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藤 岡 香 織 

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説外国語編・英語編では、外国語で

コミュニケーションを図る資質・能力を育成するための言語活動を一層充実さ

せることが示されている。本研究では、インプット(聞くこと、読むこと)とア

ウトプット(話すこと、書くこと)が往還する言語活動の充実をねらい、生徒が

インプットの必要性に気付くために、タブレット端末の活用と「Do(どう)!やっ

た?!シート」による生徒同士の相互評価を取り入れた単元を構想し実践した。 

その結果、主体的に考えを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・能力の育成を目指す高等学校外国語科の授業づくりができた。 



 

平成 30 年度(2018 年度) 外国語科教育に関する研究 研究概要図 
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外国語科教育に関する研究 

 

主体的に考えを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・能力の育成を目指す高等学校外国語科の授業づくり 

－インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

平成28年12月、中央教育審議会により示された「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」(以下、中教審答申(平成28年12月)とい

う。)において、現行の学習指導要領は、外国語活動および外国語科について、「『聞くこと』『読むこ

と』『話すこと』『書くこと』などを総合的に育成することをねらいとして改訂され、様々な取組を通

じて充実が図られてきた」１）と述べられている。一方、高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説外国

語編・英語編(以下、学習指導要領解説という。)では、高等学校の授業においては「外国語によるコミ

ュニケーション能力の育成を意識した取組、特に『話すこと』及び『書くこと』などの言語活動が適切

に行われていないこと」２）や「『やり取り』や『即興性』を意識した言語活動が十分ではないこと」２）、

さらに、「読んだことについて意見を述べ合うなど複数の領域を統合した言語活動が適切に行われてい

ないこと」２）が課題として述べられている。 

これらの現状を踏まえ、学習指導要領解説では、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと[やり取り]」、

「話すこと[発表]」、「書くこと」の五つの領域を総合的に扱うことを一層重視する「英語コミュニケ

ーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」と、話すことと書くことによる生徒の発信力の育成を強化する「論理・表現Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ」を新設し、外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を育成するための言語活動を充実さ

せることが明示されている。また、「他者と協働する力を育成するため、(中略)学習形態について適宜

工夫すること」２）も記されている。 

本県においても、平成30年度学校教育の指針の新学習指導要領を見据えた外国語教育の推進で、理解

したことを活用して適切に表現したり伝え合ったりする等、発信力の強化に向けた言語活動の高度化が

求められている。 

 そこで、本研究では、タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」による生徒同士の相互評

価を取り入れ、インプット(聞くこと、読むこと)とアウトプット(話すこと、書くこと)が往還する言語

活動の充実を通して、主体的に考えを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

力の育成を目指す高等学校外国語科の授業づくりを行いたいと考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実を通して、主体的に考えを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・能力の育成を目指す高等学校外国語科の授業づくりを追究す

る。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

  

インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実を図るために、タブレット端末の活用と「Do(ど

う)!やった?!シート」による生徒同士の相互評価を行うアウトプット活動を単元の中に取り入れ、アウ
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トプット活動からインプットへ向かう必要性を生徒が感じて、次なるアウトプットでの学びや変容を自

覚することにつなげるようにする。そのことで、主体的に考えを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・能力の育成を目指す高等学校外国語科の授業づくりができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 考えを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姿 

  中教審答申(平成28年12月)において、「高等学校卒業段階で求められる『外国語を通じて、情報や

考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることができる力』」１）に言及する際、国際的な基準

であるCEFRi）を指標としている。また、本県における平成30年度学校教育の指針では、「CAN－DO

リスト」の活用にふれている。これらのことより、CEFRと滋賀県モデル「CAN－DOリスト」を参考

に、本研究における、考えを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姿を表１のよう

に捉える。そして、これを基に各研究協力校の「CAN－DOリスト」と対応させて、各研究協力校の生

徒の実態に応じた考えを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姿を設定する。 

 

話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと 

 身近な事柄や興味・関心

のある話題、情報に関して、

既習の表現等を用いて、相

手を意識したやり取りをす

ることができる 

身近な事柄や興味・関心のある

話題、情報に関して、情報や自分

の考えおよび意見等を、既習の表

現等を用いて、人前で自分の言葉

で述べることができる 

身近な事柄や興味・関心のある

話題、情報に関して、既習の表現

等を用いて、理由や根拠を基に自

分の考えや意見等をまとまりの

ある文章で書くことができる 

 

２ インプットとアウトプットの往還を促す授業づくり 

(１) 学びへ向かう力を生み出す単元の導入の工夫－インプットとアウトプットの往還を促す原動力－ 

インプットとアウトプットが往還する言語活動の

充実に向けて、各研究協力校で作成されている

「CAN－DOリスト」と対応させた生徒の実態に応

じた授業を構想する。まず、単元の導入では、生徒

がこれまでの学びや経験と単元の学習内容とを関連

付けることをねらい、指導者と生徒が教科書等に掲

載されている写真や単元のタイトルに関する英語ii）

によるやり取りを行う。次に、生徒が指導者とのや

り取りにおいて抱いた疑問等が具体的な形で明らか

になることをねらい、単元の内容に関する英語によ

るやり取りが行われている動画を、停止や再生が可能なタブレット端末で視聴する。そして、生徒

が学習の見通しをもつことをねらい、指導者が本時の目標のみならず単元目標や単元で行うアウト

プット活動を明示し、さらにモデルも示す。 

このような単元の導入の工夫により、学びへ向かう力が生まれ、その力がインプットとアウトプ

ットの往還を促す原動力となると考える(図１)。 

                             
i） Common European Framework of Reference for Languages: Learning、 teaching、assessment 外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッ

パ言語共通参照枠。 
ii）本研究では、外国語科の中のコミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱを対象としているため、以下、英語という。 

表１ 考えを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姿 

図１ 言語活動の充実に向けて 
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(２) 気付きを促すアウトプット活動－インプットへ向かう推進力－  

ア 生徒同士の相互評価 

学習指導要領解説では、「生徒が発話する機会を増やすとともに、他者と協働する力を育成す

るため、ペア・ワーク、グループ・ワークなどの学習形態について適宜工夫すること」２）と示さ

られている。 

    英語のみならず母語においても、言語習得では豊富なインプットが前提となる。英語を学習す

るにあたり、インプットにより蓄積した知識や技能を使ってアウトプットする際、自分が表現し

たい英語が分からなかったり、即興で表現できなかったりすると、自分の知識や技能、あるいは

経験等が十分ではないということに気付くだろう。また、アウトプットして聞き手や読み手に自

分の英語による意見や考え等がうまく伝わらないと、自分の英語の表現には何らかの問題がある

のではないかということにも気付くだろう。さらに、自分の英語の表現を客観視することによっ

て、自分の英語の表現に対する新たな気付きも得るだろう。このような気付きにより、インプッ

トの必要性を感じて、主体的にインプットへ向かうことができると考える。 

さらに、学習指導要領解説の中で、「外国語教育における学習過程としては、(中略)言語面・

内容面で自ら学習のまとめと振り返りを行うといった流れの中で、学んだことの意味付けを行っ

たり、既得の知識や経験と、新たに得られた知識を言語活動で活用したりすることで、『思考力、

判断力、表現力等』を高めていくことが大切になる」２）と述べられている。 

    そこで、ペアでやり取りを行ったり即興で表現したりしながら教科書の内容を確認するアウト

プット活動や、教科書の内容で理解したことを基に生徒それぞれの考えを表現するアウトプット

活動において、生徒同士の相互評価を取り入れる。このことにより、生徒は気付きを得てインプ

ットへ向かい、知識や経験を言語活動において活用することで、思考力、判断力、表現力等が高

まることが期待できる。 

イ タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」 

アウトプット活動では、動画の撮

影と視聴が可能なタブレット端末

と、それに基づき生徒同士の相互評

価が可能な「Do(どう)!やった?!シ

ート」(図２)を活用する。 

手順は、アウトプット活動をタブ

レット端末で撮影し、それをペアで

視聴する。そして、互いのアウトプ

ットがどのようなものであったか、  

「Do(どう)!やった?!シート」を活

用して相互評価を行う。最後に、相

互評価を基に、自ら学習のまとめと

振り返りを行う。 

「Do(どう)!やった?!シート」の

主たる三つの目的とそれを達成す

るために施す工夫を次に示す。 

一つ目の目的は、撮影した動画を

何度も視聴して単語や語彙、文法、

文等、ペアの相手の英語の表現に着

目的２ 
自分の英語の表現がどのように伝わって
いたのかを知ることで気付きの質を高める

目的３ 
学びや変容を自覚する 

ことで、思考力、判断力、
表現力等を高める 

目的１ 
ペアの相手の英語の表現に着目することで、 
新たなインプットを増やして、表現力を高める

図２ 相互評価において活用する「Do(どう)!やった?!シート」例

工夫１

工夫２

工夫３
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目することで、新たなインプットを増やして英語による表現力を高めることである。そのために、

ペアの相手の英語の表現で参考になったもの等を書く欄「I love your good expressions.」を設ける。 

二つ目は、聞き手や読み手であるペアの相手に自分の英語の表現がどのように伝わっていたの

かを知ることで、気付きの質を高めることである。そのために、ペアの相手が意見や感想等を書

く欄「Do!やった?!Comments」を設ける。 

三つ目は、生徒が学びや変容を自覚し新たな気付きを得ることで、思考力、判断力、表現力等

を高めることである。そのために、学習のまとめと振り返りを書く欄「Reflections on your activity」

(以下、リフレクションという。)を設ける。 

このように、アウトプットの客観視を可能にするタブレット端末の活用とそれに基づく相互評

価の積み重ねにより、他者と協働する力を育成するとともに、より質の高い気付きを得て次なる

インプットの必要性を感じて主体的にインプットに取り組むことができ、インプットとアウトプ

ットの往還が促進されると考える。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

高等学校第１・２学年を対象として、研究協力校Ａ・Ｂ２校と連携して研究を進める。 

１ 研究の方法 

(１) 主体的に考えを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・能力の育成を目指

す、インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実した高等学校外国語科(英語)の授業を構

想する。そこでは、学びへ向かう力を生み出す単元の導入を工夫するとともに、「やり取り」や「即

興性」を意識したり、複数の領域を統合したりするアウトプット活動を取り入れる。アウトプット

活動においては、作成した「Do(どう)!やった?!シート」とタブレット端末の活用により、生徒同士

の相互評価を行い、新たなインプットの必要性を生み出す。 

(２) 構想した授業について、実証授業を実施する。 

(３) 実証授業の事前・事後で、生徒への質問紙調査と、生徒対象のスピーキング・ライティングテス

トを行い、取組の成果を検証する。 

(４) 単元指導計画、生徒同士の相互評価において使用する「Do(どう)!やった?!シート」を公開する。 

 

２ 研究の経過 

４月 
 

５月 
 

 
６月～７月 

８月 
９月～10月 

研究構想、研究推進計画の立案 
専門・研究委員および研究協力校への委嘱 
研究協力校生徒への質問紙調査とスピーキン
グ・ライティングテスト 
第１回専門・研究委員会 
研究協力校での実証授業Ⅰ 
第２回専門・研究委員会 
研究協力校での実証授業Ⅱ 

10月 
10月～11月

 
 

11月～12月
１月 
２月 
３月 

第３回専門・研究委員会 
取組後の研究協力校生徒への質問紙
調査とスピーキング・ライティングテ
スト 
研究論文原稿執筆 
研究発表準備 
研究発表大会 
研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 事前質問紙調査からみた生徒の英語学習に関する実態 

(１) 調査概要 

   ５月に本研究の対象となる研究協力校Ａ・Ｂ２校に在学する第１学年(120人)、第２学年(119人)

に、英語の学習に関する意識についての事前質問紙調査を実施し、生徒の実態を把握した。 
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(２) 英語の学習に関する生徒の意識 

図３は、研究協力校における事前質問紙調査の結果である。 

表現したり伝え合った

りする発信技能である

「話すこと」と「書くこ

と」が「得意だ」という項

目に肯定的な回答(「当て

はまる」「どちらかといえ

ば、当てはまる」を合わせ

る)をした生徒は、それぞ

れ17％、24％であった。ま

た、「英語で考えを表現し

たり伝え合ったりするこ

とに慣れている」という

項目において、肯定的な回答をした生徒は15％であった。これらのことから、「話すこと」と「書

くこと」のアウトプット活動とペア・ワークを促す生徒同士の相互評価を積み重ね、発信力を強化

する必要があると考えた。 

また、「単元(レッスン)ごとに目標をもち、その目標を達成できたかどうかを振り返っている」

という項目は、学習指導要領解説の授業改善を進める観点の一つとして、「主体的に学習に取り組

めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自覚できる

場面」２）を設定することに言及したことを受けてのものである。この項目において、肯定的な回答

をした生徒は23％という結果であった。そのため、学びや変容を自覚できる活動場面を設定する必

要もあると考えた。 

さらに、「英語を読んだり聞いたりする際、知らない語の意味を推測したり背景となる知識を活

用したりする等して理解するようにしている」の項目に肯定的な回答をした生徒は76％であった。

このことより、授業の導入において、生徒がこれまでの学びや経験と単元の内容とを関連付けるた

めに、指導者と生徒とがやり取りを行ったり単元の内容に関するやり取りの動画を視聴したりする

ような手立ては、生徒の理解を促すために有効であり、本研究においても必要であると考えた。 

一方、「英語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つ」という項目において、

88％の生徒が肯定的な回答をしていたことから、高校生の多くが英語を習得することの必要性を感

じていることが明らかになった。 

以上の結果を踏まえ、段階的なアウトプット活動を単元の中に取り入れる。このアウトプット活

動では、生徒自身が気付きを得て新たなインプットに向かい、インプットとアウトプットの往還が

促進されることをねらいとして、タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」による、生

徒同士の相互評価を行うことにした。また、単元の導入では、これまでの学びや経験と今後の学び

を関連付けながらアウトプットに向けて学習の見通しをもつことで、学びへ向かう力を生み出すこ

とができる工夫をすることとした。 

 

２ 主体的に考えを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力を高める単元指導計画 

  １週間の英語の授業は、Ａ校が３単位、Ｂ校は４単位である。各研究協力校の年間指導計画と「CAN

－DOリスト」とを対応させ、生徒が学びに向かい、インプットしたものをアウトプットにつなげる単

元指導計画を作成した。それぞれの単元指導計画を、６ページの図４、図５に示す。 

図３ 研究協力校における事前質問紙調査の結果 
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３ 実証授業の実際 

タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」により、生徒同士の相互評価を行うアウト

プット活動を取り入れた授業について、生徒の学びの姿からその有効性を次に述べる。 

図４ ８時間で単元構成をしたＡ校の単元指導計画 

図５ 11時間で単元構成をしたＢ校の単元指導計画 
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(１) 学びへ向かう力を生み出す単元の導入の工夫－インプットとアウトプットの往還を促す原動力－ 

第１時では、学びへ向かう力を生み出す単元の導入を目指し、生徒がこれまでの学びや経験を想

起するやり取りを行うことから始めた。次に、タブレット端末を活用し、単元の内容に関するやり

取りの動画を視聴した。この動画は、当センターの研究員２名のやり取りからなる３分程度の動画

である。本単元の内容が生徒にとって身近なものであると捉え、生徒が興味や関心を抱くことがで

きるとともに、やり取りのモデルの提示となることもねらった。作成にあたり、次の二つのことを

意識した。一つ目は、生徒の実生活や経験から単元の内容に迫るとともに、教科書の本文を読みた

くなるような問いを発する台本にすることである。二つ目は、動画中の英語によるやり取りの理解

を助けるために、視覚教材(ここでは地球儀や絵)を用いたり、発話と発話の間隔を長くして生徒に

言語処理の時間を与えたり、本単元での新出単語を既習の表現で言い換えたりすることである。 

実際に動画を視聴する場面では、タブレット端末に耳を近づけて

正確に英語を聞き取ろうとする姿や、聞き取れなかった部分を何度

も再生する姿、理解できた箇所を友達と共有し、それらを合わせて

協働して理解しようと努める姿等が見られた(図６)。このように、

タブレット端末を活用することは、手元で視聴したい箇所を何度で

も視聴できるというよい点がある。その後、指導者が単元目標や単

元で行うアウトプット活動を明示し、具体的なアウトプット活動の

モデルも示した(図７)。このような単元の導入の工夫により、単元

目標や単元で行うアウトプット活動について友達と確認し合う姿

や、教科書の本文に書かれている内容を確認する姿、また、それら

を行う授業がいつになるのかを確認する姿等が見られ、生徒は学習

の見通しをもち、主体的な学びへ向かうことができた。 

 

(２) 気付きを促すアウトプット活動－インプットへ向かう推進力－ 

単元前半では、教科書本文の内容理解を深めるため、ペア

で内容について質問を作ったりそれに答えたりするやり取り

(以下、Q&Aという。)や、キーワードをヒントに教科書の内

容を自分の言葉で再生するリテリングを取り入れた。 

Q&Aでは、４人のグループになり、片方のペアのQ&Aをも

う片方のペアの一人がタブレット端末で撮

影した(図８)。リフレクションには、アウト

プット活動から気付きを得て、インプットの

必要性を実感している記述(図９)が多くあ

った。また、客観視による気付きがうかがえ

る記述(図10)もあった。 

リテリングでは、ペアになり、片方の生徒

が板書されたキーワードを見ながらリテリ

ングし、もう片方の生徒はタブレット端末で

撮影を行った(p.8の図11)。自分のリテリングの発表が終わるとすぐに教科書を開いて内容を確認

する姿や、ペアの相手に自分が使えなかったキーワードはどのように使うべきであったのかを尋ね

る姿が見られた。次に、自分たちの動画を再生して、視聴しながら「Do(どう)!やった?!シート」を

用いて相互評価を行った(p.8の図12)。リフレクションには、知識や技能が十分であると思っていて

図９ Ｑ＆Ａでインプットの必要性を実感している記述

図10 客観視による気付きがうかがえる記述

図８ 互いを撮影する姿(囲みは筆者)

 

図６ 協働して理解に努める姿

図７ 単元目標やアウトプット活
  動およびモデルの提示
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も、実際に表現してみると知識や技能が不十分であることに気付い

たものや、それを克服するためにはインプットが必要であると実感

しているもの(図13)が多くあった。ペアの相手へのコメントでは

「一部の単語の発音を改善するととてもよくなると思う」のよう

に、タブレット端末で撮影した動画を基に、よりよくなるようにア

ドバイスをしているものが多く見られた。また、リフレクションに

は、「すごく自信なさそうに話している」のように、客観視による

自分の英語の表現に対する記述等があった。さらに、「全部の単語

［リテリングで用いるキーワード］を使って上手にまとめる力がな

いのでその力を付けたい(［ ］内は筆者)」「分からない単語の発

音があったので、次に読むときは読めるようにしたい」等、自分の

課題を見いだして学習に向かおうとする記述も多く見られた。 

また、「自分では気付かなかったことを指摘

してもらえた」「友達の英語の表現の仕方を参

考にして、自分の英語の表現の仕方を考えられ

る」等の記述からうかがえるように、活動を通

して協働して学ぶ姿(図14)も見られた。 

これらのことから、アウトプット活動におい

て相互評価を行うことにより、生徒は自分の知

識や技能あるいは経験等が十分ではないということに気付くとともに、自

分の英語の表現がどのように伝わっていたかを知ることができた。さら

に、タブレット端末の活用で自分の英語の表現に対する新たな気付きも可

能となった。生徒同士の相互評価は、生徒がインプットの必要性を感じる

有効な手立てであったといえる。 

  

(３) インプットとアウトプットの往還による効果 

インプットとアウトプットの往還を進める中で、授業でのア

ウトプット活動を行う直前まで教科書やノートに食い入るよ

うに内容を確認したり(図15)、既習事項の内容について友達と

確認し合ったりする姿が見られるようになってきた。単元前半

では、生徒たちはタブレット端末での撮影に慣れていないこと

もあり、下を向いたまま話していたり、ジェスチャーを伴うこ

となく表現したりしていた。しかし、活動を積み重ねることで、で

きるだけ相手に伝わるように顔を上げてアイコンタクトを意識し

て話したり、ジェスチャーを伴って話したりするように変わってき

た。当初は、発話できなくなるとすぐに「終わり」とあきらめてい

た生徒も、「ちょっと待って」と、自分の知識の中から言葉を探り

出して表現しようとする姿や、ペアの相手の質問が聞き取れなけれ

ば「One more, please.」と、日本語に頼らずに英語でやり取りを続け

ようとする姿(図16)も見られるようになった。また、活動が終わるとすぐに自分のアウトプットを

タブレット端末で確認する姿も見られるようになった。リフレクションには、「しっかり復習して

きたので、今回はキーワードを見たら内容を思い出して自分の言葉で言えた」とインプットの必要

図13  リテリングでインプットの必要性を実感している
記述 

図16 英語でやり取りを続けよう
     とする姿(囲みは筆者) 

One more, please.

図12 タブレット端末を視聴して
相互評価をする姿 

図14 協働して学ぶ姿

 

図11 リテリングを撮影する姿

図15 直前までインプットに取り組む姿
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性を感じてインプットに取り組み、その成果をアウトプット活動で生かせたことがうかがえる記述

や、学びの変容を自覚している記述(図17)も見

られるようになってきた。また、「ジェスチャ

ーを入れてみたい」「もっと単語を覚えて自分

の表現で伝えられるようになりたい」と、主体

的に伝えようとする意欲の高まりがうかがえ

る記述もあった。 

ペアの相手へのコメントでは「過去形、現在

形をうまく使い分けていました」や、リフレクションでは「Did等で

始まる質問が多かったのでWhat、Who等の質問ができるようになり

たい」「日本語で理解するのではなく英語のまま理解する必要がある

と思った」等、教科の内容に迫る記述が多く見られるようになってき

た。また、｢たまに動詞が抜けていたり、時制や人称がおかしくなっ

ているので直したい｣という記述は、客観視を可能にするタブレット

端末を活用した効用である。｢前回よりもお互いよい質問ができた｣

「文を作るのが早くなってきたのでよかった」等、活動を積み重ねる

ことの効果を感じている記述も多く見られた。図18は、生徒Ａのリフ

レクションの記述を、単元前半から単元のまとめまで並べて比較し

たものである。初回のアウトプット活動でインプットの必要性を感

じて学びに向かい、単元のまとめでは自己の変容を認識している。 

また、指導者が授業を行う中で、生徒の姿を基に授業の進め方を改善した点もあげられる。アウ

トプットするために生徒が準備をする時間を設けると、生徒は英文を書き、それを原稿としてその

まま読んでしまうために、即興でのやり取りにならない生徒の姿が見られた。そのため、より即興

でのやり取りができることをねらい、単語や語彙のみのメモを取ったり、頭の中で考えることにと

どめたりするようにと指示を変更した。これは、「生徒が取り組んでいる姿を見て、改めて生徒の

潜在能力を感じたので、生徒の力を引き出して伸ばしていきたい」という指導者の意図を反映した

ことによるものである。この改善により、生徒は、発表の前に自分が伝えたいことを原稿として作

成し、発表ではそれを読むということから脱却し、自分の伝えたいことを即興で表現できるように

成長した。 

このように、自己の課題に気付き、インプットの必要性を感じて学習に向かい、次なるアウトプ

ットで学びや変容を自覚するとともに、新たな課題を克服するためにさらなるインプットに向かう

という、インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実を通して、生徒が主体的に考えを表

現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る力が一層高まることが検証できた。 

 

(４) 主体的に考えを表現したり伝え合ったりするために－より高次の往還へ－ 

ここでは、インプットとアウトプットが往還する言語活動の充実により、教科書の内容に関して

即興で表現ややり取りができるようになってきた生徒たちが、教科書で理解したことを基に、主体

的に考えを即興で表現するという、次の段階で得た気付きや学びと変容の自覚について述べる。 

生徒Ｂは、単元前半では図19の記述をしていた。単元を通して相互評価を行い、インプットから

次なるアウトプットで学びや変容を自覚する

ことを積み重ね、単元のまとめでは、「Do(ど

う)!やった?!シート」を用いて「話すこと」と

図17 学びの変容を自覚している記述 

図18  生徒Ａの変容 

単元前半のリフレクション 

単元のまとめのリフレクション

インプットとアウトプットの 
往還の過程のリフレクション 

図19 生徒Ｂの単元前半の記述 
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「書くこと」の活動と相互評価を行った。ここでは、

即興でのやり取りを促すために、生徒は単語や語彙

のみのメモを取り(図20)、それを基にペアでやり取

りを行い、次にやり取りした内容を書くことで表現

した(図21)。生徒Ｂは、この単元のまとめで、「This 

class was really exciting!」(図22)と記述していた。 

他にも、｢話すこと｣において「言いたいことが英語

にできた」や、｢書くこと｣において｢自分の意見を文

章にしっかり表すことができた｣等の記述が見られ

た。これらのことから、自分の言葉で述べたり、まと

まりのある文章を書いたりできるようになってきて

いると、学びや変容を自覚している生徒が増えてき

たといえる。また、｢考えを深めることができた｣とい

う記述も見られ、活動を通して思考力の高まり

が感じられた。さらに、｢日本語では言えても、

英語で自分の考えを伝えるのは難しかった。単

語力が必要だと実感した｣「簡単な表現しか使え

なかった。もう少しいろいろな文法や単語を使

えるようになりたい｣等、自分の考えを伝えるた

めには既習事項の定着と新たなインプットが必

要であると実感している記述も多く見られた。

これらのことから、はじめは単にインプットが

必要であるということにとどまっていた気付きが、単元のまとめ

では気付きの内容が具体的となり、今後もより高次のインプット

とアウトプットの往還が継続していくことが期待できた。  

タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」による相互評価を行うアウトプット活動

を段階的に取り入れたことで、生徒はインプットの必要性を感じて主体的にインプットへ向かった。

そして、インプットの成果による学びや変容をアウトプット活動と相互評価により自覚するととも

に、次なる課題を見いだし、再びインプットへ向かうことができた。このように、インプットとア

ウトプットが往還する言語活動の充実を通して、生徒は主体的に考えを表現したり伝え合ったりす

ることができるようになってきた。また、自分の考えをまとまりのある英語で表現できるようにな

った達成感を得るとともに、英語によるやり取りを楽しいと感じる生徒の姿も見られた。単元のま

とめのアウトプット活動では、８割近くの生徒が楽しんでいた(図23)という結果からも、学びや変

容の自覚が英語によるコミュニケーションを楽し

むことにつながり、主体的に次なる学びへと向か

うことにつながるといえる。 

 

４ 実証授業後の変容 

(１) 英語表現力の変容 

   本研究の取組が主題に迫るものとして有効であることを検証するために、研究協力校の生徒を対

象に、実証授業の事前と事後において、スピーキングテストとライティングテストを実施した。ス

ピーキングテストは、「You will go out this weekend. I would like you to decide where to go and plan what 

図21 単元のまとめの「書くこと」で活用した生徒Ｂの
「Do(どう)!やった?!シート」の一部 

やり取りしたことを基に、書いて表現

図22 生徒Ｂの単元のまとめの記述

33 43 15 36
Very good Good So‐so Not good 無記入

(数字は％ 回答総数227)

単元の

まとめ

図23 Did you enjoy today’s lesson? の回答 

やり取りを行うために 
単語や語彙のみのメモを取る

図20 単元のまとめの「話すこと」で活用した生徒
Ｂの「Do(どう)!やった?!シート」の一部 

やり取りを行うモデルを提示
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to do on that day.」のように、設定した状況について二人でやり取りを行

うこととした。事前テストも事後テストも、準備の時間を５分間設定し、

同じペアで行った。検証にあたっては、やり取りの数とそのやり取りの

中で使用された文の数の２点を数えることとした。このテスト結果で

は、両校において、２点とも事後テストで数の増加が見られた(図24)。

事前テストでは、準備の時間に書いた英文を読んでいるペアが多かった

が、事後テストでは、多くのペアが相手の発話を聞き、それに対する発

話を考えながら自分の言葉を探り出してやり取りしようとしていた。あ

るペアは、事前テストではやり取りがつながりにくか

ったが、事後テストではアイコンタクトし、図25のよう

なやり取りを行い、週末の予定を決定していく姿が見

られた。ライティングテストは、設定したテーマについ

て自分の考えとそのように考える理由を英語で書くこ

ととした。分析は、文の総数、語の総数、重複している

単語は１語と数える場合の語の総数i）の３点を

数えることとした。このテスト結果では、両校

とも、３点全てにおいて事後テストで数の増加

が見られた(図26)。これらのことから、本研究

の取組は、主体的に考えを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

の育成に効果があることが分かった。 

 

(２) 生徒の意識の変容 

図27は、実証授業を終えての研究協力校における事後質問紙調査の結果である。いずれの項目に

おいても、８割近い生徒が肯定的な回答をした。また、

図28は、自由記述欄に生徒が記述した内容である。「自

分だけでなく他の人の考えであったり、表現の仕方だっ

たりを知ることができ、とても勉強になった」や「この

授業を通して話してみようという意欲につながった」等

の記述から、本研究に

おけるインプットとア

ウトプットが往還する

言語活動の充実を通し

て、主体的に英語で表

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・能力の

育成につながることが

分かった。 

                             
i）例えば、I want to work with foreign people. I like their ideas.であれば、I は１文目と２文目の両方で使用されており、重複しているの 

で、この場合は I を２語と数えずに１語と数える。 

図24 スピーキングテストに
おける変容 
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図27 事後質問紙調査の結果 
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図28 実証授業後の生徒の感想(原文のまま記載、下線は筆者)

気付き
・タブレットを使うことで、よいところや直すところを見つけることができる
・自分がしっかり発音できているかが確認でき、自分の苦手な発音に気付くことができた
・動画を撮ることで、自分の喋っているところが聞けるので、発音や声の大きさ等に注目しやすく、

「次はこうしよう」と次の授業に生かしやすかった

英語の表現に着目
・友達の英語の表現の仕方を参考にして自分の英語の表現の仕方を考えられる
・新しい表現方法や発音の仕方をより詳しく知ることができ、自分の知識を増やすことができた
・自分だけでなく他の人の考えであったり、表現の仕方だったりを知ることができ、とても勉強になった
・友達の英語の表現を聞いてそれを参考にして、自分の表現が少し豊かになった

主体的に学びへ向かう力
・この授業を通して話してみようという意欲につながった
・単元の内容の理解度がはっきりとして、何が分かって何が分からないかが明確になり、復習に役立った
・自分の表現を誉めてもらって頑張ろうと思える

学びと変容の自覚
・撮られることで緊張感ももちつつ自分の英語がどれ程なのかの確認にもなり、英語力の向上につながった
・単元の内容を深く理解できた
・前よりは英語を少し使えるようになった

図25 あるペアのやり取り(生徒の発言のまま)

図26 ライティングテストにおける変容 
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(３) 指導者の意識の変容 

   当初、読むことと聞くことを重点とする授業を行っていた指導者は、実証授業を終えて、「生徒

が生き生きとして、取組に変化が見られるようになった」と語った。実証授業において生徒の主体

的に学ぶ姿を目の当たりにしたことで、生徒の能力を引き出して伸ばしていくために、話すことと

書くことも関連させながら言語活動を充実させた授業にしていこうという意識に変容した。また、

指導者の「生徒が教科書を読み込んでいる姿が見られて、とても主体的に内容理解に努めていたの

で、今後もこの活動を取り入れていく」という言葉から、実証授業を通した本研究での授業づくり

の効果を実感し、今後の授業においても本研究での取組を継続していこうという姿勢がうかがえた。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) タブレット端末の活用と「Do(どう)!やった?!シート」による生徒同士の相互評価は、自己の課

題を見いだし新たなインプットへ向かう必要性を感じる効果的な手立てであった。 

(２) 単元の導入において、単元目標や単元で行うアウトプット活動のモデルを指導者が示したり、単

元の内容に関する英語によるやり取りの動画をタブレット端末で生徒が視聴したりすることにより、

生徒は学習の見通しをもち、学びへ向かう力が生まれ、インプットとアウトプットの往還が促進さ

れる原動力となった。 

(３) 「やり取り」や「即興性」を意識したり、複数の領域を統合したりするアウトプット活動を単元

の中に効果的に組み入れることは、生徒が学びや変容を自覚でき、主体的に考えを表現したり伝え

合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力の育成に資する手立てであった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 本研究で作成した「Do(どう)!やった?!シート」が、主体的に考えを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・能力の育成により一層役立てるよう、生徒の実態に応じて改善

し続ける必要がある。 

(２) 波及効果の観点からも、定期考査や生徒の学習過程の見取り等、指導と評価の一体化のあり方に

ついて検討し、新設される「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」や「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に

つなげていく必要がある。 
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