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英語による自己表現力をつけるための段階的な指導の工夫 
－生徒が意欲的に発話する授業を目指して－ 

 
○○○立○○○○高等学校 ○○ ○○ 

 
１ 研究の背景と目的  
 

「全員にわかりやすく，充実感を与えることができるような授業」を目指すこと。これは初

任者研修で「忘れるべからず」と教わったことだ。教師として，生徒全員が充実感を感じるこ

とができる授業をするための試行錯誤は必須のことであるが，生徒一人ひとりの学習履歴や学

習環境の違いを乗り越える普遍的な授業法や方策に辿り着くことは決して容易なことではない。 
  「学校生活アンケート」において，入学後間もない１年生が，「苦手な教科」として「数学」

と並んで「英語」を挙げる。ゲームや会話練習などの，授業の始めに行うウォームアップには

比較的積極的に取り組むが，教科書の内容理解を深めようとする場面などでは，消極的になっ

てしまう生徒が多いのが現状である。 
   こうした状況を打破し，生徒が英語学習に意欲的に取り組むようになるには，英語で自分の
ことを話したり，書いたりする活動が重要であると考える。たとえ，最初は鸚鵡返しであった

り，ひと言ふた言の返答であったりしても，ゆっくりと，段階を踏んで指導することにより，

次第に英語を学習する楽しさを得るようになり，たどたどしくも意欲的に発話することができ

るようになるのではないかと考え，この研究に取り組んだ。 
 
２ 研究仮説 
 
（１）仮説１ 

１年間の到達目標を提示することにより，生徒の学習意欲が向上するであろう。また，短

期的な目標として「インタビュー・テスト」を設定して段階的に指導することにより，正し

い表現を身につけることができるであろう。 
 
（２）仮説２  

個別指導を工夫して行うことによって，生徒が発話しようとする意欲と表現力が向上する

であろう。 
 
３ 研究方法・内容 
 
（１）事前調査・文献研究 
 ア 事前調査 
   １年間の到達目標を設定するための調査を行う。 
 イ 文献研究 
   １年間の到達目標が妥当であるかについて，文献の調査，研究を行う。 
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（２）１年間の到達目標に向け，段階的に自己表現力を向上させる指導 
 ア １年間の到達目標「３文を言うことができるようになること」に向けた指導 
 イ 短期目標としての「インタビュー・テスト」による段階的な指導 
（３）個別指導を可能にする方策の工夫 
 ア 自己評価シート「がんばるシート」を用いた指導 
 イ 個別に行うワークシート「special work」を用いた指導 
 
４ 研究計画 
 
（１）研究対象生徒・科目等 
年度 対象生徒 科目 単位数 使用教科書 

平成 
１９年度 

１年生３クラス 
（１クラス２分割 

・２０人クラス） 

オーラル・コミュニ

ケーションⅠ 
 

英語基礎 
（学校設定科目） 

２ 
 
 
２ 

On Air Communication Ⅰ 
 （開拓社）

 
Willing基本の英語 

（啓林館）

平成 
２０年度 

１年生７０人 
（３クラス混合・ 

習熟度別クラスの 

上位４０人及び中

位３０人） 

英語Ⅰ ４ 
Vivid English Course Ⅰ 

  （第一学習社）

 
（２）研究計画 
段階 第１段階 第２段階 第３段階 

期間 
平成１９年４月～１０月 
（県立浦安高校） 

平成１９年１１月～３月 
（県立浦安高校） 

平成２０年４月～１０月 
（県立市川南高校） 

内容 

ア 事前調査・文献研究 
イ １年間の到達目標の 
 設定と提示 
ウ 「がんばるシート」 

各自の授業目標 
エ 「special work」 

予習・復習・発展問 

 題・単語練習など 

ア 「special work」 
インタビュー・テスト

に関するもの 
イ 「がんばるシート」 
クラス全体の授業目標 

ウ 「インタビュー・テス 
ト」 

ア 事前調査・文献研究 
イ １年間の到達目標の設

定と提示 
ウ 「がんばるシート」 
クラス全体の授業目標 

エ 「special work」 
副教材の活用 

オ 「インタビュー・テス

ト」 
  内容の工夫・改善 

 
５ 研究実践 
（１）事前調査・文献研究 
 ア 事前調査 
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１年間の最初の授業において self-introductionについて学習し，自分のことを英語で表現 
する活動をした後で，「自分のことを英語で表現できたと感じるのは，どのくらいの量の英文 
を言うことができた時か」と尋ねた時，多くの生徒が「３文」であると回答した。 
また，「３文」で何を表現したいかを尋ねると，「自分の学校のことや好きな音楽，住んで 
いる町のこと」等を挙げた。 
この活動での self-introduction は５項目（５文）で構成されていたが，「３文までなら何 
とか暗記できたが，４文以上になるとなかなか覚えられない」，「４文以上になるとメモを見 
ないとうまく表現できず，意欲が湧かない」と回答した生徒もいた。 
 

 イ 文献研究 
大石（1998）によれば，「コミュニケーションとは，『社会的相互作用を行う当事者間にお 
ける情報の伝達・交換，およびそれによって生じるその情報に関する当事者間における意味 
の共有』」である。情報を伝え，理解し，共有するために，最低３文は必要だと考えた。 

   また，『新学習指導要領を踏まえた指導と評価の在り方』（千葉県教育庁指導課 2003）の 
「オーラル・コミュニケーションⅠ」「指導と評価の留意点」には，「生徒の実態に応じて， 
最初は長いスピーチではなく，比較的易しい英文を使用して英語の音読練習やレシテーショ 
ンを行ったり，３文スピーチなど非常に短いスピーチを作成し発表するなどの，取り組みや 
すい活動にする」とある。 
これらの文献を通して考察したことは，３文という分量は，その中に，聞かれたことに対 
する答えだけでなく，自分を理解してもらおうとするコミュニケーションに対する前向きな

気持ちを込めることができるとともに，その想いを表現することもできる分量であろうとい

うことである。 
 これらのこと，並びに生徒の実態をふまえ，「１年後に，３文を言うことができるようにな

ること」は，本研究において妥当な到達目標であると考える。 
 

（２）１年間の到達目標に向け，段階的に自己表現力を向上させる指導 
 ア １年間の到達目標「３文を言うことができるようになること」に向けた指導 
 （ア）手順 
  ａ 年度当初，生徒に到達目標を示すことによって，１年後に目標とする英語力を身につけ

た自分の姿をイメージするとともに，それに向けて少しずつ，継続的に努力していくこと

の大切さを認識できるように指導する。 
  ｂ 授業中に間違いを恐れず発話するクラスの雰囲気を作るとともに，教師による言葉かけ

や，課題の達成，発言・発話をその場で積極的に評価する仕組み（「シール制度」）を導入

して授業を行う。 
  ｃ 教科書のキー・センテンスを活用して，段階的に正しい英語表現を身につけるために，

以下の取り組みを行う。 
  （ａ）教科書のキー・センテンスを提示する。 
  （ｂ）キー・センテンスの用法等を説明する。 
  （ｃ）後述の「がんばるシート」や「special work」を活用し，キー・センテンスの理解度

や用法等に関する生徒一人ひとりのつまずきを早期に発見し，指導する。 
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  （ｄ）キー・センテンスの暗唱や「インタビュー・テスト」に向けたペアワーク等，発話の

機会を多く持つ。  
 （イ）生徒の反応 

ａ キー・センテンスを習得することが，定期考査の結果を左右すると分かるようになり，

前向きに学習することができるようになった生徒が多くいた。 
ｂ 当初，自分のことをどのように表現したらよいか分からず，発話することに躊躇してい

た生徒も，キー・センテンスに自分の表現したい内容を付け加えるだけでよいという活動

から取り組んだことによって，徐々に間違いを恐れずに発話するようになった。 
 

 イ 短期目標としての「インタビュー・テスト」による段階的な指導 
 （ア）内容 
    平成１９年度使用の「オーラル・コミュニケーションⅠ」の教科書から，キー・センテ

ンスとして教師が選定した英文を使用した。定期テストにも出題される内容であり，生徒

の学習意欲が高ければそれだけ積極的に取り組むことが予想される内容とした。 
 
    インタビュー・テストの例 

第１回目 
（１文） 

Ｑ : Where do you live? 
Ａ : I live in Urayasu City. 

第５回目 
（２文） 

 Ｑ：What did you watch on TV last night? 
 Ａ：I watched“Music Station.” 
Ｑ：What time was it on? 
Ａ：It was on from eight to nine on Channel 10. 

第１０回目 
（３文） 

Ｑ：How do you get to school? 
 Ａ：I take a train from Funabashi Station. 
  Ｑ：Do you have to change trains? 
 Ａ：Yes. I change to the Tozai Line at Nishi-Funabashi Station. 
  Ｑ：How long does it take you to get to school? 
 Ａ：It takes about an hour. 

 
 （イ）目的 
  ａ 一気に３文言えるレベルを目標にするのではなく，短く，易しい，比較的覚えやすいと 
   思われる英文から，徐々にその量と質とを上げていくことによって，生徒の学習意欲を維 
   持しながら目標に到達することができるようにする。 
  ｂ インタビューという教師との直接的なインタラクションによって，英語が通じる喜びを 
   経験し，英語使用の意欲を徐々に高めていく。 
  ｃ 生徒の意欲を損なうことのないように，音量や音声について段階的に修正し，より正確 
   な英語使用を目指す。 
 （ウ）手順・実施時期 
  ａ 平成１９年度（第２段階） 
（ａ）事前に質問内容や解答例を提示し，全体で練習する時間を設ける。 
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  （ｂ）８回目から１０回目のテストを除いては，解答例を暗記すれば得点できるものにする。
質問の個数を徐々に増やしていき，最終的に，１年間の到達目標である「３文を言うこ

とができる」ようにする。（表１・表２） 
  （ｃ）自分の答えの準備や練習のために，教師の所には何度来てもよいものとし，それ自体

を「関心・意欲・態度」の評価として平常点に組み入れた。 
   （ｄ）テストは授業以外の時間に実施し，１回のテストの実施期間は１週間とする。その期

間を過ぎると，その回は未受験となる。 
 

 表１ 平成１９年度実施のインタビュー・テスト 

回 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回

実施月 11月 11月 12月 12月 1月 1月 2月 2月 2月 3月 

英文数 １文 １文 １文 １文 ２文 ２文 ２文 ３文 ３文 ３文 

 
  ｂ 平成２０年度（第３段階） 
    平成２０年度実施のインタビュー・テストは，研究対象科目「英語Ⅰ」で実施したため，

「聞くこと」「話すこと」に加えて，「書くこと」の指導を加えた下記の方法で行った。 
  （ａ）各インタビュー・テスト前の授業中に，質問に対する答えを生徒が自分なりに考え， 
    書く作業をする。 
  （ｂ）各回のインタビュー・テストの前の授業中に，生徒がつまずきそうな箇所をあらかじ 

め説明し，時間不足に対応する。 
 

 表２ 平成２０年度実施のインタビュー・テスト 

回 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回

実施月 ５月 ５月 ６月 ６月 ７月 ７月 ９月 ９月 10月 10月

英文数 １文 １文 １文 １文 ２文 ２文 ２文 ３文 ３文 ３文 

 
 （エ）評価と評価表 
ａ 評価は，４つの評価項目の評価を総合した３ランク（Ａ，Ｂ，Ｃ）で評価する。 
ｂ 評価は平常点の一部とし，評価Ａは１回のインタビュー・テストにつき１点ずつ加点す 
 る。評価Ｂ，Ｃは評価Ａになるまで，何度でもチャレンジできるものとする。 
    評価表 

第  回のインタビュー・テスト 月   日 回目挑戦（前回評価  ）

 評価項目 Ａ Ｂ Ｃ 総合評価（Ａ，Ｂ，Ｃ） 

１ アイ・コンタクトができているか    

２ 声の大きさは十分であるか    

３ 文で答えられているか    

４ 正確に答えられているか    

〔気がついたこと〕 
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（３）個別指導を可能にする方策の工夫 
 ア 自己評価シート「がんばるシート」を用いた指導 
 （ア）役割 
  ａ 生徒が，毎時間の授業を振り返りながら自己評価していくことにより，学習に対する意 
   欲を高める。 
  ｂ 生徒の英語学習におけるつまずきを早期に発見し，対応する。 
 
 （イ）「がんばるシート」 

日  付 （英語で書こう） 

（今日の目標） 

      今日の授業は理解できた？ Ａ  Ｂ  Ｃ 

 

（目標の達成度） 

      自分なりに頑張った？      Ａ  Ｂ  Ｃ 

 

Message to your teacher 

      ・生徒記入欄，日本語・英語可，学んだことや感想など。 

      ・ほとんどの生徒が日本語で書く。 

To you 

      ・教師記入欄，返事など。 

 
（ウ）使用手順 

  ａ 当初は，授業の冒頭で生徒が自分で決めるその時間の目標を記入し，達成の度合いと理

解度をＡ，Ｂ，Ｃの３ランクで自己評価した。しかし，教師が期待するような目標になら

ない（「寝ないようにする」等），毎回同じものである，無記入等の問題が生じたため，平

成１９年１１月から，教師が「クラス全体に達成して欲しい目標」を提示し，それを記入

して評価する形に変えた。 
    例えば，「“What is your favorite food?”を完璧に覚えよう」など，具体的にその授業で 

身につけるべき文を提示するようにした。 
  ｂ 目標はあらかじめ決定している定期考査の出題内容から設定し，定期考査前の自宅学習 

がしやすいようにした。 
  ｃ 毎回の授業の後に回収して，目を通し，生徒が記入したメッセージに対するコメントを 
   書いて，次の時間にフィードバックした。 
 
 イ 個別に行うワークシート「special work」を用いた指導 
 （ア）目的 
  ａ 授業中に約１０分間の個別指導に充てる時間を創出する。 
  ｂ 個人の学習進度や理解度に応じた自学自習をする。 
  ｃ 意欲的に取り組んでいるクラスメートを見て，刺激を受けるようにする。 
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  ｄ 英語に苦手意識があっても，毎日少しずつ積み重ねをすることによって学習効果が上が

ることを理解する。 
  ｅ 学習意欲を維持する。 
 （イ）内容 
  ａ 授業の予習，復習を助ける内容 
  ｂ 応用問題，発展問題に取り組み，英語に対する関心・意欲・態度及び習熟度に応じた学 
   習ができる内容 
  ｃ インタビュー・テストに備えた内容 
 （ウ）使用手順 
  ａ 教師：各定期テストまでの期間に，３０枚のハンドアウトを準備する。 

ｂ 生徒：自分の進度と，その日の意欲に応じて取り組む。 
ｃ 生徒：１枚終わるごとに，教師から次のハンドアウトを受け取って取り組む。 
ｄ 教師：生徒のその日の進度を記録する。  

 （エ）使用方法 
    「special work」を行う授業中の１０分間を，教師は以下のように活用する。 
  ａ 机間指導をし，生徒が進めている「special work」について補足説明をする。 
  ｂ １対１で英文をリピートする。 
  ｃ インタビュー・テストの練習をする。 
 （オ）「special work」の例 
 

例１：単語練習 

○ 次の単語の意味と発音を書き，単語を５回ずつ書いて覚えよう。 

  １ subject 
  ２ chemistry 
  ３ mathematics 
  ４ calligraphy 
  ５ biology 

意味[     ]  発音[    ]  練習[            ] 
意味[     ]  発音[    ]  練習[            ] 
意味[     ]  発音[    ]  練習[            ] 
意味[     ]  発音[    ]  練習[            ] 
意味[       ]  発音[     ]  練習[                ] 

 
例２：英語の語順 

○ 次の日本語を１回，英文を５回写そう。 

１ あなたはどのように学校に通っていますか。－ How do you go to school? 

２ 自転車で通っています。           － By bicycle. 

３ ジェニー，あなたはどうですか。   － What about you，Jenny? 

４ 東駅から電車に乗っています。     － I take a train from Higashi Station.

５ 乗り換えは必要ですか。           － Do you have to change trains? 
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例３：「インタビュー・テスト」対策 

○ 質問に対する自分なりの答えを考えてみよう。 
 １ Ｑ：How do you get to school? 
   Ａ：I take a train from (   ) Station. 
 ２ Ｑ：Do you have to change trains? 
   Ａ：Yes. I change to the (   ) Line at (   ) Station.  
 ３ Ｑ：How long does it take you to get to school? 
   Ａ：It takes about (   ). 

  
 ウ 授業における個別指導の流れ 
（ア）授業目標の記入（「がんばるシート」） 
（イ）授業展開 
（ウ）個別指導（「special work」１０分間） 
（エ）授業の振り返り 
 （オ）自己評価・メッセージの記入（「がんばるシート」） 
 （カ）ハンドアウトの提出（「special work」「がんばるシート」等ファイルの提出） 
 
 エ 「関心・意欲・態度」を積極的に評価する工夫「シール制度」 
   本研究における「１年間の到達目標に向けた段階的な指導」及び「授業における個別指導」 
  をより効果的なものとするため，生徒の授業時間内外の諸活動における「関心・意欲・態度」 
  をきめ細かく評価する工夫として実施した。 
 （ア）手順 
  ａ 授業で発言したり，ハンドアウトを完成させたりした際に，「シール」を与える。 
  ｂ 授業外に教師を訪ねて，インタビュー・テストの練習をした際に，「シール」を与える。 
  ｃ 生徒は，ハンドアウト や「special work」，「がんばるシート」を綴じるファイルの表紙 
   の裏に「シール」を貼っていく。 
  ｄ 学期ごとに集計し，枚数に応じて平常点として加点する。 
 （イ）効果 
    この評価の工夫は，これ自体が生徒の英語力を向上させたり，単独で学習意欲を維持，

向上させたりするものとは言い難く，本研究においてその効果を検証することも困難であ

る。しかし，「英語」という教科に苦手意識をもつ生徒（「学校生活アンケート」）を，英語

学習に意欲的に向かわせるための補助的な手段として，本研究を下支えした工夫であるこ

とは事実である。 
    最初は「子供っぽい」と言っていた生徒もすぐに慣れ，むしろ楽しんでシールを集めな 
   がら，知らず知らずのうちに授業に積極的に取り組む姿がみられた。     
 
（４）結果 
ア 平成１９年度インタビュー・テストの結果  
（ア）評価 
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 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回

生徒 A A BA A BA BA BBA BBA BA BBA BBA 

生徒 B A A A A A BA 未 BA A BA 

生徒 C B B BA 未 BＡ BBA BBA BA BA A 
＊評価「ＢＢＡ」 ：１回目のテストで評価「Ａ」にならず，３回目で合格となった 
＊評価「B」 ：その回のテストについて，２回目以降のチャレンジをしなかった 
＊「未」 ：未受験 

 
（イ）生徒Ａの指導経過 

  １回目のインタビュー・テスト 
初回のため，授業中に何度も全体で練習したが，この生徒は放課後もよく練習に来た。 

  ２回目のインタビュー・テスト 
   １回目は，単語のみで答えたことと，アイ・コンタクトがほとんどできなかったために不   
  合格となったが，翌日の２回目で合格した。 
  ５回目のインタビュー・テスト 
   １回目は watched を watchと答えてしまったことと，on Channel 10を言うことができ 
  なかったために不合格となった。動詞の過去形について説明したところ，当日再度テストを 
  受けて合格した。 
  １０回目のインタビュー・テスト 

１回目は，単語のみで答えてしまったため不合格になった。２回目は，at と to の用法を 
  混同したこと，と takes が take になってしまったために再度不合格となった。主語と動詞 
  の関係と前置詞について説明したところ，当日の内に再度テストを受けて合格した。 
 
 イ 平成２０年度インタビュー・テストの結果 
 （ア）評価 
 

 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回

生徒 D A A A A A BA BA BA BA BA 

生徒 E BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 

  
（イ）生徒 Dの指導経過 
    ５回目のテストまでは何とか１回のチャレンジで合格したが，２文，３文と増えていく 
   につれて，発話に時間がかかり，途中で止まってしまう状況が続いた。しかし，あきらめ 
   ることなく，すべての回を合格した。 
 （ウ）生徒 Eの指導経過   
    初回から最終回まで，すべて２回のチャレンジで合格した。答えを丸暗記することに一

生懸命になり，教師が質問を言い終わらないうちに答えたり，１度つかえると最初の質問

から言い直さないと答えられない状況が続いたが，最後まであきらめずに受験した。 
 
 ウ 平成１９年度「special work」への取り組み 
 （ア）資料 
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課題テスト

（入学時） 

１学期中間

テスト 

１学期期末

テスト 

２学期中間

テスト 

２学期期末

テスト 

学年末 

テスト 

生徒Ａ ４０点 
４０点 
１１枚 

３４点 
１２枚 

５６点 
２２枚 

５９点 
３０枚 

７１点 
３０枚 

生徒Ｂ ４７点 
４３点 
１５枚 

４２点 
１８枚 

６１点 
３０枚 

５７点 
２４枚 

６４点 
２８枚 

生徒Ｃ ３１点 
２３点 
４枚 

２８点 
５枚 

４９点 
１９枚 

５５点 
３０枚 

６２点 
３０枚 

        ＊上段：定期テスト結果（１００点満点） 
        ＊下段：取り組んだ「special work」の枚数（各考査まで３０枚） 

  
 （イ）指導経過 

  生徒Ｂは，英語が「好き」な生徒であり，生徒Ａ，Ｃは，英語が「苦手」な生徒である。 
    生徒Ａ，Ｂは，「special work」を使っての学習に少しずつ慣れ，最後まで意欲的に取り 
   組んだ。定期考査の結果では，生徒Ｂも徐々に上昇したが，生徒Ａが大きく上昇し，最終 
   的に生徒Ｂの成績を抜いてしまった。 
    生徒Ｃは，英語に強い苦手意識があり，１学期の間は，「special work」を含む授業にあ 
   まり意欲的ではなかった。「がんばるシート」のメッセージ欄にも「記入なし」が続いたが， 
   教師がメッセージを書き続けているうちに，２学期から徐々に学習に対する意欲を見せ始 
   め，「special work」の枚数も増えていった。結果的に，考査での点数が入学時課題テスト 
   の倍になり，最後の「がんばるシート」には「英語はそれほど嫌いじゃなくなった」と記 
   入するに至った。 
 
６ 研究評価 
（１）「インタビュー・テスト」 
 ア 成果 
 （ア）平成１９年度生徒Ａ 
    最初はアイ・コンタクトも忘れてしまうほど緊張していた様子だったが，３回目のイン 
   タビュー・テストからは，自然とできるようになってきた。やがて，たどたどしいながら

も，単語だけでなく，文で表現しようとする姿勢を見せた。全１０回の感想を尋ねると，

「英語を話すことに少し自信がついた気がする」とのことであった。不合格となっても，

あきらめずに再度チャレンジする意欲を持ち続けた。 
 （イ）平成２０年度の生徒たち 
    途中であきらめてしまう生徒は皆無で，ほとんどの生徒が各回最大２回で合格となった。 
   年度初めのアンケート調査では，「英語は最も苦手な教科」と答えた生徒も数名いたが，最 
   後まで意欲的に取り組んだ。全ての生徒が各回の「インタビュー・テスト」を忘れずに受 
   験した。 
 （ウ）「英語が通じた」生徒 
    ある生徒から，「駅で外国の方に，英語で乗り換えの仕方を伝えられたよ。僕の英語が通

じたよ」との報告があった。以前，外国の方に話しかけられたが，相手の話をよく聞かずに
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逃げ出してしまったことがあったそうだ。今回は勉強した単語が聞き取れたので，何とか頑

張って応対したら，相手の方が“Thank you.”と言ってくれてうれしかったとのことだっ
た。その状況を語る生徒の声は，満足感に溢れるものであった。 

 （エ）「スピーチ・コンテストに出場したい」生徒 
    最初は英語に苦手意識があったものの，４回目のインタビュー・テストから意欲を見せ始

め，その後は熱心に取り組んだ生徒がいた。彼女は，その年の地区のスピーチ・コンテスト

に出場したいと申し出て，練習に励んだ。 
 
 イ まとめ 
   実践の中でも特に授業中に何度もペアワーク等で練習することで，実際のインタビュー・ 
  テストでは，過度に緊張することなく取り組むことができることと，評価がＡになるまで何 
  度でもチャレンジしてよいことで，失敗を恐れずに発話する雰囲気づくりができた。 
 
（２）「がんばるシート」 
 ア 成果 
 （ア）授業における生徒の集中度が上がったこと 

  授業でするべきことがはっきり分かるので，生徒の集中度が高まった。「授業中に何をし

たらよいか分かるようになった」と書く生徒が出てきた。 
 （イ）教師の授業改善意識が高まったこと 
    生徒が記入した理解度の評価について，特に注意を払うように努めている。例えば，半 
   分以上の生徒が理解度Ｃをつけた場合は，次の時間に同じ箇所をもっと分かりやすく説明 
   する等，授業内容の工夫・改善のために役立てている。「どんな時に動詞にｓがつくか分 

からない」というメッセージがあれば，次回は「主語について」から授業を始めるなど， 
どこで生徒がつまずいているのかを把握することができる。 
 

 イ まとめ 
   全体で達成して欲しい目標を書き始めてから，クラスのまとまりが非常によくなったと感 
  じている。また，生徒一人ひとりのつまずきを早期に発見するために始めたことであるが， 
  教師が生徒の声を確実に受け止める姿勢を持つことによって，生徒のつまずきにより早く対 
  応できるなど，教師自身の授業改善の意識を常に維持させる効果がある。 
 
（３）「special work」 
 ア 成果 
 （ア）生徒が自分のペースで勉強できるようになったこと 
      平成２０年度の実践の中で，クラスの人数が多く，１枚ずつのハンドアウトでは，全員

が受け取りに来る時間的なロスが大きいこと，また，進度に差がつきすぎるとモチベーシ

ョンを下げてしまう恐れがあるのではないかと考え，全員が購入する教科書副教材のワー

クブックを「special work」として使用し，個別指導の１０分間に，進度に合わせ進めて
いくようにする改善を加えた。１枚ずつのハンドアウトを取りに来る必要がないので，他

の生徒の進度を気にせず，自分なりのペースで取り組むことができるようになった。 
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 （イ）全員に個別指導する工夫ができたこと 
    各自が進めている箇所について補足説明をしたり，１対１で英文をリピートしたりする

生徒を，授業ごとに数人決めておき，全員に対して週に２回程度は個別指導するようにし

ている。また，個別の質問に回答する時間としても活用できる。４月当初には，「熟語の意

味をどのように調べたらいいか分からない」という質問もあり，この時間を利用して辞書

の使い方について個別に指導した。 
 （ウ）生徒が英語の勉強の仕方を身につけたこと 
   学習に対して消極的だった生徒も，英語で発話することや，英文を何度も書いて覚える 
ことに徐々に慣れてきたようだ。そのことは，授業中のリピートや発話の声が少しずつ大 
きくなってきていることや，間違いを恐れずに英語で発話しようとする生徒が増えてきて 
いることから伺うことができる。また，「考査前の勉強方法が分からない」と言っていた生

徒が，自分で英文や単語を何度も発音しながら書く姿を目にするようになった。 
 

 イ まとめ 
   １０分間という短い時間ではあるが，この「special work」を毎時間積み重ねることで， 
生徒一人ひとりに頻繁に個別指導を行うことができる。また，時間を持て余す生徒が一人も 
いない状況を作り出すことが可能である。「がんばるシート」に「忙しいけれど，充実してい 
て，あっという間の授業だった」と書く生徒が数名いる。 

  
７ 結論 
（１）仮説１ 
   研究評価（１）及び（３）の結果から，「３文を言うことができるようになること」を目指     

してインタビュー・テストに取り組む段階的な指導は，生徒が英語学習に対する意欲を持っ

て，相手の話をよく聞き，間違いを恐れずに，発話しようとする意欲を向上させると言える。 
（２）仮説２ 
   研究評価（２）の結果から，授業のゴールがあらかじめ分かることは，毎日の授業の中で， 
  生徒の集中度と英語学習に対する意欲を高めると言える。 
   また，生徒の英語学習におけるつまずきを早期に発見し，早期に対応することによって，

生徒が授業中に安心して発話しようとする雰囲気を醸成するものと言える。 
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