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生徒が英語学習において成長を実感できるよう、
指導と評価の一体化を図る
2022 年度から実施される新学習指導要領では、
「外国語」は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」
「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の科目構成となり、英語４技能を総合的に扱う言語活動を一層充実させ、
生徒の英語による発信力を高める指導がますます求められるようになる。
しかし、文部科学省の調査では、高校での英語の言語活動の実施率は５割程度にとどまっている。
そこで、言語活動の実施に向けた課題を整理するとともに、高校と共同で英語の指導と評価の実践研究を行う大学教員に、
課題に取り組む上で必要なことや指導のヒントを語ってもらった。

図１

小・中学校、高校

CEFR

（＊１）

B2

新学習指導要領における英語教育の内容

現状レベル
• 学年が上がるにつれて意欲に
課題
• 学校種間の接続が不十分

新たな外国語教育が目指すレベル
改善・充実

「何ができるようになるか」という観点から、国際基準（ＣＥＦＲ）を参考に、小・中・
高を通じた５つの領域（「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと（やり取り・発表）」
「書く
こと」別の目標を設定。

高校卒業レベルで
4000 ～
5000 語程度

B1

CEFR A2レベル相当以上の生徒
2016 年 36.4％→
2019 年 43.6％（目標 50％）

年間 140 単位時間（週４コマ程度）
中学校

中学校

A1

• 授業は外国語で行うことを基本とする（前回改訂よ
り）
。

高校で
1800 語程度

• 学習意欲、発信力に課題
• 言語活動が十分でない
年間 140 単位時間
（週４コマ程度）

中学校で
1200 語程度

• 読み書きに対する意欲
• 音声から文字への接続に
課題がある

• 具体的な課題を設定するなどして、学習した語彙、
表現などを実際に活用する言語活動を充実。

年間 70 単位時間（週２コマ程度）

小学校

小学校

活動型

•互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的
な活動を重視。

• 授業は外国語で行うことを基本とする。

CEFR A1レベル相当以上の生徒
2016 年 36.1％→
2019年 44.0％（目標 50％）
• 学習意欲、積極性の向上
• 言語活動が十分でない
年間 35 単位時間
（週１コマ程度）

•５領域を総合的に扱う科目群として「英語コミュニ
ケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を、発信力を高める科目群と
して「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を設定。

５・６年生［教科型］
• 段階的に「読むこと」
「書くこと」を加える。
• 指導の系統性を確保。
年間35単位時間（週１コマ程度）

高校で
1800 ～
2500 語程度

小・中・高で一貫した目標を設定

高校

A2

高校

高校卒業
レベルで
レベル
3000語程度

中学校で
1600 ～
1800 語程度

小学校で
600 ～
700 語程度

３・４年生［活動型］
•
「聞くこと」
「話すこと
（やり取り・発表）
」を中心とする。
• 外国語に慣れ親しませ、
学習への動機づけを高める。

※文部科学省「外国語教育の抜本的強化のイメージ」を基に編集部で作成。
＊１ ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages）の略称。語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材
の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、包括的な基盤を提供するものとして、2001 年に欧州評議会が発表。Ａ（基礎段階の言語使用者）、Ｂ（自立し
た言語使用者）、Ｃ（熟達した言語使用者）ごとに２レベル、計６レベルが設定されている。
高校版 臨時増刊号

2021

1
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新学習指導要領のポイント

年間を見通し、
到達目標を５領域別に示す
英語教育の充実・強化は、日本に
とって重要な課題であるとして、新
学習指導要領の「外国語活動」
「外
国語」では、教育目標や内容が、小
学校・中学校・高校で連続性がある

以上、高校卒業段階では必修科目で
◎高校（ 年度実施）

となった。

一覧（図 ２）にまとめた。改めて、

「外国語活動」
「外国語」の目標を

高校の「外国語」では科目構成が

また、目標到達に向けて、指導と

れていることが分かるだろう。

群として「英語コミュニケーション

評価の一体化を図れるよう、学習評

新学習指導要領では、育成を目指

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が、発信力を高める科
が設定された。取り扱う語彙数は、

す資質・能力の３つの柱に基づいて

価についても見直された。

高校卒業時に ４０００〜５ ０００

目群として「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

変わり、５領域を総合的に扱う科目

アウトプットする力の育成が重視さ

ＣＥＦＲのＡ２レベル相当以上、選
択科目で同Ｂ２レベル相当以上と設
定された。

英語による発信力を育む
学習内容を拡充
新学習指導要領の「外国語活動」

目標や内容が再整理されたことを踏

＊2 「次のとおり」とは、
「知識及び技能」
「思考力、判断力、表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」
ごとの目標を指す。

語 程 度 と、 現 行 学 習 指 導 要 領 で の

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働か
せ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの

「外国語」のポイントを見ていく（図

中学校
外国語

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働か
せ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの
言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり表現
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
を次のとおり（＊2）育成することを目指す。

ものとなるように見直された。言語

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働か
せ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの
言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・
能力を次のとおり（＊2）育成することを目指す。

まえて、観点別学習状況の評価の観

小学校第５学年
及び第６学年
外国語

３０００語程度から大幅に増える。

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働か
せ、外国語による聞くこと、話すことの言語活動を通して、コ
ミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり（＊2）
育成することを目指す。

１）
。

■「外国語活動・外国語の目標」の学校段階別一覧表（抜粋）

能力を客観的に評価するための国際

取り扱う語彙数が、小学校で学習す

※文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 外国語編 付録８」を基に編集部
で作成。

22

外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他
者との関わりに着目して捉え、コミュニケーションを行う目的や場面、状況等に
応じて、情報を整理しながら考えなどを形成し、再構築すること。

◎小学校（２０２０年度実施）

り、
段階的に「読むこと」
「書くこと」

増したことになる。

［発表］
」
「書くこと」を指し、
「話す

る６００〜７００語に加えて、従来

小学校第３学年
及び第４学年
外国語活動

単位時間

よう、５領域ごとに学校段階別の到

が加わる。小学３〜６年生の各学年

Ｄ
─ Ｏリストと言える。

こと」が、
「話すこと［やりとり］
」

の１２００語程度から、１６００〜

教科や授業時数に変更はないが、

「話すこと［発表］
」に分かれたのが、

１８００語程度に増加した。また、
完了進行形や原形不定詞、仮定法な

これまで高校の履修内容だった現在

英語力の到達目標は、中学校卒業

点だ。

現行学習指導要領からの大きな変更

「話すこと［やりとり］
」
「話すこと

◎中学校（ 年度実施）

35

21

どの文法事項が、中学校の履修内容

■外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方

指標であるＣＥＦＲ（＊１）を参考
３・４年生では、年間

の「外国語活動」が導入された。５・

に、
「何ができるようになるか」と
いった観点から、５領域別に小・中・

６年生では、
「外国語活動」は年間
単 位 時 間 の 教 科「 外 国 語 」 と な

達目標が示された。それは、小学３

で、年間 単位時間の英語教育が純

一人ひとりがその目標に到達できる

高を通じた目標を設定。児童・生徒

35

年生〜高校３年生の 年間のＣＡＮ

70

５領域は、
「聞くこと」
「読むこと」

10

段階ではＣＥＦＲのＡ１レベル相当

言語活動及びこれらを結び付けた統 合的な言語活動を通し
て、情報や考えなどを的確に理解したり適切に表現したり伝
え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のと
おり（＊2）育成することを目指す。

高校
外国語

2021
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新学習指導要領「外国語活動・外国語の目標」の学校段階別一覧表（抜粋）
図２

10

点が、
「知識・技能」
「思考・判断・

表現」
「主体的に学習に取り組む態

度」の３観点に整理された。
「外国

語」では、５領域の言語活動が示さ

れているため、観点別学習状況の評

図３

生徒の英語による言語活動の状況（中学校・高校）
■授業中、おおむね言語活動を行っている（75％程度以上）
■半分以上の時間、言語活動を行っている（50～75％程度）

中学校

高校
79.0

全体

26.3

第１学年

27.7

52.9

第２学年

25.5

53.6

（76.7）

第３学年

25.8

51.5

（74.8）

価も、５領域それぞれについて、３

観点で評価することになる。指導要

録に、各教科・科目の観点別学習状

況を記載する欄が新設されることも

大きな変更点だ。

0

52.6

20

40

（76.7）

80.6

（78.5）

79.0

77.2

60

80

全体

16.4

普通科

17.1

59.4

その他専門学科及び
11.8
総合学科

37.0

100

0

（50.6）

55.1

38.3

英語教育を主とする
学科及び国際関係に
関する学科

（％）

54.1

37.7

20

（51.3）

26.1

85.5

（82.9）

48.8

（46.8）

40

60

80

100

（％）

注１）割合の合計は、小数点第２位切り上げ前の数字を合計して算出しているため、小数点切り上げ後の割合の和と
一致しないことがある。
注２）（ ）内は、2018 年度の値。

図４

パフォーマンステストの実施状況（中学校・高校）
中学校

高校
86.1

全体

（83.7）

84.3

第１学年

（81.5）

データから見えた課題

パフォーマンステストの
実施率は、普通科で約 ％

ここまで見てきたように、今後、

86.7

第２学年

（84.9）

第３学年

（84.6）

87.2

0
注）
（

20

40

60

80

36.4

全体

（31.4）

普通科

（32.1）

36.7

英語教育を主とする
学科及び国際関係に
関する学科

66.0

（67.7）

その他専門学科及び
総合学科

34.7

（28.8）

0

100

（％）

20

40

60

80

100

（％）

）内は、2018 年度の値。

図５ 「CAN-DO リスト」形式による学習到達目標の設定状況（中学校・高校）

37

中学校

高校

（％）

（％）

100

60

49.2

49.9

34.2
18.1

20.8

25.4

88.1

60
40
20

41.6

55.2

39.3

41.8

57.6
49.5

28.4

「CAN-DOリスト」形式による
学習到達目標を
設定している学校の割合
「CAN-DOリスト」形式による
学習到達目標の達成状況を
把握している学校の割合
「CAN-DOリスト」形式による
学習到達目標を
公表している学校の割合

２０１９年

0

51.9

２０１６年

２０１９年

２０１８年

２０１７年

0

96.0

80

45.4

12.0

95.0

２０１８年

20

92.3

94.5

２０１７年

40

90.0

75.2

２０１６年

授業においては英語の言語活動の

実践がますます求められるようにな

る。ただ、文部科学省「令和元年度

『英語教育実施状況調査』
」の結果を

見ると、英語による言語活動の実施

80

85.9

100

※図３〜５ 文部科学省「令和元年度
『英語教育実施状況調査』
」を基に編集部で作成。
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すためにも、高校には言語活動やパ

きた英語による発信力をさらに伸ば

活用状況にも課題が見られる。同じ

Ｏリストが用いられているが、その

英語の学習評価では、ＣＡＮ ─Ｄ

率は、高校の普通科では約 ％、総
フォーマンステストの実施率の向上

文部科学省の調査結果では、ＣＡＮ

％となってい

る（図３）
。さらに、
「話すこと」
「書
が求められる。

大学入学共通テストでは
英語の出題に変化が

年度から実施された大学入学共

れる出題となった。リーディングで

通テストも、英語の運用能力を問わ

一方で、英語教育が早期化し、学

標を設定している高校は９割を超え

は、複数の資料から必要な情報を読

Ｄ Ｏリ ス ト 形 式 に よ る 学 習 到 達 目

両方実施している割合は、高校の普
習内容も増加したことから、他教科

るものの、その目標に到達したかど

─

通科では前年度に比べて４・６ポイ
と同様に、今後、高校に入学してく

【理科】観察・実験や
探究活動を題材にした問題

27

【英語】
３人以上が会話するリスニングの問題

27

【数学】会話形式の問題

26

24

22

【数学】現実事象を題材とした問題

【理科】複数の分野をまたいで
総合的に問われる問題

【英語】複数の英文や図表など、
様々な情報処理を必要とする問題

【数学】グラフの概形をイメージする問題

【地歴公民】
探究学習のプロセスを意識した問題

60

※ベネッセ教育情報センター「教育・入試改革対応に関する調査」
（2021 年９月）を基に編集部
で作成。

【英語】読解量の大幅な増加

50
40
30

高校や教育委員会の英語教育の実践

む上でのヒントを、７ページからは、

う大学教員に聞いた、課題に取り組

の指導と評価に関する実践研究を行

次ページでは、高校と共同で英語

ようにまとめられるだろう。

に関する課題を整理すると、図７の

ここまで見てきた高校の英語教育

を挙げていた（図６）
。

な情報処理を必要とする問題」など

増加」
「複数の英文や図表など、様々

項目と最も多く、
「 読 解 量の 大 幅 な

いたところ、英語に関する言及が５

た問題や特徴について高校教師に聞

実施後、今後の対応が必要だと感じ

問題だった。大学入学共通テストの

的な視点からの読解力が求められる

も、情報量が圧倒的に多く、情報処理

スニングも、聴き取った内容を基に

29

だった（図５）
。ＣＡＮ ─ＤＯリスト

34

ることが予測される。生徒の高校入

58
❻観点別学習状況の評価への対応
評価

37

中学校では、言語活動やパフォー

38

考える問題が増えるなど、両分野と

【地歴公民】初見のものも含む
多くの資料を読み解き、考察する問題

の活用が、学習評価においては課題

39

学時の英語力を把握し、強みや課題

【英語】リスニングの１回読みの問題

マンステストの実施率が約８割であ

39

と言えそうだ。

37

【国語】複数の文章や資料を
比較・関連づける問題

に応じた指導が求められるだろう。

❹情報処理的な視点からの読解力の育成
大学入試

15
【英語】イギリス英語など、アメリカ英語
以外の使用（表記、発音の違いなど）

20
10
0
n=939

57

ることを考えると、中学校で培って

まっている（図４）
。

ント上昇したものの、約 ％にとど

※『VIEW next』高校版編集部まとめ。

み取って答える問題が目立った。リ

（％）

％

合学科などでは約
くこと」のパフォーマンステストを

55

うかを把握している割合は約

49

る生徒の英語力が、さらに多層化す

20

事例を紹介する。
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授業（指導） ❺新課程生の英語力の多層化への対応

潜在的な
課題

❷パフォーマンステストの実施

❸ CAN ─ DO リストの指導・評価への活用
評価
顕在化
している
課題

課題の内容
シーン
課題の種類

まとめ
英語教育の課題
図７

大学入学共通テストにおいて高校教師が今後の対応が必要だと感じた問題・特徴
図６

授業（指導） ❶英語による言語活動の充実

英語４技能の指導と評価に向けて

ＣＡＮ Ｄ
─ Ｏリストを軸に、
指導と評価の一体化を図る
立命館大学 生命科学部生命医科学科 准教授

◎関西大学外国語教育学研究科外国語教育（英語）
博士課程修了。博士
（外国語教育学）
。専門分野は、
英文ライティング、対照修辞学研究、コーパス分
析。２０１９年度から現職。高校と連携し、ライ
ティングを中心とした言語活動の指導と評価の研
究に取り組む。

生徒主体の言語活動とするために

は、生徒が英語を話したくなる、英

文を書きたくなる題材を選ぶことが

重要です。それはすなわち、生徒が

友人との会話で取り上げそうな話題

や、今日的な社会課題など、日常生

活や仕事で英語を使う場面を想定し

た題材を選ぶということです。英文

の記事や英語のニュース動画など、

やました・みほ

英語による発信力の育成に向けた指導において、何がポイントとなるのか。

題材はインターネット上にあふれて

山下美朋
高校現場と共同でライティングの指導と評価の実践研究に取り組む
ほ

いますし、そうしたリアルな題材の

み

ことは、学校教育の重要な役割の１

が増える中で、使える英語力を育む

業動画の活用も有効だと思います。

の情報交換、インターネット上の授

げられます。先進校の視察や教師間

から始めるとよいと思います。また、

難しい場合は、短時間でできる活動

言語活動の時間を確保することが

生徒の英語力に合わせた活動から始

つと言えると思います。

るのではないでしょうか。

方が、生徒の好奇心をより喚起でき

立命館大学の山下美朋准教授に聞いた。

実践事例に数多く触れ、
言語活動のイメージを持つ

私は高校の先生方と共同で英語指

の成果を発揮する機会として、年に

これまでは、英語４技能の育成が

め、段階的に難易度を上げていくこ

もう１つは、生徒が能動的に言語

１度は、ディベートやポスター発表

導の研究に取り組んでいますが、そ

活動に取り組む意欲を持てるように

など、４技能を統合的に使う場を設

重要であることを認識していても、

とも大切です。そうして少しずつ言

１つは、先生方が英語の言語活動

することです。生徒にとって英語学

けるとよいでしょう（図）
。

の経験から、授業に言語活動を取り

況があったかと思います。しかし、

の 実 践 事 例 に た く さ ん 触 れ て、 ど

習の動機づけとなるのは、大学入試

短時間でもその場限りの活動とな

生徒の希望進路の実現のために大学

２０２１年度大学入学共通テストで

のような指導が必要なのかを具体的

だけではありません。授業で自分が

らないよう、目標を設定し、その達

語活動を積み上げていき、それまで

実用的な英語力が求められたよう

にイメージできるようにすることで

話したり書いたりした英語が相手に

成に向けて、３年間を見通した指導

生徒が関心を持てる題材で
生徒主体の言語活動に

に、各大学の入試においても、英語

す。例えば、教員研修は、参加者が

伝わっているのが分かると、生徒は

計画を立てることが重要です。また、

入れるためには２つのポイントがあ

４技能をバランスよく評価するよう

言語活動を体験するワークショップ

達成感を得ることができ、その後の

大学入学共通テストでも求められて

入試への対応が優先され、言語活動

になっていくと考えられます。さら

形式にし、明日の授業から使える実

活動に意欲的になるようです。

ると考えています。

に、社会のグローバル化が進み、仕

践的な内容にするといった工夫が挙

は後回しになりやすいといった状

事でも日常生活でも英語を使う場面

5
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生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

支えされている力です。教師間で連

いる読解力や思考力は、国語力に下

ＣＡＮ ─ＤＯリストで用いられる

がしやすくなるのです。

があることで、指導と評価の一体化

いくでしょう。ＣＡＮ ─ＤＯリスト

度を測るために評価も組み込まれて

ができますし、その過程では、到達

ればよいか、具体的に議論すること

法の知識に加え、流暢さや論理性な

例えば、スピーキングでは、単語や文

さを感じているからだと思います。

実施率が低いのは、評価方法に難し

要ですが、パフォーマンステストの

生徒が成長実感を持つ機会として重

適しています。一方、英語の資格・検

の評価や、特定期間の成長の測定に

フォーマンステストは、日頃の指導

書の素材から出題する定期考査やパ

英語力を測ることができます。教科

ている試験であれば、国際基準での

示したＣＥＦＲとの対照表が出され

ントとしての信頼性が検証され、文

携し、合教科的な指導を進めること

「〜できる」という表現は、生徒に

ど、評価対象にできる項目が多岐に

定試験は、英語力の長期的な伸びを

Ｄ
─ Ｏリストの特長だと思います。

も、今後の課題と言えるでしょう。

とっても分かりやすい評価規準で

わたります。加えて、観点別学習状況

測り、指導の効果検証や生徒の成長

たり書いたりする。教師は、机間指導を通じて、生徒が用いた表現の中か

◎「友人とけんかをした」
「SNS のアカウントが漏れた」など、相談室に寄
せられた悩みに答えるという設定で、最初は口頭で英語で答え、その内容
を英文のメールに書く。

◎教科書の素材文をテーマに個々が英語でスピーチをし、定期考査ではその
内容を書く問題を出す。
「話す」
「書く」を授業と連動して評価する。

◎まず、口頭で与えられたテーマに関する自分の意見を英語で述べる。次に、
同じ活動をした後、ワンパラグラフエッセーを書く。そして、エッセーのセン
テンスを増やすといった具合に、活動をレベルアップさせていく。

価の対象とする活動を決め、評価の

価しようとせず、まずは教師間で評

力がかかります。すべての活動を評

そうした工程も含め、評価には労

中で作成するのがよいと思います。

施し、その評価結果をすり合わせる

の教師でパフォーマンステストを実

があります。ルーブリックは、複数

決め、ルーブリックを作成する必要

の科目でパラグラフライティングを

究活動に向けて、１年次から、英語

することも珍しくはありません。研

究者との共同研究に、学部生が参加

さな国際社会です。また、海外の研

アからの留学生も多く、研究室は小

果をまとめる論文を書きます。アジ

して大量の英語論文を読み、研究成

年生で研究室に所属し、先行研究と

私が所属する生命科学部では、３

部科学省が英語学習の指標として

英語の指導計画の立案に有効なの
す。過去の自分の英語力と照らし合

の評 価は公正さが求められるため、

らよいものをピックアップし、ほかの生徒に共有する。

授業での活動を評価することは、

が、ＣＡＮ ─ＤＯリストです。教師

わせて、成長を実感することができ、

◎日本語で話した自分の考えや昨日の出来事などを、知っている英語で話し

ＣＡＮ─ＤＯリストは、生徒に
とって分かりやすい評価規準

間で目標の目線合わせができれば、

※山下准教授の取材を基に編集部で作成。

実感を持たせるために役立ちます。

◎自分が関心のあるテーマで調べ学習をし、それらを英文のレポートやポス
ターにまとめ、口頭でも英語で発表する。与えられた題材ではなく、自律
的に情報を得る態度を育成する活動にもなる。

各観点をどの活動で評価するのかを

◎「高校生が使う SNS の是非」などのトピックを出し、１回 25 分間の活動
を３回行う。１回目は、グループで英語でディスカッションをして、自分
の考えを持てるようにする。２回目は、それをトピックセンテンス、サポー
トセンテンスの英文で書く。３回目は、２回目に書いた英文を生徒同士で
相互評価する。

目標の設定もしやすいのが、ＣＡＮ

◎コロナ禍における課題について、英字新聞の記事や英語のニュース動画を
見て、自分たちに何ができるのかを考える。グループ内で資料を分担し、
各自が資料から理解したことを英語で報告し合い、英語の意見文を書く。

その達成に向けてどのように指導す

実績を積み上げていくことが大切で

徹底的に指導しています。英語が使

います。

の向上に結びつけられればと思って

いくことで、英語に対する学習意欲

英語の学びの状況を高校生に伝えて

に広がります。そうした、大学での

えると、学生の将来の可能性は確実

はないかと考えています。

目的に応じた評価方法で、
生徒に成長実感を持たせる
英語の資格・検定試験は、活用し
たい評価方法の１つです。アセスメ
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４技能統合型の活動例
図

わっか な い

ないように見受けられました。過去

とを恐れて、積極的に発言できてい

ピーキングです。生徒は間違えるこ

「特に課題が顕著だったのは、ス

校の課題を次のように捉えている。

ており、英語科として統一した取り

「授業は教師個々の裁量に任され

ての研究を始めた。

を育成する指導や評価の改善につい

を通して思考力・判断力・表現力等

Ⅲ」において、生徒同士の言語活動

道教育委員会の指導主事からもアド

国立教育政策研究所の調査官や北海

到達目標を作成していった。そして、

定。それから逆算して、各学年での

たい英語力を４技能５領域ごとに設

を踏まえ、卒業までに身につけさせ

Ｏリストの作成だ。新学習指導要領

で示した各領域の能力を育成できる

よう、単元ごとに育成したい力を設

定。評価規準や方法も定め、統一の

取り組みになるようにした。

また、 年度から年次進行で、各

7
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北海道稚内高校

３年間を見通して作成した CAN ─DOリストと、
思考力を鍛える問いで、アウトプット力を伸ばす

北海道稚内高校は、スピーキングやライティングにおけるアウトプット力を伸ばすため、指導と評価の改善を推進している。

３年間を通して身につけさせたい英語力を明確にし、英語科として統一した取り組みができるよう、シラバスや教材を作成。

２０２３年度に創立１００周年を

の授業は、教科書の内容理解が中心

組みとなっていませんでした。そこ

バイスを受け、ＣＡＮ ＤＯリスト

答えが１つではない問いを通して、生徒が間違いを恐れずにアウトプットできるようにするなど、言語活動の充実を図っている。

迎 え る 北 海 道 稚 内 高 校 は、 稚 内 市

で、本文の内容の正誤について考え

で、当時の研究主任を中心に、３年
間を見通した指導や評価の確立と、

シラバスには、ＣＡＮ ＤＯリスト

せる形で、各学年のシラバスを作成。

│

生徒が意欲的に英語を
話せる授業づくりが課題

唯一の公立高校で、地域の生徒を幅

る活動が多かったからかもしれませ
ん。ペアで行う活動も、定型文の反

そ の Ｃ ＡＮ Ｄ Ｏ リ ス ト を 反 映 さ

を完成させた（図１）
。

広く受け入れている。英語教育にお
いては、入学生の英語力の多層化が

した」
（山本先生）

授業での言語活動の充実を目指しま
課題がありました。英語の授業でも、

復練習が多く、アウトプット活動に

の結果を見ると、１年生の「ＧＴＥ

予測不能な社会で求められる思考力
ＣＡＮ DO リストの作成

まず取り組んだのが、ＣＡＮ Ｄ

３年間を見通した CAN ─
DOリストやシラバスを作成

│

│

│

課題であり、英語の資格・検定試験
Ｃ」のスコアは、１００点台後半～

などを育む必要があると考え、授業
改善に取り組むことにしました」

８００点台後半と幅広い。
加えて、どの学力層の生徒も、ス

年度、国立教育政策研究所の教
育課程研究指定校事業の指定を受

ピーキングやライティングにおける
アウトプット力に課題が見られた。

け、
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・

りょう

│

18

進 路 指 導 部 長 の 山 本 龍 先 生 は、 自

18

取り組みの背景

1
実践事例

生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

います。入学してくる生徒が抱える

言語活動の設定だ。山本先生は次の

を鍛え、自ら発信したくなるような

生徒の思考力・判断力・表現力など

く。同校が最も注力しているのが、

具体的な指導上の工夫を見てい

したいかどうか、理由とともに述べ

れぞれ考え、自分なら自転車通勤を

では、自転車通勤の長所と短所をそ

年次の「コミュニケーション英語Ⅰ」

し、 授業で活用した。例えば、 １

各学年共通の仕様のプリントを作成

Ⅲ」で、そうした問いを盛り込んだ

「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・

した」

に発言できるのではないかと考えま

態をテーマとする単元では、野生動

題 も 出 し た。 例 え ば、 パ ン ダ の 生

自分の考えをライティングする課

になりました」
（山本先生）

り、間違いを恐れずに発言するよう

言を認め合うことができるようにな

少間違っていても、生徒は互いの発

を用意することで、単語や文法が多

主体的に考えられる余地のある問い

を述べるような課題にしています。

ど、様々な視点・立場で自分の考え

「ＣＡＮ ＤＯリストやシラバス、
教材は、毎年、英語科内で見直して

進路指導部長

言語活動の充実

課題は、その年によって変わるから

ように語る。

るという課題を出した
（Ｐ．９図２）
。

物を守るためにはどうしたらよいの

学年共通で使用する教材の開発を進

です。また、教材には旬なトピック

「間違いを恐れて発言できないの

「テーマを多角的に捉えてほしい

か、 〜 語程度で自分の考えを表

• 身近な話題について自身の考えや気持ちを発表するこ
とができる。
Speaking
• 社会的な話題について自身の考えや気持ちを発表する
Presentation
ことができる。
【発表時間の目安：1 ～ 2 分】

めていった。

も加えるなど、生徒が興味を持てる

であれば、答えが１つではない問い

と思い、長所・短所、賛成・反対な

• 身近な話題について簡単な質問に答えたり、自身の考
えや気持ちについて話し合ったりすることができる。
• 社会的な話題について簡単な質問に答えたり、自身の
考えや気持ちについて話し合ったりすることができる。

答えが１つではない問いを
設定し、生徒の発話を促す

ような工夫をしています」（山本先生）

にすれば、生徒は思ったことを自由

Speaking
Interaction

やまもと・りょう

Writing

• 身近な話題について、自身の考えや気持ちを述べる文
章を書くことができる。
• 社会的な話題について、自身の考えや気持ちを述べる
文章を書くことができる。
• 導入、展開、まとめの構成を意識して文章を書くこと
ができる。
【語数の目安：50 語～ 70 語】

山本 龍

Listening

• 中学校卒業レベルの基本的な語句を聞き取り、話の展
開や概要・要点をおおまかに把握することができる。
• 話し手の意見や話の詳細等に関する単純な質問に答え
ることができる。
• 必要な情報について、話の内容を推測しながら聞き取
ることができる。

70
Reading

テキストレベルの文章において ;
• キーワード等に着目し、文章の展開や概要・要点をお
おまかに把握することができる。
• 書き手の意見や話の詳細等に関する単純な質問に答え
ることができる。
• 必要な情報について、話の内容を推測しながら読み取
ることができる。
【目標 WPM：70 ～ 90】

教 職 歴 年。 同 校 に 赴 任 し て
８年目。英語科。
教務部・英語科主任

中村和徳
なかむら・かずのり

教 職 歴 ３ 年。 同 校 に 赴 任 し て
３年目。
１学年担任

かわた・りょう

※学校資料を基に編集部で作成。

川田 亮

）年

教 職 歴 ６ 年。 同 校 に 赴 任 し て
２年目。進路指導部。英語科。

１９２３（大正

学校概要
設立

１学年約１６０人

１年次終了時

50

知識・理解・
態度

• 間違いを恐れず、積極的にコミュニケーションを図ろう
とすることができる。
• 教科書等の内容に触れ、自国や異文化への関心を高め
ることができる。
• リズムやイントネーションなど、英語の音声的な特徴に
注意して聞いたり話したりすることができる。
• 中学校卒業レベルの語彙を活用することができ、高校
入門レベルの語彙を理解することができる。
• 基礎的な英文法を理解し、活用することができる。

11

12

形態 全日制、定時制／普通科、商業科、衛生看
護科／共学

【英検：3 級～準 2 級】
【GTEC：350 ～ 420】
【CEFR：A1 ～ A2】

外部試験他

生徒数

17
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8

北海道稚内高校普通科 CAN-D0 リスト（抜粋）
図１

│

２０ ２１年度入試合格実績（現浪計） 国公立大
は、小樽商科大、北海道大、高知大、釧路公立大、
札幌市立大などに 人が合格。私立大は、北星学
園大、北海学園大、青山学院大、関西外国語大な
どに延べ 人が合格。
85

ピーキングやライティングの活動に

等を鍛えるアウトプット活動は、ス

そうした思考力・判断力・表現力

授 業 計 画 を 作 成 し 直 し た。 ア ウ ト

インプットを強化する単元に分けて

トプット活動を丁寧に行う単元と、

田名部高校の実践を参考に、アウ

プット用教材は、ハード、ノーマル

め、 デ ィ ク テ ー シ ョ ン な ど の イ ン

「本校は学力が多層化しているた

ロダクションに取り組ませている。

それを書くディクテーションやリプ

説の後、教科書本文の英文を聞き、

で議論しています」

めにはどうしたらよいか、英語科内

もに、系統立てた取り組みとするた

ます。各学年で活動を工夫するとと

にしてまとめる活動にも挑戦してい

して、グループで１つの意見を英文

わず集めてもらい、それらを題材に

した」
（山本先生）

適した単元に絞って実施している。
プット活動に適した単元では、教科

と、２つのレベルを用意し、習熟度

※学校資料を抜粋して掲載。

いるという。例えば、山本先生は、

く、授業プリントの内容も改善して

大学入学共通テストに対応するべ

改め、定期考査や日々の見取りでは、

率として評定をつけていた。それを

は、定期考査７割・平常点３割の比

「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

に対応するため、公務員試験の判断

情 報 を 整 理・ 統 合 し て 答 え る 問 題

ちんと評価の対象に組み入れ、指導

「授業で行っている言語活動をき

にした。

に取り組むようになるのではないか

9
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現する英文を作成させた。

そうするようになったのは、山本先
書の内容を発展させたテーマで、生

ぶ

に合わせたスキルアップを目指して

な

生が青森県立田名部高校の実践事例
徒が主体的に自分の考えをまとめる

います」
（山本先生）

た

を教育雑誌などで知ったのがきっか
ライティングやスピーキングの課

生徒に達成感を持たせ、
自信を高める評価を目指す

学習評価の工夫

けだった。
題、または 分間のディベートに取
り組ませ、パフォーマンステストも

CAN DO リ ス ト の 作 成 を 機

教科書の各段落にふさわしい見出し

「関心・意欲・態度」
、
「外国語表現

に、評価方法も見直した。それまで

を選ばせる問題を授業プリントで出

の能力」
、
「外国語理解の能力」
、
「知

推理のような問題を英文にした問題

と評価の一体化を図れば、生徒は評

識・理解」の４観点を評価すること

を、１年次で取り入れている。１学

価に納得感を持ち、活動にも意欲的
す。

例えば、定期考査では、教科書本

と考えました」
（山本先生）
から気になる記事を日本語・英語問

「生徒に、新聞やインターネット

かわ た

年担任の川田亮先生は次のように話

また、複数の資料を読み、必要な

している。

複数の資料から必要な情報を
読み取り、整理する力を鍛える

情報処理的視点からの読解力の育成

「 そ れ ま で 各 単 元 で ４技 能５ 領 域
を育成しなければならないと思って
実施している。

一方、インプット活動に適した単

いました。しかし、田名部高校では、
アウトプット力を鍛える活動を精選

元では、教科書の内容理解や文法解

│

10

していると知り、目から鱗が落ちま

１年次「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業プリント
図２

生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

を、初見の英文を見てライティング

文の内容からの出題は「知識・理解」
なったことで、意欲的に書いてくれ

とっても目指す目標が分かりやすく
います」

実感でき、目標も立てやすくなって

内で検討している。

状況の評価の実施だ。現在、英語科

在、市内の小学校・中学校・高校が

小中高連携も課題の 1 つだ。現

る生徒が増えました」
（川田先生）

スコアは、前年度の２年生のスコア

連 携 し、

年 間 を 見 通 し た CAN

よりも、 点以上上昇した。１年生

年度の２年生のライティングの

する問題は「外国語表現の能力」を
評価している。
また、 年度から、生徒のアウト

DO リ ス ト の 作 成 を 進 め て い る。

ピーキングのパフォーマンステスト

い問いを踏まえたライティングとス
客観的な指標でも評価している。英

は、英語の資格・検定試験を実施し、

スピーキングやライティングの力

るトピックについて、５分間ででき

な映画や音楽とその理由』など、あ

「１年生の授業では、
『自分の好き

山本先生は分析する。

４）を取り入れた成果が出ていると、

入学してきます。英語科でも小・中

親しんだ生徒が、次年度から高校に

よってＩＣＴを活用した授業に慣れ

「 Ｇ Ｉ Ｇ Ａス ク ー ル 構 想 の 推 進 に

も連携を深めていく予定だ。

互いの授業見学も行っており、今後

の授業で、
ラピッドライティング（図

を年３〜４回実施。いずれのテスト

語科主任の中村和徳先生は次のよう

るだけ多くの英文を書く活動を、各

プット力の伸びに加え、思考力や表

も、事前に生徒にルーブリックを提
に述べる。

学校と連携し、ＩＣＴを活用した授

かずのり

示している（図３）
。

単 元 で １ 回 ず つ 行 い ま し た。 単 語

語以上書

「毎年７月に、
全学年で『ＧＴＥＣ』

「ライティングでは、

授業の補助的な役割を果たすだけ

業を模索していきます」
（川田先生）
え、試験的に取り入れたのですが、

でなく、今後は授業づくりにもかか

や文法の間違いを恐れずに、自分の

期待以上の成果を出すことができま

わってもらい、より実践的で、生徒

を受検しています。スコアで評価さ

した。
『 ＧＴＥＣ』の結果から、授

が主体的に英語を使いたくなる言語

くと５点加点とするなど、評価基準

業改善の方向性が間違っていないこ

活動に進化させていきたいと考えて

いる。

「看護科の『英語会話』の授業では、

欧米の若者がよく使うフレーズな

ど、生徒が関心を持ちそうなトピッ

果、生徒の英語力は着実に伸びてい

指導と評価の改善に取り組んだ結

実践的な英語力が身につく授業づく

英語』でも、ＡＬＴと連携し、より

しています。
『コミュニケーション

クをＡＬＴが織り交ぜた授業を展開

る が、 課 題 も あ る。 １ つ は、4 観

りを目指していきます」
（中村先生）

今後の改善のキーワードは
様々な連携

成果と展望

とを確認できました」

さらに、 ＡＬＴの活用も課題だ。

資格・検定試験の結果で
授業改善の成果を測る

12

考えを素早く書く力を鍛えたいと考

※学校資料を抜粋して掲載。

50

現力を測るため、答えが１つではな

20

れることで、生徒は英語力の伸びを

※学校資料をそのまま掲載。

を 明 確 に す る こ と に よ り、 生 徒 に

│

18

21

点から 3 観点に変わる観点別学習
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10

1 年次のラピッドライティングの教材
図４

1 年次のパフォーマンステストで使用するルーブリック
図３

にしきがおか

していきます。生徒の将来を見据え

夢を追いかけることで、大きく成長

語を使って『なりたい自分』を描き、

さや課題に気づきます。そして、英

界に目が向くようになり、自国のよ

への意欲が高い。ただ、英語の正確

英語を書いたり、話したりすること

力を入れていることから、内進生は、

中学校の英語の授業では言語活動に

生）のクラスが５クラスある。併設

高校から入学する生徒（以下、外進

い、指導を進める体制が構築されて

や内容の目線合わせをしっかり行

した。そこで、学年内で指導の方針

て指導を柔軟に変える必要もありま

か、その判断が難しく、学年によっ

どの層を中心に授業を行えばよい

るといった状況でした。そのため、

されたことを機に、英語科では、英

年、文部科学省の研究開発校に指定

各学年で組織的な指導ができるよう

ラバスや学年共通の教材を作成し、

英語科では、６年間を見通したシ

技能や意欲については個人差が大き

レベルを備えているが、英語運用の

進生は、単語や文法の知識は一定の

二極化する傾向があった。一方、外

指導を柔軟に変える体制に

語 ４技能をバランスよく育成する

にしている。その背景には、１年次

11
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石川県立金沢錦丘高校

組織的な指導で英語力の多層化に対応し、
４技能統合型の活動の充実も図る

併設型中高一貫教育校の石川県立金沢錦丘高校は、併設の中学校から入学する生徒と、高校から入学する生徒が混在するため、

英語力や学習意欲が多層化しやすい状況にある。そこで、学年ごとに生徒の実態や課題を教師間で共有し、組織的な指導体制を構築。

地域の進学校である石川県立金沢

てその成長を支える中で、結果的に

性には課題が見られ、加えて、英語

きたのです」
（堀校長）

４技能統合型の言語活動を充実させ、パフォーマンステストも実施するなど、生徒が英語を使う場を数多く設けている。

錦丘高校は、２００４年度に県立中

難関大学の入試にも対応できる英語

への関心の度合いに応じて英語力が

生徒の状態に合わせて学年ごとに

学校を併設し、県内で唯一の公立の

力が育まれると捉えています」

ため、６年間での系統立てた指導を

するためのツールがシラバスだ。毎

教師間で指導の方針や内容を共有

年、英語科で指導の実績や課題を基

かった。また、学年によってもその
「生徒の英語力を分析すると、内

に意見交換をして改訂し、生徒にも

の英語力や英語に対する意識の個人
同校では、１つの学年に、併設中

進生は習熟速度が速い層と遅い層に

配布している。シラバスには、年間

行ってきた。堀義明校長は、指導方
「本校が目指す英語教育は、生徒

学 校 か ら 内 部 進 学 を す る 生 徒（ 以

分かれ、外進生の多くは中間層にい

幅やレベルは異なっていた。

が『なりたい自分』になるための学

下、内進生）のクラスが３クラス、

差が大きいことがある。

びです。生徒は、英語を学ぶ中で世

針を次のように語る。

１年間の学習の見通しを
持たせ、目標意識を高める

併設型中高一貫教育校となった。同

組織的な指導体制

2
実践事例

生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

体的に示している（図１）
。

掲載。４技能５領域の到達目標を具

どのほかに、ＣＡＮ ─ＤＯリストも

の単元計画や定期考査の出題範囲な

話し合い、共通理解を図って指導に

と、教師間で指導について具体的に

の活動を行ってみましょうか』など

「
『この目標を達成するために、こ

意識を高めることに活用している。

格・ 検 定 試 験 の 結 果 か ら、 リ ス ニ

「２年生は、模擬試験や英語の資

ことも多いと話す。

日々の会話が、指導改善につながる

主任の鈴木武秀先生は、職員室での

質の標準化を図っています」

間で綿密に打ち合わせをし、授業の

す。指導と評価の両面で、常に教師

週間前から検討し合ったりしていま

り、定期考査の問題を考査実施の数

ＣＡＮ ─ＤＯリストの活用の仕方

ングが課題であることが明らかにな

スカッション、プレゼンテーション、

を目指して、グループワークやディ

による論理的・批判的思考力の育成

チーム・ティーチングで行い、英語

だ。授業は、英語科教師とＡＬＴの

る学校設定科目「ＬＣ探究」
（＊２）

いるのが、各学年で週１時間実施す

言語活動を重視する方針が表れて

（鈴木先生）

１、
３年次はＢ１以上としています」

標は、２年次はＣＥＦＲのＡ２〜Ｂ

語力によって異なりますが、到達目

育成を図っています。生徒個々の英

信したりと、広い意味での英語力の

タル機器を活用して思いや意見を発

えを論理的に話したり、多様なデジ

「相手の発言を踏まえて自分の考

技能による言語活動の充実だ。

授業で重視しているのは、英語４

身近な話題から社会問題まで
現実の題材で言語活動を行う

言語活動の充実

あたっています」
（宮下先生）

り、担当教師が話し合ってシャドー

は、個々の教師に委ねられている。
生徒の実態や課題を共有し、指導

例えば、英語科で１学年主任の宮下

イングを充実させるなど、対策を講

─

内容をすり合わせるために、学年ご

香先生は、速読の活動で、ＣＡＮ

※学校資料を基に編集部で作成。

じました。また、同じ単元の授業を

自分の意見やその理由を 15 分で 60 語程度の英語で書くことができる。

との教科会を週１回行うほか、教師

<production> 日常的な話題について、自分の意見を、理由を添えて１分
程度話すことができる。

ＤＯリストのＷＰＭ（＊１）を示して

聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や
考えなどについて、話し合ったり意見の交換をしたりすることができる。

先に終えた教師から、生徒の様子を

使用テキストレベルの英文を 90WPM 程度で読んで、概要や要点を理解
することができる。

間の日常的なコミュニケーションも

１分間 80 ～ 100 語レベルの日常的な話題に関する対話などを聞き、概要
や要点を捉えることができる。

から取り組ませるなど、生徒の目標

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとし、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基礎的な能力を身につけている。

聞き、自身の授業で指導を工夫した

到達目標

大切にしている。英語科で２学年副

英語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を身につけ、情報や考えなどを的確に理解したり適
切に伝えたりするコミュニケーション能力を有し、生涯にわたって英語を
学び続ける。

校長

１９６３（昭和

育てたい
生徒像

堀 義明
年。同校に赴任して７

ほり・よしあき

教職歴
年目。

１学年主任

年。 同 校 に 赴 任 し て

みやした・かおり

宮下 香
教職歴
２年目。英語科。

２学年副主任

鈴木武秀
すずき・たけひで

教 職 歴 年。 同 校 に 赴 任 し て
６年目。英語科。

設立

全日制／普通科／共学

学校概要

形態

１学年約３２０人

）年

生徒数

２０ ２１年度入試合格実績（現浪計） 国公立大
は、北海道大、筑波大、お茶の水女子大、東京大、
富山大、金沢大、名古屋大、京都大、大阪大、神
戸大などに１４８人が合格。私立大は、青山学院
大、上智大、法政大、早稲田大、同志社大、立命
館大、関西大などに延べ７９０人が合格。

2021
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聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経験したことに基づき、情報や
考えなどについて、簡潔に書くことができる。
Writing

<interaction> ①日常的な話題について、自分の意見を、理由を添えてパー
トナーと１分程度やりとりすることができる。②相手の意見に対して、相づ
ちを打ったり、聞き返しをしたりすることができる。
Speaking

説明や物語などを読んで、情報や考えなどを理解したり、概要や要点を捉
えたりすることができる。聞き手に伝わるように音読することができる。

Reading

事物に関する紹介や対話などを聞いて、情報や考えなどを理解したり、概
要や要点を捉えたりすることができる。

Listening

４技能５領域の到達目標
１年次
図１

36

23

22

38

＊１ Words Per Minute の略。1 分間あたりに読める単語数のこと。 ＊２ ＬＣは、Logical Communication の略。１年次は「ＬＣ探究」、２・３年次は「ＬＣ発展」として設定。

で活用できる英語力の育成を目指し

「本科目では、生徒が生活や仕事

の活動を主体に展開している。

ライティングといった４技能統合型

たつもりで自分の体験をスピーチす

ね、単元の最後の授業に、旅行に行っ

２）
。そうした活動を毎時間積み重

連 し た テ ー マ で 英 作 文 を 書 く（ 図

み、内容を理解した上で、題材に関

の活動がスムーズにつながるように

く、読む、話す、書く』のそれぞれ

をペアで英語で伝え合うなど、
『聞

「聞き取った英文を踏まえた意見

する言語活動を展開している。

リットがあります」
（鈴木先生）

所を選ばずに添削が行えるというメ

上につながり、教師にとっては、場

※学校資料を基に編集部で作成。

スニングが苦手でも、ライティング

を通じて題材への理解が深まるな

ど、各技能が補い合う形で英語力が

英語力の多層化への対応

習熟度別の少人数授業を実施
課題提示やペア活動も工夫

２・３年次の「英語表現」は、定

に 授 業 を 工 夫 し て い る。 宮 下 先 生

示し、生徒が自分の英語力に合った

力が持続しやすいことも利点です」

現在は、コロナ禍の影響で生徒同

課題に取り組めるようにしている。

は、難易度の異なる複数の課題を提

士の対面での活動が行いにくいた

「授業で各自がしっかり力を伸ば

＊３ 電子ホワイトボードの機能を持つクラウドのアプリケーション。
の機能がある。

（鈴木先生）

め、１人１台配布されているノート

せることに留意しています。複数の

課題を提示することで、
『もっと難

しい課題に取り組みたい』といった

パソコンを活用した活動を行ってい

る。例えば、
グループごとに「 Google

学習意欲を引き出すねらいもありま

に配慮していると語る。

」
（＊３）の作業スペース
Jamboard
を設け、そこにグループのメンバー

生 徒 個 々 が 英 文 を 作 成 し、 そ れ を

ペアワークが効果的なものになるよ

す」
（宮下先生）

「 Google Classroom
」
（＊４）で提出
させるという活動を行った。

う、工夫しています。具体的には、

が意見を入力し、グループ内で意見

「デジタル機器を使ってもスムー

英語力の差が小さい生徒同士を組ま

鈴木先生は、生徒のペアの作り方

ズに意見交換ができていました。生

せるようにしています。生徒からは、

を共有。そうして考えを深めた上で、

徒にとっては、デジタルスキルの向

「 英 語 力 が 多 層 化 し て い る の で、

ています。そこで、英語を実際に使

上図は、１時間分の指導案。

しています。そうすると、例えばリ

Dictionary,
Worksheet

るといった展開にしている。

Imagine you are going to
America. Which bed and
breakfast do you stay at
and why? What do you
do there?

う場面を想定し、題材は、生徒にとっ

15

て身近な話題から社会問題まで、幅

Activity 4
Writing

広く扱っています」
（宮下先生）

Dictionary is
allowed.

Students write about the
following topic:

例えば、
「旅行」の単元では、毎

Dictionary,
Worksheet,
B&B Listings
Worksheet

期考査の結果を基にクラスを２分割

Students read
the travel
writing. Then
they choose
one B&B they
like most and in
more detail.

高まることが期待できます。また、

Worksheet

デジタル機器を活用し、
４技能統合型の活動を展開

15

The ALT shows pictures
of each B&B.
Instruct the students to
skim 4 travel writings,
then read 1 more closely.

Watch the
videos and
answer the T/F
questions.

時間、ミニチャットから始め、日本

Go over the T/F answers.

Mini Chat
Sheet,
Paper
partner

し、生徒の英語力に応じた少人数授

Get students to watch 2
videos. One of Sawanoya
from last week, one of
an American B&B.

Students speak
to their paper
partners and
answer the
topic question.

１時間の中で様々な活動を行うと、

Activity 3
Show Pictures,
Reading

10

Get the students to
use the mini chat sheet
with their new“paper
partner”.
The Topic:“If you went
on vacation, would you
stay in the city or the
countryside?”

「英語表現」や「コミュニケーショ

Activity 2
Sawanoya &
Through the
Grapevine

NOTES

STUDENTS

とアメリカの旅行に関する記事や動

5

JTE & ALT

業を行っている。教師も、それぞれ

Activity 1
Mini Chat

ACTIVITIES

TIME
(MIN.)

授業にメリハリがつき、生徒の集中

PROCEDURE

ン英語」の授業でも、各技能を育成

１年次「ＬＣ探究」の指導案（抜粋）

画を見た後、正誤問題などに取り組

図２

OBJECTIVES : To get the students to compare and choose a B&B they would
like to stay at in New York.
MATERIALS : PC, Worksheet

＊４ 教師が出す課題の管理をサポートするツールで、課題の配信と採点、フィードバックの提供など
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生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

長を実感させるねらいもあります」

うとする活動を通じて、多少意味が

回、
「 ＧＴＥＣ」を受検。その結果

入学共通テストのリスニングとリー

れたのでしょう。結果として、大学

ライティングについては、
「英語

分からない箇所があっても、英文の

文の添削指導に力を入れている。

に基づき、教師は、授業の成果や課

ディングの問題の双方に効果があっ

『友人から教えられて理解が進んだ』
（鈴木先生）

「 ラ イ テ ィ ン グ の 技 能 の 向 上 は、

題を分析して指導改善を図ってい

たと考えています」
（堀校長）

表現」「コミュニケーション英語」「Ｌ

スピーキングやリーディング、リス

る。生徒にとっては、継続的なデー

週１回の帯学習で行っている速読

『自信がなかったけれど、頑張って

ニングの技能の向上にもつながるの

タにより各技能の伸びを実感し、学

も、英語力の育成に効果的だったと

概要を素早く捉えられる力が鍛えら

で、教科書に載っている課題文の要

習意欲を高める機会となっている。

考えている。

月の年 ２

約や英作文など、ライティングの課

「着目するのはスコアの高低より

「基本的な読解力を育成するため、

１・２年次は、７月と

題に取り組ませています。書いた英

も、前回のスコアからの伸びです。

ＷＰＭを意識しながら速読をさせて

Ｃ探究」のいずれにおいても、英作

学習評価では、パフォーマンステ

文は形として残るので、
『英文をた

スコアが伸びた生徒は名前を発表

います。そうした学習を通じて、大

教えた』といった前向きな声が上

ストを実施している（図３）
。生徒

くさん書けるようになった』
『先生

し、学習の達成感を得られるように

がっています」

には、テスト前にルーブリックを提

に修正される箇所が減った』
『先生

達成感を持たせ、自信を
高める手段としても重視

パフォーマンステストの工夫

示し、目標を具体的にイメージさせ

学入学共通テストで出題されたよう

な複数のテキストから必要な情報を

読み取り、整理・統合することが求

められる問題への対応力が培われて

いったのだと思います」
（宮下先生）

今後も、英語４技能を活用する実

践の場を想定した言語活動を授業で

「単元ごとにコンテンツ・シャドー

を奏したと、同校は捉えている。

テンツ・シャドーイングの実施が功

意味を理解することを重視するコン

の学習の成果であり、特に、英文の

を高めていけるような支援をしてい

界を広げるツールとしての英語の力

を授業の中で数多く設け、自身の世

場面を想定しながら英語を使う機会

うか。これからも、生徒が日常的な

『習うより慣れよ』ではないでしょ

展開していく考えだ。

イングを実施しました。語数の多い

きます」
（堀校長）

では、多くの生徒が、教師の想定を

英文を何度も聞き、意味を理解しよ

「英語の習得に何より大事なのは、

年度大学入学共通テストの英語

大量の英文を読み取る力を育成

シャドーイングと速読で、

情報処理的視点からの読解力の育成

しています」
（鈴木先生）

※学校資料を基に編集部で作成。

からよいコメントをもらえた』など

❸英作文 指定のトピックについて、意見・理由・サポートセ
ンテンス・結論を、50 語以上で書く。
題材 自分が動物だとしたら、動物園の生活と野生の生活、
どちらが好きか。

ることで、パフォーマンスの向上を

❷リテリング キーワードを用いながら、課題文の内容を自分
の言葉で再現する。準備時間１分間。解答時間１分間。
題材 デパートで売られていたライオンの赤ちゃんを購入す
る決意をするまでの説明。

と、過去の自分と比べて、自身の成

学期に１回実施するスピーキング
やプレゼンテーションのパフォーマ
ンステストは、以前は、情報室のパ

❶音読テスト 課題文の音読。
題材 テクノロジーと生活についての未来予測。

促している。

12

上回る好結果を出した。それは、
日々

21

ソコンでヘッドセットを使って録音
していた。しかし、コロナ禍の影響
でヘッドセットの共有ができないた
め、現在は、生徒が各自所有するス
マートフォンに録音させ、その音声
ファイルを「 Google Classroom
」を
用いて提出させている。
「 提 出した音 声ファイルは、自 身
のスマートフォンに蓄積されるため、
生徒は過去の音声を聞くことで、成
長を実感できます」
（鈴木先生）

2021
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パフォーマンステスト（例）
１年次
図３

か す み が お か

師として、すべての生徒の英語力を

生徒が自身の成長を
把握できる授業へ

15

2021
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福岡県立香住丘高校

生徒が成長実感を持てる
指導と評価を追求し続ける
ＣＡＮ ─ＤＯリストやシラバスの開発に早くから取り組んできた福岡県立香住丘高校。

入学してきていると思います」

先駆的な英語教育で地域の信頼を得てきた同校は、生徒の英語力のさらなる向上を目指し、
生徒が成長を実感できる指導と評価を模索し続けている。

られている「英語を通じて、積極的

やグループで言語活動を始める生徒

着実に高め、生徒一人ひとりの希望

その結果、地域の生徒、保護者か

も多く、英語の授業を心から楽しん

さらに、近年の生徒は「話す」
「書

読む・話す・書く」の４技能を統合

らの同校の英語教育に対する評価は

でいる生徒が増えたと感じている。

にコミュニケーションを図ろうとす

し、
「知識・理解」
「関心・意欲・態度」

着実に高まったと、教育振興課長で

ただ、生徒の多くは英語学習に対

そうした状況に向き合う中で近

進路の実現に全力を尽くそうと、気

などの ４観点をバランスよく評価

２学年担任を務める木村雄一先生は

して意欲的であるが、入学段階での

年、同校の英語指導では、一人ひと

く」活動に対する抵抗感が少ないと

する授業をいち早く実践してきた。

語る。

英語力については、多層化している

りの生徒が自分の成長をより詳細に

る態度を育成する」授業の実践のた

１９８５年に県内の公立高校として

「本校は、英語科だけでなく、数

のが同校の現状だ。

把握できるような働きかけを重視し

を引き締めています」
（木村先生）

初めて英語コースが設置されて以来

理コミュニケーションコースを含む

「英語が決して得意とは言えない

ていると、 １学年英語科副担任で、

木村先生は説明する。英語の授業が

（ 年に英語科に改組）
、先進的な英

普通科においても、中学生向けの説

生徒も、周りの生徒の力を借りなが

普通科の英語の授業を多く担当する

め、教科書をベースとした「観点別

語教育とカリキュラム開発に取り組

明会などで充実した英語教育を紹介

ら、意欲的に言語活動に取り組んで

山本聡子先生は説明する。

始まる前の休み時間のうちからペア

んできた。２００３年度のＳＥＬＨ

しています。そのため、英語科、普

います。そうした生徒の姿を見る度

「パフォーマンスを評価する場合

シラバス」の作成にも着手した。

ｉ研究指定以来、ＣＡＮ ─ＤＯリス

通科を問わず、生徒は『高校では英

に、うれしく思う半面、英語科の教
から実施の現行学習指導要領で求め

13

指導と評価の計画上の工夫

トの開発・研究に力を入れ、 年度

語を頑張ろう』という思いを持って

福岡県立香住丘高校では、
「聞く・

着実に高めていくために

英語力向上に励む生徒の意欲を

生徒の現状

3
実践事例
94

生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

生徒数

きていない状態』を評価の対象にす

います。１回目のチャレンジでの
『で

は、複数回練習させた後で評価して

述を、
『完全にできていなければな

ストの中の『できている』という記

めです。そのため、ＣＡＮ ─ＤＯリ

『ＣＡＮ ─ＤＯリストがＣＡＮＮＯＴ

本校に勤務された先輩の先生方も、

らない』と解釈する傾向があります。

ち

こ

※学校資料をそのまま掲載。

るのではなく、２回目、３回目のチャ
レンジで『できるようになった状態』

リックを示すこと（図１）を徹底し、
生徒の実態に寄り添った指導と評価
を模索する中で、評価の仕組みの改
み

良の必要性を感じていると、英語学
科主任の瀧本未知湖先生は言う。
「英語科の生徒たちは、ＣＡＮ ─Ｄ
Ｏリストの記述を強く意識し、
『で
きるようになろう』と学習に臨みま
すが、英語力が多様な普通科には、
ＣＡＮ ─ＤＯリストを自身の到達度
の把握のツールとして活用できてい
ない生徒もいることに気づきまし
た。本校の普通科の生徒は真面目に
学習にも取り組み、自己評価は厳し

パフォーマンステストや言語活動を行う度にルーブリックで自己評価することで、生徒は自身の英語力の向上を実感することができる。

教務主任

近藤圭太
をルーブリックに照らし合わせて評
価することで、生徒に自身の成長を

こんどう・けいた

教職歴 年。同校に赴任して３
年目。数学科。

実感させることが、英語科全体の共

も、生徒は『この状態まで成長でき

リックで設定する評価規準が高くて

を前提にすることで、教師がルーブ

通認識となっています。また、練習

英語学科主任

瀧本未知湖
たきもと・みちこ

教職歴 年。同校に赴任して６
年目。英語科。

英語科教科主任

るはず』と、高い目標にも前向きに

𠮷𠮷𠮷 勲
よしたけ・いさお

挑戦しようとします」

教育振興課長・２学年英語チーフ

１学年約４００人

パフォーマンス活動ごとにルーブ

教職歴 年。同校に赴任して４
年目。英語科。

木村雄一
きむら・ゆういち

教 職 歴 年。 同 校 に 赴 任 し て
年目。英語科。
英語科副担任・１学年英語チーフ

年。 同 校 に 赴 任 し て

やまもと・さとこ

山本聡子
教職歴
６年目。英語科。

１９８４（昭和 ）年

学校概要

14

14

形態 全日制／普通科（一般コース、数理コミュ
ニケーションコース）
、英語科／共学

設立

10

２０ ２１年度入試合格実績（現浪計） 国公立大
は、東京外国語大、大阪大、広島大、九州大、熊
本大、国際教養大、神戸市外国語大などに１８３
人が合格。私立大は、慶應義塾大、国際基督教大、
上智大、早稲田大、同志社大、関西学院大などに
延べ９７４人が合格。
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ルーブリックが示されている、パフォーマンステストのワークシート
図１

18

21

20

59

ＤＯリストとならないように、生

─

習の進め方、週末課題や長期休業中

を配布し、各科目の予習・授業・復

度当初に「授業オリエンテーション」

きる。また、新たな試みとして、年

後は、シラバスやＣＡＮ ─ＤＯリス

かを具体的に理解できています。今

か、どのような規準で評価されるの

分がどんな状態を目指しているの

要』によって、生徒は活動ごとに自

ンステストごとのルーブリックで示

の課題の内容や取り組み方を生徒に

トを改定しながら、生徒により大き

ではないか」といった声が英語科内

「教師のためのものになっているの

とって理解しやすいものだろうか」

ている活動や目指す状態は、生徒に

ようになっておこう」と、目標を明

頭に置くことで、
「ここまでできる

スン末のパフォーマンステストを念

生徒は、活動の概要を把握し、レッ

で取り組む言語活動の内容と目標に

現在、英語科では、各レッスン末

すだけでなく、１年間を通して、ど

ています」

めて検討する時期が来ていると感じ

徒の現状に合わせて修正していくこ

伝えている（図３）
。このように、「授

な評価規準を示していくことが求め

んな状態を目指すべきか、どのよう

業オリエンテーション」で年間を通

られていると思っています。目の前

とが大切』と言われていました。生

した学習のポイントを、
「課末の言

の一つひとつの授業を大切にしてい

な学習の取り組み方を求めているの

語活動概要」で各レッスンの目標を、

くと、生徒がどんな姿に成長するの

徒の学習意欲を高めるという観点か

各授業で配布されるワークシートと

かを、今まで以上に明確に描くこと

かを生徒に示すことも必要だ。

ついて、
「課末の言語活動概要」
（図

ルーブリックで具体的な活動の目標

が必要だと感じています」
（瀧本先

ら、ＣＡＮ ─ＤＯリストについて改

２）を用いて生徒に説明している。

を示している。

で上がるようになった。とはいえ、

確化して日々の授業に臨むことがで

ルーブリックや『課末の言語活動概

生）

※学校資料をそのまま掲載。

「パフォーマンステストごとの

生徒が目指すべき状態をパフォーマ

シラバスについても、
「記述され

授業オリエンテーション
図３

課末の言語活動概要
図２

※学校資料をそのまま掲載。
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をどのように使えるようになるのか

動ごとに伝えることで、自分は英語

レッスンごと、または授業の言語活

「何ができるようになるのか」を

社会で活躍したいのかを考える過程

だけではなく、将来、どんなふうに

大学入試に役立つからといったこと

ることを生徒は求めています。単に

な形であっても、外の世界とつなが

とが難しい今だからこそ、どのよう

に高まります。海外を行き来するこ

を説明すると、生徒の意欲は明らか

外で英語話者が採点していること

の担保に大きく貢献していると、英

ナリオは、同校の英語科の授業の質

当の教師を決め、作成してきた本シ

用している。レッスンごとに作成担

き出した「シナリオ」
（図４）を使

に対して予想される生徒の答えを書

科書の内容を深く問う発問と、それ

質の向上だ。同校の英語科では、教

しているのが、授業での「問い」の

なる授業改善のために取り組もうと

で語り合っていきたいと思います」

いが考えられるかを、もっと教科内

オを生かして、さらにどんな深い問

ナリオがあるからこそ、そのシナリ

れています。指導のベースとなるシ

ついて対等に語り合う風土が醸成さ

よって、本校の英語科には、指導に

批評し合いますが、そうした活動に

ナリオは、英語科の教師全員で作り、

できるのかがすぐに分かります。シ

外部アセスメントの役割

がイメージできると、生徒の学びに
に、
『 Ｇ Ｔ Ｅ Ｃ』 の よ う な ア セ ス メ

する。

況 の 評 価 な ど、 教 科 を 超 え て 学 校

何ができるようになるのかを
イメージさせる機会に

向かう姿勢は大きく変わると言う。

語科教科主任の𠮷𠮷𠮷 勲 先生は説明

年度に向けては、観点別学習状

ントを位置づけ、生徒に受検するこ
との意義と日々の学習とのつながり

いさお

「２年次２学期の『英語表現』で
は、
ディベートに取り組みます。ディ

践など、英語科ならでは

点別学習状況の評価の実

は、４技能５領域での観

「英語科の先生方から

先生は語る。

と、教務主任の近藤圭太

続けてきた英語科への期待が大きい

※学校資料をそのまま掲載。

授業中にどの程度のレベルの質問が

全体で語り合うべきテーマも多いか

さらに、英語科の生徒には、
「エッ

「赴任したばかりの教師も、シナ

り、教師の質問を予想させて英文で

セーライティングが得 意であれば、

を語ることも、教師には求められて

書かせたりと、スモールステップで

大学や留学先で一目置かれる」
「正し

ベートに至るまでには、教師が出し

多様な言語活動を組み込みます。そ

い文法を使いこなすことで、仕事で

らこそ、常に新しい取り組みに挑み

うした活動の意味と学期末の活動と

も信頼を勝ち得る」などと、英語を

リオを見ることで、本校の生徒には

がつながりをもってイメージできた

使って活躍している将来の自分がイ

いると思います」
（木村先生）

生徒は、授業の帯活動である１分間

メージされるような声かけも、日々

の検討課題があると聞い

ていますが、生徒本位の

授業改善を続けてきた英

語科の知見を基に、教科

を超えて対話すること

が、本校全体の教育活動

の改善につながると考え

ています」

＊１ Words Per Minute の略。1 分間あたりに読める単語数のこと。

22

た意見に対して質問や反論をさせた

スピーキングでＷＰＭ（＊１）が急

の授業において行うようにしている。

を先駆的に進めてきた同校が、さら

英語力を高めるための授業の実践

生徒の理解を深める
よりよい「問い」を追究

今後の課題・展望

増するなど、大きな成長を見せてく
れます」
（瀧本先生）
そうして日々の言語活動を積み重
ねることによって自分は何ができる
ようになったのかを、生徒が具体的
にイメージできるよう、
同校では「Ｇ
ＴＥＣ」を受検させている。
「
『ＧＴＥＣ』のライティングは海

2021

高 校 版 臨時増刊号

18

シナリオ
図４

県教育庁）は、 ２０ １４年度、
「大

大分県教育庁高校教育課（以下、

均を上回っていた一方で、「パフォー

よる言語活動時間の割合」は全国平

ると、高校における「生徒の英語に

語教育の状況を改めて分析した。す

状況調査』
」の結果を基に、県の英

科学省「令和元年度『英語教育実施

報提供を積極的に行った上で、技能

ます。そこで、授業改善に資する情

を行うなどの一層の充実が求められ

ン能力を総合的に育成する言語活動

いても、英語によるコミュニケーショ

回っていた生徒の言語活動時間につ

明らかになりました。全国平均を上

て、さらに改善の必要がある実態が

その３つの課題を踏まえて、 年

習到達目標の活用

②指導と評価の一体化を推進するパ

①英語４技能の育成を図る授業改善

掲げた。

プランでは次の３点を最重要課題に

題と、新学習指導要領を踏まえて、

主事兼課長補佐（総括）は、課題意

③「ＣＡＮ ─ＤＯリスト」形式の学

度のプランを策定した（図２）
。

のウェブサイト「大分県教育庁チャ

ンネル」で配信される公開授業の

様子を撮影した動画や、県内の英語

教師の共有フォルダに集められる指

導・評価の実践事例を通じて、英語

19
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大分県教育庁 高校教育課

エビデンスを基に課題を把握し、
指導と評価の一体化の実現に向けて全校を支援

大分県教育庁高校教育課は、２０２１年度、文部科学省「令和元年度『英語教育実施状況調査』」の結果を踏まえて、
「大分県英語教育改善プラン」の内容を大きく変更した。すべての県立高校で英語の運用力を測定する

分県グローバル人材育成推進プラ

マンステストの実施率、及び平均実

ごとに到達度を評価して、その結果

「大分県版英語４技能認定テスト」を実施し、その結果を指導と評価の一体化の実現に生かすべく、取り組みを進めている。

ン」を策定し、グローバルに活躍す

施回数」
「
『ＣＡＮ ─ＤＯリスト』形

を踏まえた授業改善を行うというサ

その１つが、英語教育に関する先

推進プラン」
（以下、
プラン）を策定。

識を次のように語る。

年度の策定にあたっては、文部

る資質・能力を持つ児童・生徒の育

式による学習到達目標の公表、及び

イクルを回す、指導と評価の一体化

進的な実践事例の共有だ。県教育庁

取り組みの背景

成に、全県を挙げて取り組んできた。

達成状況の把握の状況」は、全国平

の実現を支援したいと考えました」

全国データとの比較から
英語教育の課題が浮き彫りに

児童・生徒の英語力の育成と、教師

均を下回っていた（図１）
。グロー

以降、英語教育に関する全国の動向

「 全国平均との比較から、本県が

調査結果の分析から顕在化した課

フォーマンステストの実施

の英語指導力の向上に焦点をあて、

バル人材育成推進班の佐野博紀指導

と県の実情を踏まえて、年度ごとに

指導と評価のうち、評価の面におい

授業等の実践事例を共有し、
目指す指導と評価をイメージ

年度には、
「大分県英語教育改善

改善プランを策定している。

21

21

4
実践事例
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生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

を学ぶという取り組みだ。

あり方、目標設定や評価の方法など

４技能の育成のための授業や評価の
体的な実践事例』なのです」

のは、理論や解説だけではなく、
『具

践に向けて、先生方が今求めている

そして評価につなげることをねらい

課題を把握し、授業改善を図ること、

その結果から、各校が指導の成果や

教育においても、大学入試だけに目

学び続ける力が求められます。高校

手である生徒には、使える英語力、

施策のポイントは、専門高校も含

善につなげる仕組みが必要だと考え

の英語力を技能別に把握し、授業改

を向けるのではなく、すべての生徒

め、すべての県立高校を対象とした

ました。各校には、それぞれ校風や

としている。

点だ。勤務校の学科を問わず、全教

学科の特色があり、生徒の希望進路

生徒が英語４技能を活用する言語

師が到達目標に基づく授業を行える

も様々です。そういった実情を踏ま

英語４技能の評価に向けて

ようにしたいという背景に基づいた

えて、これまでの研修等から一歩進

活動と、生徒の学習改善につながる

指導と評価の一体化に向けた施策

施策であると、山本指導主事は語る。

んだ本施策が、生徒一人ひとりの英

❺大分県版英語４技能認定テスト 県立高校２年生を対象として、生徒
の正確な英語力を測定するテストを実施。各校が設定する学習到達目
標の達成に向けた授業改善のＰＤＣＡサイクルに活用する。各校の取
り組みを支援するため、県は英語科主任等対象の全体研修会を年２
回実施。

「これからの社会では、生涯にわ

❹情報発信・共有 公開授業の様子を「大分県教育庁チャンネル」で動
画配信。県内英語教員共有フォルダで指導・評価の実践を共有。

４技 能 認 定 テ ス ト 」
（以下、認定テ

❸ 公開授業の実施 英語教育推進リーダーや指導教諭が中心となり、
英語４技能を育成する効果的な指導を実践している授業を公開。

ある。高校教育指導班の山本俊幸指

❷「大分県発英語授業モデル」の開発・普及 地域や学校・学科等の特
色に関連づけた４技能を高める授業例（他教科の学習内容を積極的に
活用し、英語を用いて課題解決等を図る授業など）を実践・共有。

語力に還元されるものと期待してい

❶高校教育研究英語部会との連携 研究チームを設置し、指導・評価
に関する協議を通して、効果的な指導・評価のあり方を研究し、県内
に普及する。

たる様々な場面において英語を使う

※大分県教育庁資料を基に編集部で作成。

スト）を導入した。すべての県立高

●「CAN－DOリスト」形式による学習到達目標の公表、
及び達成状況の把握の状況

導主事は、次のように語る。

注）数値は、スピーキングテスト・ライティングテストの両方を実施している割合

ます。自校の生徒に卒業時までに身

●スピーキングテスト及びライティングテスト等の
パフォーマンステストの実施率

ようになると予測され、未来の創り

（50％程度以上英語による言語活動を生徒が行っている割合）

校の２年生が「ＧＴＥＣ」を受検し、

●生徒の英語による言語活動時間の割合

確に把握し、さらに高めるために活

（発話の 75％以上を英語で行っている教師の割合）

用するものです。そして、先生方の
指導の改善につながるものである必

グローバル人材育成推進班
指導主事兼課長補佐（総括）

佐野博紀
さの・ひろのり

高校教育指導班
指導主事

やまもと・としゆき

山本俊幸

約２万人（全日制）

※大分県教育庁資料を基に編集部で作成。

（％）

大分県
全国

50.0
57.6
把握

49.5
大分県
全国

39.1
公表

（％）

12.6

（％）

58.8
54.1
大分県
全国

要があります。そのような評価の実

概要

県立高校生徒数

●英語科担当教師の授業における英語の使用状況

「評価は本来、生徒の英語力を正

められている英語の指導と評価につ

の実践を見て、新学習指導要領で求

評価の事例、パフォーマンステスト

いて理解を深めてもらい、指導観・
として、 年度から「大分県版英語

普通科・専門科の枠を超え、
４技能の育成の重要性を周知

評価観の転換を図るというねらいが

（％）

30.7
36.4
大分県
全国

2021

21

5.5
大分県
全国

大分県

11

県 立 高 校 数 普通科 校、専門科 校、総合学科
２校、普通科・専門科８校、専門科・総合学科２校

2021年度「大分県英語教育改善推進プラン」概要
図２

英語教育に関する実施状況（高校）
図１
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う、受検結果の活用を支援したいと

て、指導と評価を一体的に行えるよ

につけさせたい英語力をイメージし

テストに一生懸命取り組む生徒の姿

れていたようです。パフォーマンス

を使おうとする生徒の姿に心を打た

の先生は、予想以上に頑張って英語

目指しています」
（山本指導主事）

の一体化を図れるようにすることを

問題を作成して実施し、指導と評価

現場のニーズに応じた
情報提供に努める

教育委員会の役割

考えました」
評価の一体化に向けたパフォーマン

を目のあたりにすることで、指導と

長補佐はこう指摘する。
ステストのさらなる実施と、英語４

英語力を測定する意義を、佐野課
「観点別学習状況の評価や英語 ４
技能の育成を図る授業改善が一層進
むことを期待しています。また、パ

ＣＡＮ ─ＤＯリストを活用した目標

技能の評価がどのようなものなの
か、資料説明や実践事例の共有に加
フォーマンステストに取り組む生徒

指導と評価の一体化に向けては、

えて、実際に４技能を測るテストを

設定と達成状況の把握にも努める。
年度に
すべての県立高校が作成したが、現

ＣＡＮ ─ＤＯリストは、

の頑張りを認めることで、生徒に達
成感を持たせてほしいと考えていま

受検することで、具体的にイメージ
でき、理解が深まると考えました」
す」
（佐野課長補佐）

在 の 活 用 状 況 は Ｐ． 図 １ の 通 り 課

学習指導要領に基づいた指導・評価

した全体研修会を年２回実施し、新

を 踏 ま え て、 全 県 の 教 師 を 対 象 と

校に、今回の認定テストの結果を基

要があった。そこで、県教育庁は各

に活用する意識を改めて喚起する必

題があり、英語４技能の指導や評価

県教育庁では、認定テストの結果

認定テストの実施後は、多くの学

方法についての理解を深める予定だ

の英語学習への意欲の高さに気づい

マンステストの実施を通じて、生徒

真剣に取り組んでいる」と、
パフォー

そうとしている」
「英語が苦手でも

「本校の生徒が、こんなに英語を話

だが、熱心に英語を話す生徒を見て、

ブレット端末に音声を録音する形式

し合うことを通じて、将来的には、

果を基に校内で授業改善について話

ＴＥＣ』を通じて知り、テストの結

題がどのようなものであるかを、『Ｇ

「英語の運用力を測るテストの問

とが、本施策の重要な目的である。

の改善に生かす仕組みを構築するこ

るだけでなく、その結果を教育活動

トの結果には、ＣＥＦＲに基づいた

ＣＥＦＲで示しています。認定テス

状況調査では、英語力の到達目標を

「文部科学省による英語教育実施

全県で共有する予定だ。

のＣＡＮ ─ＤＯリストを取りまとめ、

直 し も 進 め て も ら い、 今 後、 各 校

を踏まえたＣＡＮ ─ＤＯリストの見

標設定を求めるとともに、ＣＥＦＲ

７月

パフォーマンステストに
熱心に取り組む生徒たち
校から前向きな声が寄せられた。「Ｇ

に、 年度の認定テストに向けた目

た教師も少なくなかった。

先生方自身が、英語の運用力を測る

スコアが示されるので、自校の生徒

各校での実践・検証
第２回 全体研修会
（１月末）
•次年 度の 学 習 到
•学 習到 達目標
•「ＣＥＦＲに 基づいた
• 英 語 4 技 能の育成に
達目標の設定
の見直し
学習到達目標の設定」 •パフォーマンス
向けた指 導と評 価に •パフォーマンステ
「目標→評価→指導を
関 する 実 践 発 表（ 外
ストの 実 践 及 び
テストの実践
一 体化させる指 導 方
部講師）
検証
法・評価方法」をテー
• 評 価・指 導 の 実 践 事
マとした外部講師によ
例の共有
（学校種ごと）
る講演と演習

校内結果分析

（図３）
。外部アセスメントを実施す

「特に、英語の運用力を測る資格・

定期考査やパフォーマンステストの

５月

９月

ＴＥＣ」のスピーキングテストはタ

検定試験を初めて実施した専門高校

４月

８月

各校での実践

第１回 全体研修会
（10月末）

結果返却

認定テスト
実施

３月

２月

認定テスト・全体研修会の流れ

13

１月

2021年度

20

12 月

11 月

10 月

図３

６月
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※大分県教育庁資料を基に編集部で作成。
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生徒が成長を実感できる 英語の指導と評価・実践特集

本校の 英 語 教 育
前向きなコメントを活用し、
自分の強みに目を向けさせたい
ひ

た りんこう

大分県立日田林工高校
林業科、機械科、電気科、建築土木科を擁する本校

しょう せい

大分県立別府翔青高校
本校は、グローバルコミュニケーション科（以下、

には、希望進路が明確な生徒が多く、学習にも意欲的

ＧＣ科）
、普通科、商業科があり、ＧＣ科では、以前

です。専門教科・科目の授業で協働作業や自分の意見

から「ＧＴＥＣ」を全学年で年１回実施しています。

が求められる機会が多いため、生徒は英語の授業でも

普通科と商業科では、今回の認定テストで初めて 4

グループワークに活発に取り組みます。教師やＡＬＴ

技能を測定しましたが、スピーキングテストで英語

は、生徒が自分の考えを明確に、正確に伝えることで

を一生懸命話す姿が見られるなど、生徒は前向きに

味わえる喜びや達成感を深く得られるように、文法

取り組んでいました。

や表現の正確性にも重点を置いて指導しています。

両学科では、昨年度から英語の授業で言語活動を

今回の認定テストでは、
「情報がどれだけ伝わった

強化しています。例えば、帯活動として、１人が絵

か」の面でよい評価が出たことで、生徒も教師も、

の内容を英語で説明し、その内容を基にもう１人が

日頃取り組んでいる学習や指導の成果を感じること

絵を描き、説明したことを英文に書き起こすといっ

ができました。また、もう少しでＣＥＦＲのＡ２レベ

たペアワークを行っています。また、自分の意見を

ルに届きそうな生徒が大勢いることも分かりました。

書く英作文では、パラグラフの構成の仕方などを指

ライティングの答案に書かれていた採点者の英文の

導してきました。認定テストでは、そうして培って

コメントを和訳する課題を出したところ、生徒は皆、

きたスピーキングやライティングの力が初めて客観

熱心に取り組んでいました。課題である文法や語彙

的に示され、それが想定以上によかったことに、生

を強化しつつも、生徒の強みをしっかり評価するこ

徒は日頃の学習の成果を実感できたようです。英語

とで、より主体的に学習に取り組む態度を育めるの

を苦手と言っていた生徒が、
「次のテストに向けて、

ではないかと期待しています。

授業を頑張りたい」といった振り返りを書いたり、

そのためにも、指導と評価の一体化が重要であると
思っています。県の人事交流で中学校に勤務した際、

授業で意欲的に発言したりする姿が見られています。
授業でのペアワークやグループワークの様子を見

言語活動やパフォーマンステストを日常的に行う中

ると、自分の好きなことや考えを伝える言語活動が

学校の状況を知り、本校でも積極的に取り入れるよ

英語学習の動機づけになっていると感じています。

うにしました。今後は、普段の授業内容を、平日や

そうした意欲は、生涯英語を学習し続けることにも

週末の課題、パフォーマンステストを含む単元テス

つながると考え、今後も言語活動を一層工夫してい

ト、定期考査に適切に反映し、より透明性のある指
導と評価の一体化に努めていきたいと考えています。
【お話を聞いた先生／外国語 ( 英語 ) 科教諭 高山満也】
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４技能別の客観的な数値が、
生徒の学習意欲を高める
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きたいと思っています。
【お話を聞いた先生／外国語 ( 英語 ) 科教諭
門脇早苗、小野俊子、宮﨑ゆりえ】

の英語力がどのレベルにあり、目標

とするレベルとの差がどのくらいな

のかを把握することができると考え

ています」
（佐野課長補佐）

年度の新学習指導要領の実施を

前に、県教育庁には、多くの高校か

らＣＡＮ ─ＤＯリストやパフォーマ

ンステストの実施方法、観点別学習

状況の評価などに関する相談が寄せ

られている。県教育庁は、それらの

課題に関する情報提供や教員研修を

行い、現場を支援していく。その際

は、英語の運用力を測るための定期

考査やパフォーマンステストの作問

の仕方など、現場のニーズに応じた

実用性の高い情報を提供する考えだ。

山本指導主事は、既に新学習指導

要領が実施された小・中学校の英語

教育の状況を踏まえ、高校の英語教

育に次のような期待を寄せている。

「小・中学校で培った英語力を総

合的にさらに伸ばしていくことが、

高校の英語教育の責務です。今後、

県教育庁として、小・中学校で行わ

れている授業の実態や、児童・生徒

の状況等の情報を高校に周知し、小・

中学校と高校とが連続性をもって子

どもの英語力をさらに伸ばしていけ

るよう、先生方を支援していきます」
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（株）ベネッセコーポレーションからのお知らせ

英語の指導と評価・実践特集 ─

［ビューネクスト］高校版 臨時増刊号 2021年生徒が成長を実感できる

高校で育成するべき英語力について考える

英語教育シンポジウム のご案内
高大連携の実証研究内容や、パネルディスカッションを通じて、
高校・大学で育成していく英語力やその指導実践についてお伝えいたします。

開催日時

2021年 11月 27日（土）14 時 〜16時30分（２時間３０分）

内容

❶立命館大学からの高大連携の実証研究発表
講師 立命館大学 教授

山中 司

み ほ

立命館大学 准教授 山下 美朋
❷高校・大学の先生方によるパネルディスカッション
オンライン（ライブ配信） ※お申し込みいただいた方に、詳しい参加方法をご案内します。

形式

参加申し込み方法

右記の２次元コード、または下記 URL から登録してください。

https://sforce.co/3ixPgbf
参加申し込み締め切り
参加費

2021年 11月24日（水）

無料
※申し込み開始は11月１日
（月）以降となりますので、
１日以降にアクセスしてお申し込みください。

新学習指導要領実施目前・臨時増刊号─

や
公式アカウント

友 だ ち 募 集 中！

の LINEをご登録 いただければ、
の電子ブックに、ダイレクトにアクセスできます！

や教育に関連する最新情報をタイムリーにお届けします。
友だち登録をすれば、冊子の発刊時や新コンテンツの公開時に通知が届きます。
＊友だち登録の方法は、右の２次元コードを読み取っていただくか、LINE アプリの
「友だち追加」＞「ID 検索」で「@view21」とご入力いただき、追加をお願いいたします。

お 客 様 サ ービ ス セ ンター
フリーダイヤル

012 0 - 3 5 0 4 5 5

［受付時間］月〜 金 8：00 〜18：00／土8：00 〜17：00（祝日、年末・年始を除く）

株式会社ベネッセコーポレーション岡山本社

〒700 - 8686

岡山市北区南方3-7-17
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