることができる。 
Task 

 

  (例)高等学校第６時の授業目標 
高校生「Atsushi」の行動について Text 

即興で Condition 

根拠を明確にしながら Condition 

自分の意見を伝えることができる。 Task 

  

図５ 生徒が「英語でできること」を意識できるようにした 

「CAN-DO チェックリスト」の目標記述文 

 

 

学んだ表現を使って身近な人について紹介することができる。 

〔特定の言語材料〕 
三人称単数現在の動詞を使った文が言える。 従来の目標 

「CAN-DO リスト」を意識した目標 

〔言語材料を活用する場面〕 
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Unit 6: ベッキーのおばあちゃん 

新出言語材料：  

Part 1  Nancy lives in America. 

Part 2  Does she speak Japanese?  Yes, she does. / No, she doesn’t. 

Part 3  She does not know the rules. 

トを生徒に配布することによって、生徒が見通しをもって学習を進めることができ、単元の終末

に行う自己表現活動を意識して活動に取り組むことができた」という意見が聞かれた。 

 

(３) スピーチ活動につなげる指導の工夫 ―中学校― 

  中学校では全８時間をかけて、４技能を総合的に活用したスピーチ活動を設定した。単元指導計

画は図６のとおりである。単元目標は「写真や絵を使って、人物について紹介し、またその内容に

ついて学んだ表現を使って質疑応答することができる」と設定した。  

    

ア 到達目標達成のための Q＆A 活動 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」の「話すこと」レベル２では、「基本的な語や表現を用い

て、日常生活に必要な簡単な情報や話題について尋ねたり、答えたりすることができる」と記

述されている。そこで、第８時に行うスピーチ発表で質疑応答ができるよう、毎時間の帯活動

として Q＆A 活動を取り入れた。さらに、「今日は、相手の顔を見ながら答えよう」「もう１

文足して答えよう」など、第８時で生徒につける英語力を見据えて段階的な到達目標を提示し

た。 

イ 既習言語材料を生かした友達紹介 

１学期に行った「自己紹介スピーチ」を、友達紹介へとつなげる活動を行った。活動内容は、

グループ内でペアになって自己紹介をし、その後その相手についてグループの仲間に紹介をす

 言語活動 インプット・インテイク・アウトプットの指導の流れ 

第１時 
写真について 

説明しよう 

          

 

 

第２時 
友達を 

紹介しよう 

第３時 友達について 

質問しよう 

第４時 

第５時 
友達の紹介を聞いて 

質問してみよう 

第６時 
スピーチ原稿を 

書こう 

第７時 
スピーチの 

練習をしよう 

 

 

第８時 
スピーチを 

発表しよう 

 

 

図６ インプット・インテイク・アウトプットの流れに重点を置いた単元指導計画(中学校第 1学年２学期) 

アウトプット：友達の自己紹介を聞きその

人について紹介 

インテイク：音読活動 

インプット：三人称単数現在の動詞の用法

や教科書本文についての理解 

Ｑ
＆
Ａ
活
動 

アウトプット  

インプット  

インテイク  

〔教科書を中心にした内容理解〕 

〔スピーチ「My Favorite Person」練習〕 

〔スピーチ「My Favorite Person」発表〕 
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Lesson 6: The Perfect Picture (Part 1 – Part 4) 

 

るというものである。１学期に学習した言語材料を、再度場面を変えて活動に取り入れること

で生徒の発話レベルを高めることをねらいとした。また、このような単元を貫いたスピーチ活

動を取り入れることによって、スピーチのパターンの定着を図った。 

 

(４) ディベート活動につなげる指導の工夫 ―高等学校― 

高等学校では全 10時間をかけて、４技能を総合的に活用したディベート活動を設定した。単元目

標は、「物語文を読んで、その内容を時間の流れに沿って要約する。また、賛否のある話題につい

て、根拠を明らかにして討論する」と設定した。 

インプットでは、目的に応じて繰り返し教科書本文の内容を読む活動を重ねた。さらに、教科書

の内容を整理し、要約する活動を行い、その後のディベート活動につなげた。最後の自己表現活動

では、教科書で描かれている新聞記者の葛藤を、「ハゲワシと少女(A Vulture and a Child)」i)の写真

を撮った報道写真家 Kevin Carter の気持ちと重ね合わせ、報道の在り方を問うディベート活動を組

み入れた。なお、単元指導計画は図７のとおりである。 

 

 

 

ア ディベート形式や言語材料を定着させるための即興スピーチ 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」の「話すこと」レベル９では、「興味・関心のある話題に

ついて、即興で、自分の意見を述べたり、意見交換したりすることができる」と記述されてい

る。そこで、「即興性」を単元の流れに取り入れ、即興スピーチを行った。即興スピーチでは、

８ページの図８に示すように賛否の分かれる論題を２種類用意し、ディベートの形式や言語材

                             
i) 「ハゲワシと少女」は、1994年、南アフリカ共和国の報道写真家ケビン・カーターが撮影し、ピューリッツアー賞を受賞した写真。

ハゲワシが餓死寸前の少女を狙っている様子をとらえたこの写真は、後にジャーナリズムの在り方についての論争を引き起こした。 

 言語活動 インプット・インテイク・アウトプットの指導の流れ 

第１時 ・全文要約 
 

 

第２・３時 
・即興スピーチ 

・Part 1/2 内容理解・音読活動 

第４時 
・ディベート練習(海外修学旅行) 

・Story Map を使った要約活動 

第５・６時 
・即興スピーチ 

・Part 3/4 内容理解・音読活動 

第７時 
・ディベート練習(Atsushi の行動) 

・Story Map を使った要約活動 

第８時 
・「ハゲワシと少女」読解 

・ディベートに向けての意見交換 
 

第９時 ・ペアディベート 

第10時 ・グループディベート 

 

 

アウトプット：Story Map を活用

した要約活動 

インテイク：音読活動 

インプット：目的に応じて 

繰り返し読む活動 

即
興
ス
ピ
ー
チ 

(

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入) 

図７ インプット・インテイク・アウトプットの流れに重点を置いた単元指導計画(高等学校第２学年前期) 

インプット  

〔教科書を中心にした内容理解〕 

インテイク  

アウトプット  

〔ペアディベート: 「Carter did the right thing.」〕 

                      「カーターは正しい行動をとった」 

 

〕 

〔グループディベート: 「Carter did the right thing.」〕 

                        「カーターは正しい行動をとった」 

 

〕 
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   は「つながりを示す語句」 

図９ Story Map で情報を整理し、時間の流れを意識した要約文へ 

Story Map を使って自分の言葉で要約 

・「形式」に慣れるためのテーマ１： 

Japanese students should go abroad for school trip. 

(高校生の修学旅行は海外にすべきである) 

・「言語材料」を定着させるためのテーマ２： 

Atsushi did the right thing. 

(高校生の「Atsushi」は正しい行動をとった) 

                           

〔指導手順〕 

①即興でペアトーク (意欲や態度を中心に評価) 

②①の発話内容を 60語で書く(課題) 

③ペアでのディベート練習 (正確さを中心に評価) 

図８ 即興スピーチの指導の流れ 

表１ 教員による自己評価シートの活用手順 

自己評価 

シート作成 

 授業目標の設定 

目標を達成するための活動の設定 

２の活動における４段階評価指標の作成 

自己評価 

実施 

 授業目標の提示 

授業終末５分での自己評価の場面設定 

自己評価 

分析・活用 

 自己評価の分析・教員のコメント記入 

教員の指導の振り返り・生徒理解の深化 

次時でのフィードバック内容の確認 

 

料を定着させる工夫を行った。また、

図８に示す指導の流れを踏まえ、「書

くこと」を通して、より正確にペアで

のディベート練習が行えるよう工夫を

行った。 

イ Story Map を活用した要約活動i) 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」の

「書くこと」レベル９では、「話の概

要や要点、自分の考えや気持ちをある

程度まとまりのある文章で説明するこ

とができる」と記述されている。そこ

で、読んだり、聞いたりした情報を Story Map を使って整理し、自分の言葉で要約する活動を

設定した。Story Map で情報を整理したことで、その後の生徒の要約文には、時の流れを明確に

示す「つながりを示す語句」が効果的に使われていることが分かる(図９)。これらのことから、

Story Map を使う活動によって、生徒が文章全体のまとまりや文と文のつながりを意識し、論理

性の高い文章を書くことにつながったことが分かった。 

２ 意欲を高める自己評価の工夫と成果 

自己評価シートを活用し、生徒が

毎授業で取り組んだ主な言語活動

について振り返り、自らの学びにつ

いて考える時間を設けた。 

 (１) 自己評価シートの活用 

教員による自己評価シートの

活用手順は表１のとおりであ

る。自己評価シートを作成す

るにあたっては、授業目標を明確にし、目標を達成するための活動を設定した。また、活動に

対する振り返りは、長沼(2010)が提唱している CAN-DO 評価の４段階の尺度を参考に作成し、

生徒にチェックさせることとした。評価指標は、４つの尺度のうち、３段階目を「ほとんどの 

                             
i) Story Map(ストーリーマップ)は、生徒に、考えたことを視覚化し、整理することを促す際によく用いられる。Graphic Organizer(グラ

フィックオーガナイザー)としても知られている。 
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生徒ができるようになっている

ことが期待される段階」と設定

し、生徒が達成感を感じられるよ

うな記述で提示した(図10)。この

ように、具体的な評価指標を設定

することで、生徒が目標達成度を

確認するとともに、教員が生徒の

目標到達状況を確認し、次時における到達目標や評価指標の基準を適宜調整できるよう工夫した。 

 授業の冒頭では、教員は授業の目標について口頭で説明を行い、生徒が目標を意識できるよう工

夫した。また、授業の終わりに生徒が学習の振り返りを行う際には、教員が「何について自己評価

をするのか」また「何を基準に自己評価をするのか」といったことを口頭で説明し、生徒が４段階

の評価指標を理解できるよう工夫した。 

最後に、自己評価内容を分析・活用するにあたっては、教員が生徒への励ましや助言を中心とし

た肯定的なコメントを記入するよう工夫した。そして、教員が次時の冒頭で自己評価シートを返却

する際には、生徒ができなかったことや学習の悩み等について、教員が全体にフィードバックする

という指導の流れを踏まえた。このように、生徒が教員からの評価を受け止め、次の学習段階へ進

む方向性を自分自身で見つけるような自己評価活動を設定した。 

 

(２) 生徒の学習の振り返り ―意欲の高まり― 

６ページの図６や７ページの

図７に示した単元指導計画の流

れに沿って、図11に示す自己評価

シートを毎時間活用し、生徒は学

習についての振り返りを行った。

自己評価を始めたばかりの頃は、

「理解できるようになりたい」

「話せるようになりたい」など

と、漠然とした目標記述が目立っ

たが、回を重ねるごとに、生徒は

具体的な目標を記述するように

なった。 

教科書を中心とした内容理解

(インプット)の段階では、「今日

はタスク２の答えを黒板を見な

いで言えたのがうれしかった。英

語Ⅱの授業が前より好きになっ

てきた」「earth が地球だけじゃな

くて土という意味があることを

知ることができた」など意欲が高

まってきた様子や学習内容に関

する具体的なコメントが見られ

た。また、「Q&A 活動は結構で

目標段階 

言語活動：友達について尋ねられたことに対して正しく答えられる 

１ 尋ねられた内容について、理解できなかった。 

２ Yes や Noだけでなら、答えることができた。 

３ 
教科書で学んだ表現を使って、正しく答えることが 

できた。 

４ 
教科書で学んだ表現を使って答え、１文以上付け加

えて答えることができた。 

 
図 10 自己評価４段階尺度(例：中学校第３時) 

図 11 高等学校第３時における自己評価シート「Reflection Sheet」 
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きてよかった。でも、チャンクリストを使った活動は、あまり書けなかった」など、自分ができた

ことやできなかったことを客観的に分析するコメントも多く見られた。 

単元の終末の自己表現活動(アウトプット)では、「次は Yes, No だけでなく、文章で正しく話せ

るようにしたい」「自分の意見を言うときは、日本語をまとめてから話せるようにしたい」など自

己表現に関する具体的な目標記述が見られるようになった。さらに、「教科書の文法が理解できな

い時があるので、辞書を活用して理解しようと思う」「もっと家で CD を聞いて練習して、発音を

よくしたい」など自分の弱点をとらえながら、具体的な学習方法について言及しているコメントも

見られるようになった。このように、「自己評価シート」を活用した自己評価活動は、生徒が自己

評価を重ねることにより、自分自身の状態を客観的に確認し、これからの目標を見つけようとする

主体的な態度を育む方法として有効であった。 

 

(３) 教員のフィードバック ―学習者中心の学びへ― 

自己評価シートには、生徒が英語学習に対し

て抱いている悩みや、授業でできなかったこと

に関するコメントが見られた。授業者は、「自

己評価シートに『v の発音ができません。口の

形は合っているはずなのに、なぜか発音できま

せん』と書いてくれた人がいました。みんなな

らどうやって、『v』の発音をしますか？」と

全体に投げかけた。その問いかけを受けて、生

徒はペアでお互い「v」の口の形を確かめ合い、

実際に音を出すことを試みた。さらに、その後、

授業者は、生徒とのやり取りのなかで、英語を

話す時の呼吸法について言及した。 

このように、生徒が記述した自己評価内容を、授業者が全体にフィードバックする工夫を行った。

さらに、事後アンケートでは、「自己評価シートの先生のコメントを読むとやる気になった」とい

う項目に肯定的に答えた生徒が中学では77％、高等学校では97％を占めた(図12)。自己評価シート

を通して教員が生徒の声に耳を傾け、その内容を全体で共有したり、また、個々の生徒の評価内容

に対して教員がフィードバックしたりすることで、生徒を主体とした学びが生まれた。 

 

(４) 教員による授業の振り返り ―指導改善へのヒント― 

図13に示すように、授業者は到達

目標に対応した指導ができたかの

項目について、「教師振り返りシー

ト」を活用し、振り返りを行った。

授業者は、「自己評価シートに書か

れた生徒のコメントを読むことで、

生徒の様子がより分かりやすくなった。また、目標を達成するために設定した活動が有効であった

か見直すことができた」と到達目標を意識した振り返りを行っていた。このように、自己評価シー

トを活用することによって、授業者が生徒の実態に応じた指導の在り方をより深く見つめ直すこと

につながった。 

図 13 「教師振り返りシート」における授業者のコメント 

・自己評価が「１」の生徒には、予習を要求したり、授業の最初

に語彙を何度も練習させたりすることで対応したい。 

・自己評価「３」「４」の生徒がほとんど見られず、One Sentence 

Summary の活動はうまくいかなかった。キーワードをあらか

じめ提示してから要約させる工夫をしたい。 

 

図 12 教員のコメントに対する生徒の意識 

41 14 36 9 

とてもそう思う まあそう思う 

あまりそう思わない 全くそう思わない 

(単位は％、回答数：中学校 68、高等学校 39) 

自己評価シートの先生のコメントを 

読むとやる気になった 
中学校 

高等学校 

44 53  3 
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３ 学習意欲を高める ICT 機器の活用 

(１) 即時的な「振り返り」で発表の工夫へ 

単元終末の自己表現活動に向けて、発表を

ペアやグループで練習した後、タブレット端

末 iPad の録画機能(カメラ)を使い、互いに録

画する活動を行った。生徒は、録画した映像

を、その場ですぐに再生し、よかった点や改

善点などについて意見交換を行った(図14)。

iPad は手軽に録画や再生ができるため、何度

も発表練習を重ねる生徒の姿が見られた。ま

た、図15に示すとおり、約８割の生徒が「iPad

を使って自分のパフォーマンスを振り返る

ことは学習に役立つ」と肯定的な回答をして

いる。このような「振り返り」によって、生

徒がジェスチャーなどの非言語的なコミュ

ニケーション手段の役割を理解し、表現方法

を工夫しながらコミュニケーションを図ろ

うとする態度を養うことにつながった。 

 

(２) 普段のパフォーマンスを評価 

生徒が英語で発話する際、教員が全ての生

徒の発話内容や発話の様子を観察し、フィー

ドバックすることは大変難しい。そこで、生

徒がペアやグループで録画した映像は、授業

終了後、教員が内容を確認し、評価の材料と

して活用した。授業者からは、「生徒の普段

のパフォーマンスの様子を継続的に確認する

ことができ、iPad の活用は『話すこと』の指導において有効であった」という意見が聞かれた。 

 

(３) モデル提示による目標の明確化 

授業の目標を視覚的に明示し、教員と生徒が到達目標を

確認することをねらいとして、iPad と Apple TV(映像をワ

イヤレスで大型スクリーンに送信する無線対応機器)を使

って生徒が録画した映像を電子黒板や大型スクリーンに

投影した(図16)。生徒は、提示されたパフォーマンスを見

ながら、英語のリズムやイントネーションなどの英語の音

声的な特徴をとらえ、自分の意図や気持ちを効果的に伝え

るには、どのような工夫が必要かについて意見交換を行っ

た。授業者からは、「特定の生徒のパフォーマンスを全体

で即時的に振り返ることによって、『話すこと』における

パフォーマンスの具体的な評価観点を生徒と共有するこ

とができた」という声が聞かれた。 図 16 録画した映像を大型画面へ投影 

図 14 グループで発表を振り返る様子 

図 15  iPad の活用に対する生徒の意識 

42 34 18 6 

6 25 13 56 

とてもそう思う まあそう思う 

あまりそう思わない 全くそう思わない 

(単位は％、回答数：中学校 68、高等学校 39) 

iPad を使って自分のパフォーマンスを見ることは 

学習に役立つと思った 

中学校 

高等学校 
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(４) 生徒の発表を支援する iPad の活用 

「My Favorite Person(私の好きな人)」についてのスピーチ活動では、生徒が紹介する人物につい

てのイラストをその場で iPad に取り込み、発表時に Apple TV を活用して投影した。生徒は、次々

と投影されるイラストや写真を見て、発表内容に対する興味を高めていた。iPad は生徒のノートや

教材などを即時に提示できる効果的な資料提示のツールとして有効であることが分かった。 

 

４ 生徒の変容 ―インタビューテストの結果から― 

到達目標を意識した指導と評価が、生徒の学習意欲

の向上に有効であるかを検証するために、実証授業の

前後に、中学校第１学年68名、高等学校第２学年39名

を対象に、インタビューテストを実施した。 

検証にあたっては、実用英語技能検定に準じた手法

を用い、生徒の表現の質や量について、診断的に分析

を行った。 

テストは、実証授業の事前と事後に一人ずつ実施

し、中学校では、事前テストで自己紹介を行い、事後

テストで友達紹介の課題を与えた。また、高等学校で

は、事前・事後において、イラストの展開を英語で説

明する問題とした。 

(１) 表現の質の向上 

中学生のテストでは、図17に示すとおり、事前で

は、特定の単語の過度な繰り返しが見られ、話題の

広がりが見られない発話が多く観察された。一方、

事後では、多様な表現を使い、既習表現を積極的に

活用する生徒が増えた。 

また、図18に示すとおり、高校生の発話を分析し

た結果、事前では、単文の羅列が多く、文構造に大

きな誤りが見られる発話が多く見られた。一方、事

後では、表現が豊かになり、接続詞を用いたある程

度まとまりのある発話が多く見られるようになっ

た。 

(２) 表現の量の増加 

語数をカウントし、事前事後で比較した。表２に

示すとおり、語数は、中学校・高等学校ともそれぞ

れ増加している。 

 

以上、(１)(２)に示すとおり、生徒の発話から、表現の

質・量についての向上が確認された。これらのことから、

到達目標を意識した指導と評価が、生徒の外国語学習に対

する意欲向上に一定の効果があることが分かった。 

 

 

表２ 事前事後テストでの発話語数 

 事前 事後 

中学校 27.6 32.1 

高等学校 47.6 52.5 

(数字は平均値) 

 

図 17 事前事後テストでの発話内容(中学校) 

事前テスト：自己紹介 
Hello, everyone. 
My name is ○○. 
I like table tennis. 
I play table tennis after school. 
I like table tennis. 
Thank you. 

過度な繰り返し 

事後テスト：友達紹介 
Hello, everyone. 
This is △△ . 
His birthday is October 31st. 
His favorite food is curry and rice. 
He likes studying very much. 
He doesn’t like sports. 
Thank you. 

 

話題の広がり 

既習内容の 

積極的な活用 

 

図 18 事前事後テストでの発話内容(高等学校) 

事前テスト 
(イラスト内容：夫が妻にお茶とケーキを運んだ／夫は

妻がコンピュータの前で眠っているのを見て驚いた) 

〔単文の羅列〕 

S1: He brought a cake for her.  She was sleeping. 

〔動詞や時制の誤り〕 

S2: He came into the room with a cake and coffee.  
*He surprised.  *She sleep.（*

は誤りを含む文） 

事後テスト 
(イラスト内容：犬が家の中で吠え立てた／夫婦は近所

の迷惑になるのではと心配した) 

〔接続詞 so の使用〕 

S3: The dog was very noisy, so they were worried 

about the people in the neighborhood. 

〔従属節や接続詞 because の使用〕 

S4: They realized that the dog was noisy.  They are 

worried because neighbors try to ask them not to 

be loud. 
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Ⅵ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究から明らかになったこと 

(１) 「CAN-DO リスト」を活用した授業において４技能を統合した活動を実施し、教員と生徒が到達

目標を共有し、目標に対する自己評価活動を行うことが、外国語学習に対する達成感を高めるた

めの有効な手立てとなった。 

(２) ICT 機器を活用した「振り返り」は、自己表現活動における発表の工夫につながり、生徒の外国

語学習に対する意欲向上に有効であった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 「CAN-DO リスト」を反映した自己評価活動を、１単元の活動としてだけでなく、中・長期的な

指導計画に系統的に組み込む実践方法の検討が求められる。 

(２) ICT 機器で保存した学習記録を、生徒用ポートフォリオとして活用し、教員が定期的なフィードバ

ックをし、生徒が学習の伸びを確認するための指導実践について探る必要がある。 
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