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

高校版 臨時増刊号

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
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シナリオ
図４

