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 表現活動   音読用 ICT 教材    段階的な英文読解 

 チャンク認識   ４技能を統合した再話活動(retelling) 「CAN-DO リスト」 
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新たな英語教育の方向性として、生徒が英語に触れる機会を充実させるため、授業は英

語で行うことが示された。さらに、「話すこと」「書くこと」を通じた表現活動を行い、

４技能を総合的に育成することが求められている。 

 

 

 

生徒が意欲的に英語学習に取り組み、積極的に英語で自分の考えなどを伝える能力を育

成するため、読んだことに基づいて表現できることを目指した授業の在り方を探る。 

 

 

 

１ 「CAN-DO リスト」を活用した学習到達目標の設定と共有 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」を参考に到達目標を設定し、生徒が「英語を使って、

～できるようになるためにどのような学習をするのか」という意識を高められるよう

工夫する。 

２ 「タスク型リーディング授業」の実施 

Pre-reading Tasks(読解前の活動)、While-reading Tasks(読解活動)、Post-reading Tasks(読解

後の活動)の３段階を踏まえ、タスクで何度も英文に触れ、理解から表現へつなげる授業展

開を図る。 

(１) Pre-reading Tasks(題材への興味を高めるタスク) 

予測を促す設問や、映像や写真を活用したオーラル・イントロダクションで題材に

対する興味を高める。 

(２) While-reading Tasks(概要から詳細へ理解を深めるタスク・音読を通して表現を身

に付けるタスク) 

生徒が段階的に読解を進められるよう「Reading ワークシート」を活用する。さら

に、音読用 ICT 教材を作成・活用し、表現の定着を目指す。 

(３) Post-reading Tasks(読んだ内容をまとめ、表現へつなげるタスク) 

４技能を統合した表現活動として再話活動(retelling)を行い、写真やキーワードをも

とに読んだ内容を自分の言葉で話す活動を行う。 

 

 

・「タスク型リーディング授業」の実践により、英語を通して積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度や、情報や考えを適切に伝える能力を高めることができた。 

・ICT 教材を活用した音読活動は、生徒の英語に対する学習意欲を高めるとともに、文字

と音声の一体化や表現の定着を促す点で有効であった。 

平成26年度(2014年度) 情報教育に関する研究Ⅲ 

「タスク型リーディング授業」による中・高等学校英語科の授業づくり 
－理解から表現へつなげる指導の工夫と音読用 ICT 教材の活用－ 

研究員 山 下 泰 世   

研究の背景  いよいよ授業は「英語で」行う時代に！ 

目  的  「英語を学びたい！」「英語で表現できた！」という思いにつながる授業 

研究の方法と概要  タスクを活用した段階的な指導の流れを構想する   

概要版 

成  果  「タスク型リーディング授業」によって、学習意欲や表現力が向上   
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―外国語科の目標― 

● 授業は英語で行い、生徒が英語に触れる機会を充実させること 

● 「聞くこと」や「読むこと」を通して得た知識を活用し、「話すこと」や「書くこと」を通し

て発信できるよう４技能を総合的に育成すること 
(中・高等学校学習指導要領解説外国語編) 

「CAN-DOリスト」を活用した学習到達目標の設定・共有 

                  

英語学習の意欲が 

高まる！ 

       「導入」 題材への興味を高めるタスク 

映像や写真を活用した 

オーラル・イントロダクション 予測読みを促す設問 

読んでみたい！ 

Pre-reading Tasks 

       概要から詳細へ 

理解を深めるタスク 

音読用   
ICT教材 

の作成・活用 

 

「理解」 「音読」 

英文をチャンクで 

表示・繰り返し練習 

 

和訳に頼らない 

Post-reading Tasks 

「表現」 読んだ内容をまとめ、表現へつなげるタスク 

音読を通して表現を 

 身に付けるタスク 
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～４技能を統合した表現活動～ 

集中して 
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読んだ内容を、
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「Readingワークシート」 
を活用した段階的な英文読解 

 繰り返し英文
に触れる 
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Pre-reading Tasks 

「導入」 

While-reading Tasks 

「理解」 

While-reading Tasks 

「音読」 

Post-reading Tasks 

「表現」 

読 む 前 に、写 真

や映像で興味を

高めます。 

「Readingワ ー ク

シート」を活用しま

した。 

画面を見ながら、楽しく

音読できたよ！ 

ペアで再話活動に挑戦！ 
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紀要 p.7 

紀要 p.7～８ 

紀要 p.8～１０ 

～授業の一コマを紹介します～ 
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情報教育に関する研究Ⅲ  

 

「タスク型リーディング授業」による中・高等学校英語科の授業づくり 
－理解から表現へつなげる指導の工夫と音読用 ICT 教材の活用－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

平成25年度から実施された高等学校の学習指導要領では、「生徒が英語に触れる機会を充実すると

ともに、授業を実際のコミュニケーションの場面とするため、授業は英語で行う」と明記されている。

また、平成25年12月に発表された「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画(文部科学省)」で

は、「中学校の授業は英語で行うことを基本とする」と示されている。これは、教員が授業のすべて

を必ず英語で行わなければならないということを意味しているのではなく、「生徒が」授業の中でで

きるだけ多くの英語を使うことの重要性を強調しているものである。しかし、中学校や高等学校の授

業では、教科書本文の内容理解が授業の主な目的となっている現状がある。特に「読むこと」の指導

においては、教員が、語彙や文構造などを日本語で詳細に説明する指導が主流となっており、生徒が、

主体的に英文読解を進めたり、授業の中で多くの英語を使ったりする活動が十分には実践されていな

いという課題が見られる。 

また、中・高等学校の学習指導要領解説外国語編では、「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た

知識等を、自らの体験や考えなどと結びつけながら活用し、「話すこと」や「書くこと」を通じて表

現することが可能となるよう、４技能を総合的に育成することが重要であると示されている。「読む

こと」の指導においても、教科書で理解した内容について意見を述べたり、簡単な感想を述べたりす

るような表現活動を併せて行い、読む活動を表現活動へつなげる指導が求められている。 

さらに、平成23年度に外国語能力の向上に関する検討会(文部科学省)によって示された「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、音声教材やドリル教材などの ICT 教

材を効果的に活用し、授業で英語を使う機会の充実を図ることが示されている。 

このような状況を踏まえて、本研究では、読む活動において、より多くの英語を使った活動を展開

し、生徒が読んだことに基づいて表現できることを目指した学習指導の在り方を探りたいと考え、本

主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

生徒の英語学習に対する意欲を高め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、情報や

考えなどを適切に伝える能力を育成することを目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

「タスク型リーディング授業」を実践し、ICT 教材を活用した音読を行えば、より多くの英語を使っ

た活動を展開することができ、生徒は、英語学習に対する意欲を高めることができるだろう。さらに、

読んだことをもとにした表現活動の工夫を行えば、生徒は、英語で積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度や自分の考えなどを適切に伝える能力を身に付けることができるだろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

                               

１ 「CAN-DO リスト」を活用した学習到達目標の設定と共有 

「英語を用いてどんなことができるようになるか」という観点から、生徒が身に付けるべき能力

を明確化するために、学習到達目標を「CAN-DO リスト」の形式で設定する。学習到達目標は、滋

賀県モデル「CAN-DO リスト」の能力記述文を参考に、Task(どのようなことをするのか)、Text(ど

のような英語を使って)、Condition(どのような条件や状況で)の３つの要素を反映し、生徒に求める

力を明確にする。 

さらに、到達目標を生徒と共有するために、単元で生徒に付けたい力を示した「CAN-DO チェッ

クリスト」i)を単元の冒頭に提示し、生徒が「英語を使って～できるようになるためにどのような学

習をするのか」という意識を高められるよう工夫する。                   

 

２ 「タスク型リーディング授業」の構想 

英語による言語活動を行

うことを授業の中心とする

ためには、生徒が、訳読によ

らず、概要や要点をとらえる

ような活動をできるだけ取

り入れることが重要である

と考える。そこで、タスクに

取り組みながら英語の内容

理解を進める「タスク型リー

ディング授業」を提案する

(図１)。 

本研究では、タスクは「言

語の習得を目的として学習

者が行う活動」とし、学習者

のレベルに応じて調整した

タスク(pedagogic task)と実

際の言語使用を反映したタ

スク(real-world task)の２種類のタスクを設定することとする。なお、タスクの配置については、 

Pre-reading Tasks(読解前の活動)、While-reading Tasks(読解活動)、Post-reading Tasks(読解後の活動)

の３段階を踏まえ、表現活動へとつなげる授業展開を図る。 

このような指導の流れを踏まえることで、生徒は、タスクの数だけ英文を読むこととなり、英語

に触れる機会を多く確保できると考える。さらに、英文を理解する際、日本語を通すプロセスを省

くことができるため、アウトプット活動において必要な英語表現が頭に残りやすくなると考える。 

 

(１) Pre-reading Tasks：「導入」 －題材への興味を高める－ 

第二言語習得理論では、優れた読み手は、文章を読む際に、自分がすでに持ち合わせている背

景知識ii)を活性化して、内容理解に役立てると考えられている。 

                             
i)「CAN-DO チェックリスト」は、平成25年度情報教育に関する研究Ⅲ(滋賀県総合教育センター)において、生徒が CAN-DO 形式の

目標を意識しながら学習活動を行うために活用されたワークシートである。 

ii)背景知識(background knowledge)とは、書かれている情報に関連して、読み手がすでに持ち合わせている知識である。先行知識(prior 

knowledge)、スキーマ(schema)ともいう(卯城、2009)。 

図１ 「タスク型リーディング授業」の概要 

 

Pre-reading Tasks: 「導入」 

題材への興味を高めるタスク 

While-reading Tasks: 「理解」「音読」 

概要から詳細へ理解を深めるタスク 

音読を通して表現を身に付けるタスク 

Post-reading Tasks: 「表現」 

読んだ内容をまとめ、表現へつなげるタスク 
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そこで、導入の段階で、生徒が文章を読む前に、自分が持つ知識と文章で述べられている新情

報を関連付けて理解できるような工夫を試みる。 

具体的には、題材に関する写真や映像を提示し、題材に関連した生徒の背景知識を活性化させ

るタスクを設定する。その際、教員は、生徒と英語でのやり取りを行い、内容に対する興味を高

めることをねらいとする。 

 

(２) While-reading Tasks 

  ア 「理解」 －概要から詳細へ理解を深める－ 

「読む」という活動を行う際には、文章の大意をつかんだり、必要な情報や考えなどを探し

たりするなどといった「読む目的」を意識した指導を行うことが、生徒が主体的に英語を読み

進める姿勢を身に付ける上で重要であると考えた。そこで、教科書の内容を目的に応じて読む

ためのタスクを設定し、生徒が何のために読むのかをあらかじめ明らかにする。目的を意識し

たタスクを達成することによって、生徒が速読や精読などの適切な読み方を選択しながら読解

を進められることをねらいとする。 

また、「読むこと」の過程には、単語や文章の意味を理解しながら読みを進める「ボトムア

ップ処理」と、学習者が持っている背景知識を活用し、全体の意味を予測しながら読みを進め

る「トップダウン処理」があると考えられている。英語の苦手な生徒は、細部に固執して文章

全体に目が向かない傾向があることから、タスクの配置において、まず「トップダウン処理」

を優先し、概要理解を促す設問を設定する。さらに、概要を把握した後、詳細理解を促すよう

な設問を設定する。 

イ 「音読」 －音読を通して表現を身に付ける－ 

 第二言語の習得においては、学習者が目標言語を聞

いたり、読んだりする「インプット」、様々な学習活

動を通して言語材料の定着を図る「インテイク」、そ

して、目標言語を書いたり、話したりする「アウトプ

ット」の３段階を踏まえて授業を設計することが大切

である。特に、生徒が学習した内容を活用しながら表

現できるようになるには「インテイク」を重視し、リ

ズムやイントネーションに気を付けて英語を繰り返

し読むことが大切だと考えた。そこで、音読(シャドーイングを含む)を実施し、その際に活用

する音読用 ICT 教材を作成する。ICT 教材では、生徒が英語の語順を日本語の語順に変換する

「返り読み」を防ぐため、英文をチャンク(意味のかたまり)単位で提示する工夫を行う(図２)。

さらに、音読スピードを調節しながら段階的に文字を提示するなどの工夫を行う。 

 

(３) Post-reading Tasks：「表現」 －読んだ内容をまとめ、表現へつなげる－ 

英文読解の指導では、教員の発問に生徒が答える場面が多く見られ、生徒が主体的に活動に取

り組む機会が少ない傾向にある。そこで、内容理解を終えた後に、英語での表現活動の一つであ

る再話活動(retelling)を設定し、生徒の学習意欲の向上につながる授業を展開したいと考えた。再

話活動とは、理解した教科書の英文内容を、相手に伝えることを意識しながら要約する表現活動

である。そこで、生徒が読んで理解した内容を、写真や絵、キーワードを記憶の補助として再話

できるよう、ワークシートを工夫することとする。さらに、再話活動を行った後、写真や絵、キ

ーワードをもとに要約文を書くタスクを設定した。このようなタスクを設定することで、生徒が

複数の言語技能を使いながら、段階的に表現力を高めることをねらいとする。 

 

図１ タスク型リーディング授業の概要 

① I was reading the book / 

私は本を読んでいた 

② which my friend gave me / 

友だちがくれた 

③ yesterday //. 

昨日 

英文を①→②→③の順に理解する 

図２ チャンク単位による英文提示 
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Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

研究対象は、研究協力校の中・高等学校とする。 

(１) 「CAN-DO リスト」を活用した目標設定を行い、タスクを活用した段階的な読解指導を試みる。 

(２) アンケート調査や記述式テストを実施し、タスクを活用した指導の工夫による効果を検証する。

また、生徒の自己評価や教員の指導の振り返りから、生徒の変容をとらえる。 

 

２ 研究の経過 

４・５月 

 

６・７月 

８月 

９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依頼 

第 1回専門・研究委員会、指導案、教材作成 

第２回専門・研究委員会 

実証授業(高等学校) 

第３回専門・研究委員会 

10月 

11・12月 

１月 

２月 

３月 

実証授業(中学校) 

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 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 事前アンケート調査による「読むこと」の課題 

(１) 「読むこと」に対する生徒の実態 

研究協力校において、英語を「読むこと」

に対する事前アンケート調査を行った。そ

の結果、図３に示すとおり、６割以上の中・

高校生が、英語を読む際に、「一語ずつ、

単語の意味を確かめた後で、文の意味を考

える」と回答した。また、「一文ずつ日本

語に訳しながら読み進める」ことを意識し

ている高校生は７割以上に上ることが分か

った。一方、「次にどんな内容がくるかを

予測しながら読み進める」という読み方を

している中・高校生が約２割にすぎないこ

とが分かった。このことから、生徒は、個々

の単語の意味を確認しながら読解を進める

「ボトムアップ処理」を多用していること

が明らかになった。 

このような結果から、細部にこだわら

ず、英文の全体の理解を行う「トップダウ

ン処理」を促す活動が必要だと考え、「タ

スク型リーディング授業」の流れに取り込

んだ。さらに、生徒がストーリーの展開を

予測しながら読みを進められるよう、

DRTA(Directed Reading Thinking Activity)

の手法を取り入れた。DRTA は、生徒が「ス

トーリーの予測」「黙読」「予測の証明」という手順を繰り返しながら、ストーリーを最後まで

読み進める指導法である(図４)。この指導法を「タスク型リーディング授業」に反映させ、生徒

図３ 英語を「読むこと」に対する生徒の意識 

 

 意識している  やや意識している 

 あまり意識していない  全く意識していない 

（単位は％、回答総数：中学校 90、高等学校 115） 

一語ずつ、単語の意味を確かめた後で、文の意味を考える 

中学校 

高等学校 

一文ずつ日本語に訳しながら読み進める 

中学校 

高等学校 

次にどんな内容がくるかを予測しながら読み進める 

中学校 

高等学校 

28 

26 

33 

41 

32 

29 

7 

4 

8 

30 

27 

43 

45 

20 

20 

7 

4 
18 

19 

54 

64 

24 

17 

4 

図４ 予測読みを促す DRTA と学習活動の関連 

 

本文を黙読する 

「Reading ワークシート」の設問に

取り組み、内容を予測する 

 

「Reading ワークシート」の設問の

答え合わせを行い、予測が正しい

かを確認する 

Proving 

（予測の証明） 

 

Predicting 

（ストーリーの予測） 

 

Reading 

（黙読） 

 

DRTA 学習活動 
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がストーリーを予測しながら本文を読み進められるよう、「Reading ワークシート」を作成し、

学習プリントとして活用することとした。 

 

(２) 表現活動に対する生徒の意識 

英語に対する学習意欲を問う設問では、半数以上の中学生と約８割の高校生が「外国人と英語

を使って、コミュニケーションができるようになりたい」と回答した。一方、「自分の考えや意

見を英語で書くことが好きだ」「自分の伝えたいことを英語で話すことが好きだ」と回答した中・

高校生の割合は約２割～３割という結果となった。多くの生徒が実際のコミュニケーションの場

面で英語を使いたいと感じている一方で、自分の考えや意見を表現することには消極的な様子が

うかがえる。そこで、「タスク型リーディング授業」の実践においては、本文の内容理解だけに

終始せず、読んだ内容に基づき、積極的に自分の考えや意見を話す機会を設けることが重要な視

点であると考えた。 

 

２ 「タスク型リーディング授業」の実践 

中学校では全９時間、高等学校では全８時間をかけて、タスクを設定し、理解から表現へつなげ

る指導の流れを計画した。中・高等学校における単元指導計画は、図５、６ページの図６のとおり

である。単元目標は、滋賀県モデル「CAN-DO リスト」を参考に作成し、「どのような英語を使っ

て(Text)」「どのような条件や状況で(Condition)」「どのようなことをするのか(Task)」の３要素

を目標に反映させ、指導のねらいを明確にした。中学校では、単元終末のタスクとしてスピーチを

位置づけ、職場体験や将来の夢について語る活動を設定した。一方、高等学校では、グループディ

スカッションを設定し、社会的な題材に対する意見を話合う活動を取り入れた。 

 

〔中学校(第２学年)〕 

 

単 元 名：Program 6 A Work Experience Program   
単 元 目 標：職場体験についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理解すること

ができる。また、自分の職場体験や将来の夢について、学習した表現を積極的に使いながら、スピーチ

をすることができる。 

新出言語材料：不定詞の用法（名詞的用法・副詞的用法・形容詞的用法） 
 

 

 

 

 主な言語活動 

 
今週の予定や週末にしたこ

とについて尋ねてみよう 

Basic Dialogue の練習／不定詞(名詞的・副詞的用

法)を使ったインタビュー活動(Task 1/Task 2) 

第２時 
由紀の職場体験について理

解しよう 

教員によるオーラル・イントロダクション／新出

単語練習／内容把握(Task 3/Task 4) 

第３時 
由紀の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 5)／再話活動

(Task 6)／要約文作成(Task 7) 

第４時 
武史の職場体験について理

解しよう 
新出単語練習／内容把握(Task 1/Task 2) 

第５時 
武史の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 3)／再話活動

(Task 4)／要約文作成(Task 5) 

第６時 

物当てゲームをしてみよう

／桃子の職場体験について

理解しよう 

Basic Dialogue の練習／不定詞(形容詞的用法)を

使ったインタビュー活動(Task 1)／新出単語練習

／内容把握(Task 2/Task 3) 

第７時 
桃子の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 4)／再話活動

(Task 5)／要約文作成(Task 6) 

第８時 スピーチ原稿を書こう スピーチ「My Work Experience」原稿作成 

第９時 スピーチを発表しよう スピーチ「My Work Experience」発表 

  

〔「CAN-DO リスト」を反映した目標設定〕 
   …「どのような英語を使って(Text)」    …「どのような条件や状況で(Condition)」 

   …「どのようなことをするのか(Task)」 

 

 

図５ 理解から表現へつなげる単元指導計画(中学校) 

第１時 

 

 
Pre-reading Tasks 

「導入」 

 

Post-reading Tasks 

「表現」 

While-reading Tasks 

「理解」「音読」 

〔各２時間のタスクの流れ〕 
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〔高等学校(第２学年)〕 

 

単 元 名：Lesson 3  Eating Up the Sea? 

単元目標：水産資源減少についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理解すること

ができる。また、水産資源減少に対する解決策について、自分の意見を理由とともに、述べることができる。 

 

 

 

 

(１) Pre-reading Tasks:「導入」 －英語による題材内容の効果的な導入－ 

本文を読む前に、生徒が題材

について興味を高められるよ

うな工夫を行った。図７に示す

とおり、生徒は Task１の設問に

取り組んだ後、題材に関連する

映像を視聴した。その後、設問

の答えを確認する際に、授業者

は生徒が理解できるレベルの

英語で内容の導入を行った。授

業者は生徒との対話の中で、教

科書の「They all wear winter 

jackets over their aloha shirts to 

ease the chill of the refrigerator.」

の英文内容を導入しているこ

とが分かる。また、「chill(冷え)」

という新出単語の意味を、日本

語を介さずに生徒とのやり取

りの中で気付かせる工夫を行

った。このように、視覚資料を

活用しながら音声のインプットを与え、内容を予測させるタスクを設定することで、生徒の題材

に対する興味を高め、読む前により多くの英語に触れる機会を設けることができた。 

 

 主な言語活動 

第１時 

レッスンを通して読み、概要を理解し
よう 
ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて概要を理解しよう(Part 1/2) 

教員によるオーラル・イントロダク
ション(Task 1)／レッスン全体の概
要理解(Task 2)／キーワード定義
(Task 3) 

第２時 
ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて詳細を理解しよう(Part 1/2) 

内容把握(Task 4/Task 5)／指示語
(Task 6) 

第３時 
ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて自分の言葉でまとめよう(Part 

1/2) 

音読活動(Task 7)／再話活動(Task 

8)／要約文作成(Task 9) 

第４時 
水産資源減少に対する解決策につい
て概要を理解しよう(Part 3/4) 

キーワード定義(Task 1) ／内容把握
(Task 2) 

第５時 
水産資源減少に対する解決策につい
て詳細を理解しよう(Part 3/4) 

内容把握(Task 3)／指示語(Task 4) 

第６時 
水産資源減少に対する解決策につい
て自分の言葉でまとめよう(Part 3/4) 

音読活動(Task 5)／再話活動(Task 

6)／要約文作成(Task 7) 

第７時 
グループディスカッションの準備を
しよう 

ブレインストーミング／原稿作成 

第８時 
グループディスカッションをやって
みよう 

グループディスカッション 

  

〔「CAN-DO リスト」を反映した目標設定〕 
   …「どのような英語を使って(Text)」    …「どのような条件や状況で(Condition)」 

   …「どのようなことをするのか(Task)」 

 

図７ 内容を予測するタスクとその後の英語のやり取り 

T : What is the answer for No. 3?  What did you see in the 

video?  Did you see them wearing aloha shirts and sandals? 

S1 : No.   

T : That’s right.  They wear winter jackets over their aloha 

shirts.  Why is that? 

S2 : Because it’s cold. 

T : Yes.  It’s like being in a refrigerator, so it’s very chilly…cold. 

本文内容を言い換えた表現 

③英語によるやり取りを通して答えを確認する 

読みたいと思う気持ちを

高める 

Task 1: Answer T or F before watching the video. 

1. The auction begins in the early evening. (T or F) 

2. The fish auction system in Hawaii is based on the Japanese fish 

auction system. (T or F) 

3. At the fish auction in Hawaii, you need to wear aloha shirts and 

sandals. (T or F) 

4. You can see a lot of tuna fish at the auction site. (T or F) 

題材に関心を

持つ 

①読む内容について予測する設問に取り組む 

②ハワイの魚市場の映像を視聴する 
視覚資料で興味を高める 

 

図６ 理解から表現へつなげる単元指導計画(高等学校) 

 

〔各３時間のタスクの流れ〕 

 
Pre-reading Tasks 

「導入」 

 

While-reading Tasks 

「理解」「音読」 

Post-reading Tasks 

「表現」 
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(２) While-reading Tasks 

ア 「理解」 －「Reading ワークシート」による段階的な英文読解－ 

「タスク型リーディング授業」におけ

る活動の流れを明確にするために、

「Reading ワークシート」を作成した(図

８)。まず、後のアウトプット活動で生

徒が使うことが予想される語を、本文か

ら意図的に抜き出し、その英語での意味

と合致させるタスクを設定した。生徒

は、個人でタスクに取り組んだ後、キー

ワードとその意味を合致させるペア活

動に意欲的に取り組んでいた。その後、

段落の主題を選ぶタスクや、詳細理解を

問うタスクなどを設定し、英文を「トッ

プダウン」から「ボトムアップ」に処理

することを促した。さらに、本文には明

示されていない情報を推測し、より深い

レベルでの理解を促すために、本文中の

代名詞や指示表現が示すものを問うタ

スクを設定した。このように、段階的に

読みを深めるためのワークシートを活

用することによって、生徒は、訳読によらずに内容理解を進めることができた。「ワークシー

トを使うことで、段落ごとの理解が深まり、要点が理解しやすかった」という生徒の感想から

分かるように、ワークシートの活用が、概要や要点をとらえる上で有効であったことが分かっ

た。 

イ 「音読」 －音読用 ICT 教材の活用と効果－ 

内容理解を終えた後、生徒が表現活動で必要

となる表現を身に付けられるよう、ICT 教材を

活用した音読活動を行った。ICT 教材を使った

音読は、図９に示すとおり、全体やペアなどで

十分な音読練習を行った後に実施した。 

ICT 教材は、プレゼンテーションソフトで作

成し、アニメーション機能や音声編集機能を活

用したスライドとして提示した。スライドは大

型テレビに投影し、生徒はスライドを見ながら

一斉に音読するという学習形態をとった。 

なお、中学校においては、教科書の本文全文

を音読用教材に含めたが、高等学校において

は、内容を理解する上で重要だと思われる英文

を選び出し、音読用教材として活用した。 

(ア) チャンク認識を高める工夫 

図10に示すとおり、本文中の重要なチャン

クをフラッシュカードの要領で表示した。

ICT 教材を活用することで、授業者は効率よ

  

  

図 10 音読用 ICT 教材を活用して音読する様子 

図８ 「Reading ワークシート」（一部） 

キーワードと

その英語での

意味を合致さ

せるタスク 

段落ごとの 

主題を選ぶ 

タスク 

①Chorus Reading(一斉で読む) 

②Pair Reading(２人で読む) 

③Buzz Reading(個人で読む) 

④ICT 教材を使った音読活動 

 チャンク練習 

 Overlapping(音声と同時に読む) 

 Shadowing(文字が消える前に読む) 

図９ 音読の指導手順 

全体・ペア・個人で

の音読練習後、

ICT 教材を活用 
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表１ ４技能を統合した再話活動の指導手順 

く文字が表示できたとともに、生徒が顔を上げて音読するため、口の動きを確認できるなど

の効果があることが分かった。また、日本語や英語でチャンクを表示したり、表示のスピー

ドを変えたりすることで、単調になりがちな繰り返し学習を変化に富んだ活動にすることが

できた。 

(イ) 文字と音声を結びつける工夫 

音読活動では、生徒が文字と音声を結びつけることに困難を

覚える場合がある。そこで、図11のように音声とともに文字の

色が変わるスライドを提示した。生徒は Overlapping(同時読み)

の要領で、スライドを見ながらモデル音声に合わせて音読を行

った。 

(ウ) スピードを意識した読みを促す工夫 

モデル音声より少し遅めのスピードで文字が消えていく３

種類のスライドを提示し、一定のスピードで本文を音読できる

よう工夫した(図12)。授業では、生徒がスピードに遅れないよ

う集中しながら音読する様子が見られた。さらに、空欄を設け

たり、日本語のチャンクを提示したりして、認知的な負荷を高

めるスライドを提示した。生徒は、次々と提示されるスライド

に興味を示し、音読活動を楽しんでいる様子が見られた。最後

に、モデル音声のスピードで再度 Overlapping(同時読み)を実施

した。すると、ほとんどの生徒がモデル音声のスピードに合わ

せて音読できていた。 

このように、文字の表示を段階的に調節することで、生徒は、

英語のリズムやスピードを意識しながら音読できるようにな

った。 

(エ) 音読用 ICT 教材による意欲の高まり 

事後アンケート調査の結果からは、ICT 教材を活用すること

で、生徒は音読活動に意欲的に取り組めたことが分かった。授

業者からは、「教科書のどの部分を読んでいるか分からない生

徒にとって、ICT 教材は大変有効であった」という声が聞かれ、

文字と音声の一体化を促す教材として効果的であることが分か

った。さらに、生徒の感想からは、「文字が消えていくので、

普段の音読よりも集中できた」「覚えてスラスラ読めたときは

嬉しかった」など、ICT 教材の効果を実感する声が聞かれた。 

 

(３) Post-reading Tasks:「表現」 

音読活動で表現の定着を行った後、再話活動を

実施し、読んだ内容について相手に伝わるよう話

すことを目指した。さらに、再話内容を要約して

書くという活動へつなげた。 

ア ４技能を統合した再話活動の実際 

表１に示すとおり、学習内容の定着度を高め

るため、再話活動を「聞く」「読む」「話す」

「書く」という４技能を組み合わせた活動とし

た。まず、教員がモデルとなる再話を行い、写

 活動内容 技 能 

1 
教員によるモデル再話

を聞く。 
Listening：「聞くこと」 

2 
本文を黙読し、キーワー

ドを抜き出す。 
Reading：「読むこと」 

3 
ペアで写真やキーワー

ドをもとに再話を行う。 
Speaking：「話すこと」 

4 

教科書を閉じ、写真やキ

ーワードをもとに、要約

する。 

Writing：「書くこと」 

  

4 

図 11 文字と音声の一体化を促す

スライド 

 音声に合
わせて文

字の色が

変化 

図 12 一定のスピードで文字が消え

ていくスライド 

In the future/ 

In the (f   ) / 

将来/ 

 文字が
消える前

に音読 

穴埋め

音読 

英語に

直して
音読 
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真やキーワードを使いながら本文の内容について説明した。次に、生徒が本文を黙読し、再話

する際に必要となる表現を本文中から抜き出す活動を行った。そして、ペアによる再話につな

げた。 

また、図13に示すとおり、「Reading ワークシート」は、モデルとなる再話内容を想定しな

がら、音読用チャンクリスト(Task５)と再話内容の整理のタスク(Task６)につながりを持たせ

て作成した。キーワードを複数のタスクで繰り返すことで、表現の定着度を高めるとともに、

生徒が音読の意義を実感できるよう工夫した。生徒は、間違ったり、言いよどんだりする度に、

ペアで協力したり、音読用チャンクリストを参照したりしながら、積極的に読んだ内容を伝え

ようとしている姿が見られた。 

図14に示すとおり、事後アンケート調査からは、「教科書で読んだ内容を、写真やキーワー

ドを使ってペアで話す活動は学習に役立つと思った」という項目に肯定的に回答した中学生は

70％、高校生は76％という結果となり、読んだ内容を主体的に相手に伝える再話活動の有用性

を実感していることが明らかになった。 

さらに、「ペアでの再話活動において

は、相手の考え方や使っている表現が参

考になった」という項目に肯定的に回答

した中学生は70％、高校生は84％という

結果となった。生徒の感想からは、「相

手が使っている表現に感動した」などの

声が聞かれ、他者との関わり合いの中で

様々な表現形式に意識が向けられてい

ることが分かった。つまり、生徒同士が

互いの再話を聞き、比較するプロセスを

通して、本文を一読するだけでは気付か

なかった細部の表現にも焦点を当てる

ことが可能となったといえる。このよう

 

モデルとなる再話 

There are two things to bear in mind to keep the 

world fisheries in a sustainable way.  First, we need to 

make the seafood crisis more visible to consumers.  A 

labeling system for seafood is a promising example.  

              (以下省略) 

Task 5: 音読用チャンクリスト 
Task 6: 再話内容を整理 

モデル再話を想定し、キーワードを

ワークシートに反映させる 

図 13 再話へつなげる「Reading ワークシート」の工夫 

①本文からチャンクを抜き出し、音読練習をする ②写真やキーワードをもとにペアで再話する 

図 14 再話活動に対する生徒の意識 

ペアでの再話活動においては、相手の考え方や使っている

表現が参考になった 

教科書で読んだ内容を、写真やキーワードを使ってペアで

話す活動は学習に役立つと思った 

中学校 

高等学校 

中学校 

高等学校 

 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％、回答総数：中学校 90、高等学校 115） 

18 

18 

52 

58 

27 

21 

3 

3 

15 

25 

55 

59 

28 

12 4 

2 
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に、再話活動は、生徒が読んで理解した内容や表現を最大限活用し、自分の言葉で伝えようと

する態度を育成するアウトプット活動として効果的であったことが分かった。 

イ 再話活動から要約文の作成へ 

ペアでの再話活動を行

った後、教科書を閉じた

状態で、要約文を書くと

いうタスクを設定した。

生徒は、９ページの図13

に示した Task６のキー

ワードを参考に、教科書

の内容を関連付けなが

ら要約文を作成するこ

とができた。図15に示す

生徒の要約文からは、

「First…」「Second…」

のような、順序立てて述

べるときの表現が使われており、導入や結論

を意識したまとまりのある文章となってい

ることが分かる。このように、要約文を書く

ことによって再話内容が整理され、論理的な

表現を使った、より正確なアウトプットへと

つながったことが分かった。また、授業者か

らは、「書いたものを分析すると、口頭では

目立たなかった誤りがあることが分かり、生

徒にフィードバックをする上で有効であっ

た」との声が聞かれた。再話活動や要約文の

作成についての生徒の感想を図16に示す。感

想に見られるように、再話活動や要約文の作

成を通して、生徒は学習内容に対する理解を

深めたとともに、自分の言葉で題材内容を表

現することに達成感を持ったことが分かった。 

 

３ 「タスク型リーディング授業」の成果 

(１) 学習意欲の高まり －アンケート調査や授業者の感想から－ 

実証授業を終えた後に、中学校第２学年90名、高等学校第２学年115名を対象に、「タスク型リ

ーディング授業」が生徒の学習意欲向上に有効であったかを検証するために、アンケート調査を

行った。「『Reading ワークシート』を活用して読解を進めることで、授業中に英語を使う場面

が増えた」という項目に肯定的に答えた生徒が、中学校では60％、高等学校では74％となった。

生徒の自由記述には、「何も分からないまま一文ずつ訳していくより、全体の流れがよく分かり、

本文を読み進めやすくなった」など、内容を予測しながら読みを進めることで、生徒は効率よく

トップダウン処理を進めていたことが分かった。また、「新しいスタイルの授業だったので大変

だったが、自分の思っていることを英語で話す機会が増えて、英語が少しずつ身に付いていると

感じた」など、表現活動を通して自分の英語力の高まりを実感した回答が見られた。さらに、「画

面を見ながら楽しく音読でき、言葉を学んでいる感じがした」「今まで英語の授業で感じたこと

 写真やキーワードなどで大事なポイントが示さ

れているので、英文だけの状態から要約するより

はやりやすいと思った。(高) 

 何も見ないで本文の内容を書くのは難しかった

けど、本文の内容を覚えられてよかった。(中) 

 この活動をすると、家に帰ってからも、その日の

授業を覚えていられるようになり、復習もしやす

かった。(高) 

 要約をするためには、本文の内容や単語の意味を

分かっていないとできないので、理解力が高まっ

たと思います。(高) 

 語彙や文法を身に付けておくことの大切さを痛

感した。(高) 

 ペアでやるので、読めない単語などを教えてもら

えてよかった。(中) 

図 16 再話活動や要約文の作成に対する生徒の感想 

(一部抜粋) 

図 15 論理的な表現を意識した生徒の要約文例(高) (一部抜粋) 

文章全体の要点を示す「導入」部分 

自分の主張をまとめた「結論」部分 

順序を示す表現 

 



情報教育に関する研究Ⅲ 

- 11 - 

 

のない気持ちや意欲、刺激があった」など、

自己表現する喜びや学習意欲の高まりを

実感したものも多く見られた。 

また、図17に示した授業者の感想からも、

「タスク型リーディング授業」の試みが、

生徒の「英語を用いて～ができるようにな

った＝(CAN-DO)」という達成感を促し、

英語に対するさらなる学習意欲の向上に

つながったことが分かった。 

 

(２) 表現力の高まり －記述式テストの結果から－ 

タスクや音読用 ICT教材を活用した指導

が、生徒の表現力の向上に有効であるかを

検証するために、実証授業の後に、高等学

校第２学年115名を対象に、記述式テスト

を実施した。 

検証にあたっては、教科書の内容に関連

した英文を聞き、50語以上の要約文を完成

させる問題と、水産資源減少の危機に対す

る解決策を50語以上で述べる問題の２種

類を提示した。どちらの問題においても９

割以上の生徒が50語以上で要約文や意見

文を書いていた。また、ほとんどの生徒は、

教科書で学習した表現を積極的に活用し

ながら、要約文や意見文を書いていること

が分かった。 

図18に示すように、理由を列挙するため

の表現(There are two reasons for…, I have 

two things to…, First…, Second…,)や、接続

詞やつながりを示す表現(For these reasons, 

so,As a result)などを効果的に使いながら

まとまりのある文章が書けていることが

分かる。図18の英文には、誤りを含んだ箇

所があるものの、全体として「導入→展開

→結論」の流れを意識した論理的な文章に

なっていることから、生徒は、表現活動を

通して、相手にとって分かりやすい英文で

表現できるようになったことが分かる。さ

らに、辞書で調べた単語(cultivate)が登場

するなど、自己表現のために知識を活用し、

積極的に自分の意見を表現する姿勢が感じられるものも多く見られた。表現活動につなげるタス

クや音読活動の実践が、生徒の意欲を喚起し、英語を通じて自分の考えを工夫しながら伝える能

力の向上に効果があったことが明らかになった。 

 

 ICT 教材の活用によって、音読する楽しさを生徒は感じ

ていたようだ。また、多くの生徒が、読んだ内容を、教

科書を見ないで話せるようになった。(中) 

 教員が英語で授業を進め、生徒が大量の英語に触れる授

業を重ねることで、生徒の「英語が使えるようになりた

い」という思いはさらに強まった。英語が苦手な生徒も

何とか取り組もうとしている様子が見られ、この取組に

おける生徒の変化は顕著であった。(高) 

図 17 「タスク型リーディング授業」実施後の授業者の感想 

図 18 論理の展開が明確な要約文と意見文 

〔水産資源減少についての要約文〕 

Today about 80 tons of seafood are 

catched every year and about 53% of 

ocean’s seafood were exploited.  There are 

two reasons for it. 

First, Many people in the world began to 

eat raw fish as sushi and sashimi because it 

is a safer protein than beaf.  Second, rich 

countries like China and USA demand more 

expensive fish like tuna. 

For these reasons, we have few fish in 

oceans now.  We should think about what 

we can do to solve this serious problem. 

(生徒が書いた原文のまま記載) 

導入 
Intro- 

duction 

展開 
Body 

結論 
Conclu-

sion 

具
体
的
な 

理
由
の
列
挙 

つ
な
が
り
を

示
す
表
現 

 

〔水産資源減少に対する意見文〕 

In my opinion, I have two things to bear 

in mind.   

First, I think that we should cultivate a lot 

of fish and shellfish by ourselves.  We are 

catching a lot of fish and shellfish, so we 

should cultivate as much as we can. 

Second, we should actively clean the 

sea.  Cleaning the sea is creating fish’s 

home.  As a result, fish and shellfish grow.  

The seafood crisis problem will solve in 

the future. 

(生徒が書いた原文のまま記載) 

結論
Conclu-

sion 

 

展開
Body 

導入
Intro- 

duction 

具
体
的
な
解
決
策

の
列
挙 

つ
な
が
り
を

示
す
表
現 

辞
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で
調
べ
た

単
語 
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Ⅶ 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) 「タスク型リーディング授業」を実践し、理解から表現へつなげる指導の工夫を行うことが、

英語を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、情報や考えを適切に伝える能

力を育成するための有効な手立てとなった。 

(２) ICT 教材を活用した音読活動は、生徒の学習意欲を高めるとともに、文字と音声の一体化や表

現の定着を促す活動として効果的であった。 

 

２ 今後の課題  

(１) 「タスク型リーディング授業」を実践する際の予習・復習のタイミングや、読んだ内容を表現

する力を測る評価の在り方について探る必要がある。 

(２) 「CAN-DO リスト」と年間指導計画を連動させ、「タスク型リーディング授業」をどのように

位置づけるかについて、研究を進める必要がある。 

(３) 生徒一人ひとりのペースに応じた読みを促すような ICT 教材を開発し、そのような教材を効果

的に活用した指導の在り方について探る必要がある。 
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