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ＡＬＴとの効果的なティーム・
ティーチングで行う授業づくり

佐用町教育委員会教育課 教育推進室

指導主事 西
にしかわ
川　典

のり
男
お

１　はじめに

　佐用町は，兵庫県播磨北西部に位置し，岡
山県との県境に面している。町内小学校は６
校で，児童数は683人，町内中学校は４校で，
生徒数は354人である。児童数の減少により，
ここ数年で学校統合が進み，10校あった小学
校が６校になった。
　 現 在， 佐 用 町 で は， 外 国 語 指 導 助 手

（Assistant Language Teacher，以下ＡＬＴ）
を２人配置している。すべての小中学校に対
応するため，各小学校には週１回２時間ずつ
の割り当てとなっている。

　そのような中，町内の小学校では，新学習
指導要領の完全実施を再来年度に控え，これ
までの外国語活動の実践の成果と今後の新し
い外国語教育の考え方を合わせ，小学校にお
ける外国語活動の指導方法の工夫改善に向け
て，昨年度より研修講座や授業研究を実施し
てきた。
　今年度も「外国語教育の充実」を「教育 

さよう 一般方針」の最重点項目の１つに位
置づけている。小学校外国語教育の早期化・
教科化をふまえ，発達の段階に応じて，ＡＬ
Ｔとの外国語を用いたふれあいや対話の機会
を充実し，国や文化の異なる人々と積極的に
コミュニケーションを図ろうとする態度を育
成することや，教職員の授業力向上のための
研修講座を充実させるための取組を推進して
いる。

２　学級担任の意識の向上をめざして

　「小学校での外国語教科化に，学級担任は
どう対応したらよいのか」「どのような授業
づくりをすればよいのか」等，学校現場から
は戸惑いや不安の声が聞こえてくる。特に，

「学級担任にはどの程度の英語力が必要なの
か」という疑問を抱いている教員が多い。
　教員自身の英語力ももちろん大切である
が，それ以上に必要なのは，「児童の発話を
促すことができる英語力」であり，指導にふ
さわしいコミュニケーション能力である。そ
のため，移行期間であるこの２年間の間に，
子どもやＡＬＴとの英語でのやりとりに慣れ
ていくことが大切になってくる。
　「小学校学習指導要領解説 外国語編」では，
指導体制について，「学級担任の教師又は外
国語を担当する教師が指導計画を作成し，授
業を実施するに当たっては，ネイティブ・ス
ピーカーや英語が堪能な地域人材などの協力
を得る等，指導体制の充実を図るとともに，

▲ 国史跡に指定された利
り

神
かん

城跡
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指導方法の工夫を行うこと」とされている。
ここ数年の「外国語活動」では，町内におい
ては，学級担任がネイティブ・スピーカー（Ａ
ＬＴ）や英語が堪能な地域人材に頼りすぎて
いる例が散見している。確かに，標準的な英
語の音声に接し，やりとりする機会を確保す
るためにはサポートを得ることは必要であ
る。しかし，児童理解や他教科との連携，さ
らに教科化により「評価」が必要になること
を考えると，ＡＬＴに任せるだけでは授業は
成り立たない。コミュニケーション活動を中
心とした，児童が学びやすい環境や雰囲気を
つくるためには，児童のことをよく理解して
いる学級担任は欠かせない存在である。まず
は，学級担任の意識の向上を図っていくこと
が重要であると考え，教育委員会（教育研究
所）主催の研修講座を計画することとした。

３　昨年度の取組

　学級担任がＡＬＴと効果的なティーム・
ティーチングの指導を行うためには，学校全
体で体制を整える必要がある。そこで，昨年
度の10月２日に「小学校管理職外国語研修会」
を開催し，小学校英語教育をめぐる教員と保
護者の意識調査による現状の確認や，学習指
導要領改訂の経緯（外国語活動・外国語科に
関わる部分のみ），「研修ガイドブック」と教
科書「We Can ! ①②」の解説等を行った。
　同時に，今回の学習指導要領改訂に際し，

文部科学省が学校現場をサポートする様々な
情報提供を行っていることについて，町内の
教員への周知を図った。「研修ガイドブック」
だけではなく，文部科学省チャンネルの「ク
ラスルーム・イングリッシュ」「Small Talk」
等の音声・映像教材等を紹介した。
　そして，10月13日から１〜２週間に１回の
ペースで「小学校外国語活動・外国語講座」
を開催し，外国語活動の授業のはじめの挨拶
を中心に小グループで実践研修を行った。３
学期からは，平成30年度より使用する外国語
教科書「We Can ! ①」の授業の一部を小グ
ループで実践研修することとした。各教員が
できるだけ負担感なく講座に参加できるよう
に，金曜日の午後３時30分から１時間の時間
設定で実施した。
　実際の授業の中で，各活動の最初のコール
や，振り返りの時間は学級担任が行う等，少
しずつ担任主体の授業になるようにシフトし
ていくことや，活動の見本を学級担任とＡＬ
Ｔが協力してやってみせることで，ティーム・
ティーチングの効果が上がっていくことを確
認することができた。また，講座受講後のア
ンケートや聞き取りを通して，研修ガイドやデ
ジタル教科書の活用状況や，各校の取組状況，
研修内容の要望等が把握できるように努めた。

＜講座受講者のコメント＞
・ＡＬＴにお任せすることが多いので，こう

いう機会で自分が発音し，指導するのは，
とても緊張した。よい経験になった。

▲ 研修会の様子

▲ ６年生の授業の様子
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・私たちが慣れるためにも，これくらいの少
人数で実践的な研修ができるとありがたい。

・授業の展開や終末等，実際にテキストを
使って，模擬授業形式の研修がしたい。

・１時間ほどで負担も少なく，子ども達が帰
る時間なので，学校を出やすかった。

・「We Can ! 」にふれられたことや，授業の
最初のイメージができたことがよかった。

・教師も外国語に興味を持って楽しめない
と，子ども達も好きになれないと感じた。

・担任とＡＬＴの役割分担，ＴＴのときの基
本的な考え方等を共有しながら授業づくり
がしたい。

・担任学年別（テキスト別）の研修を希望する。

４　今年度の取組

　４月，新年度の学級担任も決まり，各教員
の「外国語活動」に対する意識や，やる気も
向上してきた中で，昨年度からの研修内容の
ニーズにも対応しながら，研修講座の計画を
立てた（表１）。

　より実践的・具体的な指導方法が学べるよ
うに，各学年別に分けて講座を実施すること
にした。それによって，受講者同士のコミュ
ニケーションも活発になり，安心感も生まれ，
普段の授業での課題等も多く出された。講座
の後半部分には，ＡＬＴとのコミュニケー
ションをとれるようにＡＬＴへの質問コー
ナーも設けた。

　また，研修講座の前後に，ＡＬＴと十分に
打合せをしたり，振り返りをしたりする時間
をとって，ＡＬＴの思いやアイデアも聞きな
がら，お互いに気持ちよく研修できるように
心がけた。

＜講座受講者のコメント＞
・ちょうど来週，授業をする内容だったので，

イメージができて，大変参考になった。
・デジタルフラッシュカードの活用方法を学

ぶことができたので，実際に活用してみた
いと思う。

・正しい発音の仕方や，もっとしゃべって慣
れる研修をしたい。

・他の学校の先生と情報共有・意見交換でき
てよかった。担任が外国語の授業にどのよ
うに関わるかを，これからも話し合う機会
があればよいと感じた。

・他市町の授業づくりについても知りたい。
・オールイングリッシュか，日本語もあり

か，それぞれの活動の中で，どちらがよい
のか，考えさせられることがよくある。

・共有フォルダのワークシートの活用方法が
わかったので，授業で積極的に使いたい。
これからもツールを増やしてほしい。

　やはり，新学期がスタートし，実際に新
しいテキストを使用した授業が始まったこ
とを受けて，この研修講座に対する要望も，

「模擬授業形式の研修がしたい」「ＡＬＴとの
ティーム・ティーチングをもっと安心してで

▼ 表１　研修講座計画

▲ ペアでインタビューのワーク

月  日（曜） 主な対象学年
５月 11 日（金） ６学年
５月 18 日（金） ５学年
５月 25 日（金） ３・４学年
６月 8 日（金） ６学年
６月 15 日（金） ５学年
６月 22 日（金） ３・４学年
６月 29 日（金） ６学年
７月 13 日（金） ５学年
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きるようにしたい」「次の授業にすぐ使える
ゲームやアクティビティを学びたい」といっ
た具体的で即効性のある内容を求める声が多
くなってきている。
　また，ＡＬＴとの打合せの時間が十分に取
れないという課題に対応するため，町内のす
べての学校で確認ができる「共有フォルダ」
を作り，その中で，授業プラン（表２）やワー
クシート（表３），教材等をやりとりできる
ように工夫をした。

５　おわりに

　昨年度から研修講座を継続し，研修内容も
ニーズを反映しながら，リニューアルしてき
たことで，少しずつではあるが，教員の意識
ややる気が向上してきていると感じている。
研修講座にのぞむ姿勢も，当初は受身で消極
的な面も見られたが，少人数での研修のメ
リットもあって，しだいに積極性や主体性が
見られるようになった。
　こうした教員の姿勢が，実際の授業で反映
され，子ども達にもよい影響がでるように，
今後も学校と協働・連携し，サポート体制を
継続していきたい。

▲ ペアでのアクティビティの様子

▼ 表２ ＡＬＴとの打合せ用の「授業進行表」

▼ 表３ ＡＬＴ自作のワークシート
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１　はじめに

　本校は明治41年創立，今年110年を迎えた
全日制高校である。定員は一学年普通科280
名，創造科学科40名で，四綱領「質素・剛健・
自重・自治」を校訓に，生徒の主体的な活動
を重視する教育を実践している。
　生徒が将来，国際社会で「活躍」するため
に，幅広い教養を持ち，様々な世代や異なる
価値観の人々と連携する資質・能力と，より
よい社会に変えていく高い志が求められる。
本校特色化の核として「“課題先進国”日本を
担い世界へはばたく『未来の創造者』の育成」
をテーマとして掲げ，平成27年度にSGH※指
定校となった。学校設定教科「創造」を開設
し，国際機関，行政機関，国内外の高校・大
学，企業等との連携の下，グローバル社会の
課題解決を目指す文理融合型の課題研究を柱
に，「社会創造力」，「科学的思考力」，「複眼
的思考力」，「自律的活動力」の育成に取り組
んでいる（表１）。

　ここでは，創造科学科の取組と海外研修
を中心に，「未来の創造者」を育成する本校
SGH事業の実践を紹介する（図１）。

２　「創造基礎」の取組とイギリス研修

⑴ 学校設定科目「創造基礎」
　創造科学科１年生が受講するこの科目は，
ローカル・ナショナル・グローバルな課題に
ついて外部講師の講義やワークショップ形式
の学習と，神戸市長田区をフィールドに調査
研究し，課題解決を図る実践型学習をミック
スさせている。現代社会の諸問題の知識理解
とともに，社会の形成者として必要な資質・
能力を養い，さらに社会の在り方や生き方を
考えさせることを目的としている。
　以下は，平成29年度に生徒が取り組んだ主
な実践型学習のテーマと概要である。

世界へはばたく
「未来の創造者」
の育成

県立兵庫高等学校

SGH推進委員長　主幹教諭

SGH推進副委員長　　教諭

SGH推進副委員長　　教諭

大
おおまえ
前　吉

よしふみ
史（写真左）

窪
くぼ
田
た
　勉
つとむ
（写真中央）

大
おおさわ
澤　哲

さとし
（写真右）

:Literature :Science

▼ 表１　「未来の創造者」に必要な力

社会創造力 社会に貢献する志、信頼関係を構
築する力や企画力・行動力

科学的思考力 最先端の科学について探究すること
で、論理的に物事を解決する思考力

複眼的思考力 国際的な視野を持ち、さまざまな
角度から物事を柔軟に考える力

自律的活動力 何事にも積極的に取り組み、自己
のキャリアを設計していく活動力

▲ 図１　創造科学科における教科「創造」の学びの体系
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①　駒ヶ林アクアリウム
　長田区駒ヶ林地区の空き地の雑草や不法投
棄を防ぐため，ブルーシートを活用して地域
の子ども達と魚の絵を描くワークショップを
実施し，新アートスポットをつくった。
②　長田のええとこザ・ベストテン
　長田区新長田南区が人のつながりを大切に
し，バリアフリーなど高齢者に住みよいこと
に着目した地域インタビューを撮影して動画
にまとめた。（長田区ええやん長田動画コン
テスト優秀賞）
③　やさしい日本語を広めよう
　市内に住むベトナム人が地域で生活するた
めに「やさしい日本語」が適切であること
を学び，青年記者としての取材等をまとめ，

「HYOGO PEPPER vol.11」に掲載した。（関
西学院大学総合政策学部リサーチフェア2017
審査委員会特別奨励賞）
　なお，これら地域課題解決型学習の成果が
認められ，平成30年７月12日の兵庫県政150
周年記念式典において，「高校生が考える県
政150周年記念事業」の代表校として，生徒
が創造基礎の取組について発表した。

⑵ イギリス研修
　イギリス研修は，創造科学科生と普通科
SGH受講生の２年生10名を対象に，７月に７
日間の日程で実施している。この研修は，古
都ヨークと首都ロンドンを訪問し，大学教授
とのディスカッション，JETROロンドンや
日系企業の訪問，Bexley Grammar School生
徒との交流等を行っている。
　研修の中心は，創造基礎の取組をヨーク大
学教育学部Ian Davies教授とともに「シティ
ズンシップ教育」の文脈から議論することで
ある。上記(1)の実践活動についての発表に対
し，①「Research Question」が明確かどうか，
②問いに対する仮説が適切か，③仮説検証お
よび活動目的をどの程度達成できたのかとい
う観点から批判的に活動をふりかえる機会と
なった。
　 次 に，Davies教 授 か ら「What sort of 

place is the UK(United Kingdom)?」との問
いが提示され，生徒はグループでポスター
を作成した。日本と比較しながら，イギリ
スの「ポイ捨て問題」や人々の「議論好き」

「礼儀正しさ」について発表した。Davies教
授からは地域課題研究をふまえた説得力のあ
る発表だと評価をもらう一方，SGHプログラ
ムによって，「日本人らしくなる」のか否か
と問われ，国際社会で活躍する人材のアイデ
ンティティについて考えるよう示唆されるな
ど，生徒は大きな刺激を受けた。

３　「課題研究」の取組とベトナム研修

⑴ 学校設定科目「課題研究」
　創造科学科１年生対象の理数に関するこの
科目は，神戸大学大学院人間発達環境学研究
科の伊藤真之教授の指導のもと，大学院生の
ピアサポートを受けて身近な自然科学に関す
るテーマを設定し，５人８班で研究に取り組
む。この科目のねらいは，最先端の科学につ
いての実験・実習・考察を通して，論理的に
物事を解決する思考力を育成することである。
　課題研究では，大学院生の支援や大学の施
設利用など，生徒は高度な研究手法を用いる
ことができる。さらに校内での教科学習と相
乗効果をもたらし，２年で文系を選んだ生徒
にも，理数の素養をもたせることができる。
　以下は，平成29年度に生徒が取り組んだ主
なテーマと概要である。
①　鳥と果実の関係
　柿を用いて糖度や色などの観点から鳥はど
のような特徴の果実を好んで食べるかについ

▲ ヨーク大学シティズンシップ教育プログラム
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て，実験装置を作成して実験した。（甲南大
学リサーチフェスタビッグデータ賞）
②　高分子から見るテーピングの選び方
　部活動等で使用するテーピングを赤外分光
法により粘着面の成分を分析し，クラス全員
の腕の内側に貼ることで，粘着力，痒み，か
ぶれの原因等の特定に取り組んだ。（IBLユー
スカンファレンス金賞）
③　数理生物学でゴキブリの気持ちを解析
　ゴキブリ駆除剤の効果を，「ロジスティッ
ク成長」という個体数の変化を表す数理モデ
ルも用いてシミュレーションした。

⑵ ベトナム研修
　創造科学科生と普通科SGH受講生の２年
生30名を対象に，７月に６日間の日程でベト
ナムの古都フエと首都ハノイを訪問してい
る。本研修は大阪大学グローバルイニシア
ティブ・センター住村欣範准教授の協力を得
ており，現地でも住村准教授の同行指導のも
と，大阪大学大学院薬学研究科大学院生のピ
アサポートを受けながら生徒は衛生環境に関
する実験・実習を行った。
　フエでは，農村部で薬剤耐性菌増加の原因
と考えられている抗生物質の大量使用の現状
や河川の汚染状況を視察。フエ医科薬科大学
で環境問題班，食品衛生班，生物資源班に分
かれ，市場で販売される食品やサンプリング
で得られた試料を用いて，実習を行った。
　ハノイでは，国家大学自然科学大学附属専
科高校生とともに，ハノイにて得られた試料
を用いて実習を行った。最後に，フィールド
ワークや実験の成果について，３つの研究班
が英語で発表した。
　なお，昨年度，薬剤耐性菌に関する研究・
普及活動が評価され，第１回薬剤耐性（ＡＭＲ）
対策普及啓発活動表彰において文部科学大臣
表彰を受賞した。主な受賞理由は，①ベトナ
ムにおける継続的な研究，②平成28年８月の
Ｇ７神戸保健大臣会合の関連イベント ｢ひょう
ご・こうべ保健医療ハイスクールサミット｣ に
おける研究発表が高評価を得たことであった。

４　学校設定科目「RRE」

　（Research and Report in English）
　創造科学科１年生が受講するこの科目で
は，４名10班で現代社会の諸問題について調
べ，英語で議論を行う。各学期末に兵庫教育
大学の外国人留学生との交流会（英語ディス
カッション）を行っている。この科目は，英
語による討論や発表技術を身につけること
で，総合的な英語運用能力を高めていくこと
を目的とし，さらに，異なる価値観の人々と
議論することで幅広いものの見方や教養を身
につけることも目標としている。
　RREで扱うテーマは，「教育」「環境」「地域
課題」など，他科目での既習内容についてで
ある。これは，調べる時間を短縮することに
より，英語に向かう時間を確保するためであ
る。また，テーマはそれぞれ専門的な内容も
含むが，留学生について英語ネイティブでは
ない人選をしていることから，できるだけ平
易な英語を用いるよう生徒に指導している。
　RREの活動成果は，２年生の海外研修で
現れる。現地の講義では，専門的な用語も多
少は使用されるものの，生徒は平易な英語で
議論に参加したり，日常会話を楽しんだりす
ることができる。何より，相手が異なる価値
観であることを前提に，生徒は自分の意見を
わかりやすく表現し，押し付けないように配
慮することを心がけていることが，RREの
成果といえよう。

▲ フエ，ドンパ市場での実験試料の購入
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５　事業評価としての卒業生アンケート

　平成29年11月に総合科学類型・未来創造コー
ス（創造科学科の前身）の卒業生対象にアン
ケートを行い，45名から回答を得た（表２）。

　４つの力について，概ね９割以上の卒業生
が身についたと回答した。特に，Ⅰ－⑴，⑺
について①を選択した卒業生が多い。これら
の資質は，別の質問から，卒業生の５割が「創
造基礎の取組」が伸長させたと答えている。
また，Ⅰ－⑶ ，Ⅰ－⑷については，「課題研
究の取組」により身についたと答えた卒業生
が多かった。
　本校のグローバル教育から受けた影響につ
いては，活動を通して海外に目を向けたり，
留学を意識するようになったりする卒業生が
多いという結果を得た。また，「Ⅱ－⑶高校
卒業後すぐ，海外の大学へ進学すればよかっ
た」と考えた卒業生が２割を超え，「Ⅱ－⑷将
来，仕事で国際的に活躍したい」の６割とあ
わせて，本校のグローバル人材育成活動が国
際社会に向かう高い志を持ったことが伺える。

６　まとめと今後の課題

　創造基礎と課題研究により４つの力の基礎
的な資質・能力を身に着け，海外研修では文
理に関わらずグローバル課題に意欲的に取り
組むことで，その力をより伸長させている。
ここでは触れなかった創造科学科２年生の

「創造応用」では，１年生で学習した幅広い
知識をもとに，より専門的で文理融合型の研
究を進めていく。
　課題としては，これらSGHの成果を校内や
郊外へどのように普及させていくかである。
また，１年生からSDGs※を意識したテーマや
取組にしたいと考えている。そして，指導方法
や事例蓄積など教員の研修体制も課題である。
※SGH：Super Grobal Highschool
※SDGs：Sustainable Development Goals

▲ 兵庫教育大にて留学生とのディスカッション

▼ 表２ 卒業生アンケート
Ⅰ　高校時代の学びで身についたスキル
①大いに身についた　　　　②ある程度身についた
③あまり身につかなかった　④身につかなかった

（単位:％）

区分 ① ② ③ ④
⑴いろいろな世代の人と
交流する 社

　会
　

　創
造
力

57.8 33.3 8.9 0
⑵正解のない問題に取り
組む 55.6 40 4.4 0
⑶論理的に物事を考える
スキル 科

学
的

　思
考
力

45.7 52.2 2.2 0
⑷筋道立てて相手に伝え
る 51.1 37.8 11.1 0
⑸いろいろな角度から物
事を考える 複

眼
的

　思
考
力

43.2 52.3 4.5 0
⑹ディスカッションを進
める 52.3 43.2 4.5 0

⑺自ら主体的に活動する 自
律
的

　活
動
力

63.8 29.8 6.4 0
⑻課題を掘り下げて自分
で考える 46.7 46.7 6.7 0

Ⅱ　本校のグローバル教育で受けた影響
①そう思う　　　　　　②どちらかといえばそう思う
③あまりそう思わない　④そう思わない

（単位:％）

区分 ① ② ③ ④
⑴高校時代の学びの影響で、海外
へ目を向けるようになった。 42.9 31 21.4 4.8
⑵学生時代に海外留学や海外研修
に行きたい。（既に経験した人は①） 45.2 33.3 11.9 9.5
⑶高校卒業後すぐ、海外の大学へ
進学すればよかった。 7.1 14.3 31 47.6
⑷将来、仕事で国際的に活躍した
い。 35.7 23.8 33.3 7.1
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 実 践 報 告
小学校の45分間授業でできる自然体験型環境教育
宍粟市立城下小学校の実践報告

e- みらっそ環境教育プロジェクト　代表 本
ほん

多
だ

　孝
たかし

 「e- みらっそ環境教育プロジェクト」とは
　30年前から，宍粟市，西脇市，小野市，姫
路市，たつの市，赤穂市などで小中高生や学
童保育所，大人を対象に自然体験型環境教育
に取り組んできた。
　平成23（2011）年に宍粟市において環境基
本計画が策定され，環境教育を1つの柱とし
て取り組むことになった。その実行組織とし
て今までの経験を生かして「e－みらっそ環
境教育プロジェクト」を立ち上げた。
　当初は，宍粟市立の山崎小学校と千種小学
校の２校から始まり，２～４年生対象で各学
期１回の年３回で実施してきた。現在は，宍
粟市内の戸原小学校，城下小学校，山崎小学
校，山崎西小学校，伊水小学校，神野小学校，
河東小学校，はりま一宮小学校，波賀小学校，
千種小学校で毎学期実施し，単発で都多小学
校でも行っている。さらには，幼稚園３園，
夏休みには学童保育所６か所，山崎図書館等
でも実施している。他の西播磨地域へも活動
が広がりつつある。

「e- みらっそ環境教育プロジェクト」のメンバー
　「e-みらっそ環境教育プロジェクト」はボ
ランティアで実施しているが，学校教育の一
部をお手伝いさせていただくので，全員が文
部科学省・環境省登録スクールインタープリ
ター養成講座の修了者である。
　メンバーは，小学校教諭や大学非常勤講師
のOB，塾講師など子どもと環境に関わる方々
が主となって活動している。
　小学校ではゲストティーチャーの位置づけ
で活動させていただいている。
 

宍粟市立城下小学校の環境教育活動
　城下小学校は，環境教育に地域とともに熱
心に取り組まれている小学校だ。

 　平成29年度の，西播磨県民局県民交流室
環境課が主催する「こども環境教育リーダー
実践発表会」は，西播磨県民局からの依頼
があり，「e-みらっそ環境教育プロジェクト」
がコーディネートを行った。
　その際に発表会の会場を引き受けてくださ
り，２～３年生を中心に全校生参加で発表さ
れた。会場準備や発表準備でも大変お世話に
なった。
　城下小学校では，２年生の自然体験型環境
教育の実践と，４年生の防災教育のお手伝い
をさせていただいているが，本稿では２年生
の実践について報告する。

【プロフィール】
学生の頃から生協活動の中で環境問題に取り組み，1989年から自然環境保全の活動をはじめた。宍粟市では2011年
から小学校での自然体験型環境教育に取り組む。

▲ 養成講座の様子

▲ 城下小学校での県民局主催環境教育発表会
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五感を使って自然を感じる体験
　平成30年度１学期の取組は，自然と人の関
わりを中心に，身近な校庭の自然を対象に「五
感を使って校庭の自然を探してみよう」を実
施した。２年生の児童は五感を常に使って情
報を得ているが，五感という言葉はわからな
いようだ。はじめに見たら何が分かる？と聞
くと「色」「形」「大きさ」などと声が出た。
聞いてみたら？「鳥の声」「風の音」，におっ
てみたら？「くさい」「いいにおい」「花のに
おい」，さわってみたら？「ザラザラ」「つる
つる」，食べてみたら？「おいしい」「あまい」

「からい」と感じ取れることを言ってくれた。
そういう５つの感覚を使って感じることを五
感と言うんだよと説明した。
　そして，なぜ五感で自然を感じることが大
切なのかクイズを出した。児童はクイズが大
好きだ。自然の中から発見された生活に役
立っているものは何か？①ハエたたき②クシ
③マジックテープ。正解だと思うものを順番
に聞くと，ほとんどバラバラに手が上がった。

「答えは③のマジックテープです」みんなの
靴についているマジックテープをさわっても
らうと「片方はふわふわしているけど片方は
チクチクしている」と返ってきた。自然の中
にそんなのあるかなと聞くと，「ひっつきむ
し」，中には「オナモミ」という声も。まさ
にオナモミからヒントを得てできた便利な
グッズだ。「だから五感で，しかも身近にい
つもある自然を見ることが大切なんだよ」と
話した。
　体験活動では，ワークシートの説明をし
た。探すものは，①色や形（視覚），②にお
いがするもの（臭覚），③手触り（触覚），④
音がするもの（聴覚），⑤他になんでも。今回，
味わう味覚を使わない。
　そして，各班を担当するゲストティー
チャーがリーダーとなって見本を見せ，良
かった理由を話す。
　ワークシートを作るのは，結果を目で見ら
れるようにするためだ。教室に掲示したり家
に帰ったら見せたりできるようにしている。

「あとで発表会（振り返り）をします」と知

らせて，班分けして各班にリーダーがつく。
　通常，学校の大小にもよるが，２～４班に
分ける。２クラスある場合は，１クラス45分
で次の時間にもう一クラスで同じことをす
る。

 
思考力・表現力・自尊心を高める工夫
　少人数の班を作る理由は，リーダーと児童
のコミュニケーションをしっかりとるため
だ。児童が見つけたものを見せてもらい，良
かったところを聞いたり，一緒に探してサ
ポートしたりしている。そして児童の発見を

「すごい！！」と褒めて共有している。

　見つけたものをワークシートにセロテープ
で貼り付ける。
　そしてみんなで発表会をする。班ごとに前
に出て頭の上に掲げ，みんなに見てもらう。
その後一人一人に発表してもらうが，そのと
きリーダーは「探していて良かったのはどれ
ですか。その理由を聞かせてください」と尋

▲ リーダーが作った見本

▲ 班に分かれて自然探し
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ねる。知識を尋ねたら正解，不正解しかない。
良かったのがどれで，なぜ良かったかの理由
はその児童にしか分からないことだ。これな
ら発表に不正解はない。自分だけの発見だか
らこそ，自分の中で意味があって，ちゃんと
表現し，仲間に伝えようとする。

　自分で思考し，発表のために表現する。そ
のことで思考力・表現力・自尊心やコミュニ
ケーション能力を育てている。そして一人一
人にいいねカードをリーダーの「すごいね」

「良かったよ」という言葉で褒めて渡してい
る。

　ねらいは，自尊心を持ってもらうためだ。
環境教育の目標は，手段として自然の知識や
ふれあい，親しみのための取組は必要だが，
最終目標は，環境問題を解決する行動がとれ
る実行力のある人を育てることだ。「僕なん
か何をしても一緒」と自信がない児童に，自
尊心を育てることも考えてプログラム化しな

いと環境教育にならない。そのために，褒め
ることに力を入れている。児童が「いいねカー
ドを勉強机に貼っている」とか「大切にして
いる」「嬉しかった」「褒めてもらえたので頑
張って発表できた」とあとで教えてくれた。
　まとめで，「身近ないつも見られる自然で
も人の暮らしに役立つものがたくさんある。
身近な自然を大切に」と話して先生にバトン
タッチする。
　児童が「楽しかった」「もっとしたい」「考
えながら探すのがよかった」「またやりたい」
と言ってくれた。

45 分間のプログラムの特徴
　この自然体験型プログラムの特徴を以下に
あげる。
・校庭で45分間で終わるので，特別な体制は

必要なく，体育の授業で運動場に出る感覚
でできる

・通常の時間割の中に入れることができ，他
の行事があっても，授業時間があれば問題
なくできる

・見過ごしている校庭の身近な自然の中でも
自然体験ができ，よく見ると様々な草花が
あり，知らなかったこともよく見えてくる

・児童とコミュニケーションを進め，発表会
で思考力・表現力を高め，いいねカードと
褒めることで自尊心を育てている

　先生方から４年間毎年アンケート調査を
行ったところ「校庭でこんなに自然体験がで
きると思わなかった」「通り過ぎるだけの中
庭の自然にこんなにいっぱい草花があると思
わなかった」と驚きの声があった。また，「今
まで気づかなかった児童の姿に驚いた」「児
童にこんな特技があると思わなかった」と気
づきの声があった。
　今後も小学校での自然体験型環境教育の取
組を充実させていきたい。

▲ 班ごとに発表

▲ いいねカード
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１　はじめに
　教科書を広げても，内容に意味を見出せず，
教材とつながれずにいる児童。「近くの人と
話し合ってね。」と指示しても，誰とも関わ
ろうとせず，仲間とつながれずにいる児童。
このような，学びの土俵に乗れない，乗って
も途中で降りてしまう「困り感」をもってい
る児童が多く存在するのが本校の現状である。
　しかし，学習上の得意・不得意があり，互
いに態度や性格が違うからこそ，互いを知
り，理解しようとすることが大切である。児
童に，教材を介して仲間と学ぶ喜びを感じさ
せたい。さらに，自分の学びが仲間の役に立
ち，仲間の学びが自分の役に立つという経験
を積み重ねさせたい。そうすることで，自分
のためにも，仲間のためにも真剣に学ぶ児童
を育成したい。
　そこで，「協同学習」の理念を取り入れ，
人と関わることと，学習に対する主体性を高
めることで，学びへの意欲を高めようと考え
た。「できる喜び」「分かる喜び」「学び合う
喜び」は，さらなる学びへの意欲へとつながっ
ていく。さらに，人と関わる力を高めること
で生涯にわたって円滑な人間関係を築く基盤
にもなると考えた。信頼に支えられた学級経
営を基盤として，児童が相互に学び合い，自
分の学びに責任をもって学習するとき，困り
感をもつ児童も含め，全ての児童の学びが深
まると考え研究がスタートした。研究テーマ
は，「協同的・互恵的な学びの構築」である。
 
２　校内研究の推進
⑴ 個人研究テーマの設定
　本校では，研究教科を絞っていない。その
ため，各自で研究がしたい教科を選択する。
その後，「教科部」チームを編成する。しかし，
この場合，それぞれのチームが，どのように
研究を進め，どのようにまとめるかが課題と

なってくる。そこで，研究テーマをもとに個
人で研究テーマを設定することを提案した

（表１）。いわば，「実践マニフェスト」である。

個人テーマを作成するにあたっては，「ロジッ
クツリー」のツールを使って作成することに
した。ロジックツリーは，「思考の過程を視
覚化しやすい」「協同で作成することが可能
である」という点で有効であると考えたから
である。「思考の過程を視覚化しやすい」に
ついては，問題解決に活用されるロジックツ
リーの中でも「ＨＯＷツリー」を使って，個
人テーマを作成している。そのため，個人テー
マを解決するために「どうやって？」と思考
しながらツリーを描くことになる。最終的に
は，大きく３つの観点（「教科」「学び合い」「学
習環境」）で分類し，手立てや解決策を作成
している。「協同で作成することが可能であ

授業実践授業実践授業実践
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協同的・互恵的な学びを目指した
校内研究ノススメ

▼ 表１　個人研究テーマ表
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①「研究で自分が大切にしていること」「こ
れから取り組みたいこと （手立て）」を
各自が付箋に書き出す。

②ＫＪ法を使って分類する。
③グループで話し合い，修正や追加を行う。
④３つの観点（「教科」「学び合い」「学習

環境」）でまとめる。

る」については，職員も「教科チーム」で協
同しながら，次のような流れで作成した。

　最後に，一番大切なことなのだが，作成に
あたっては，学年末の児童の姿，研究成果の
状態をイメージして作成することを強調し
た。実感としては，現状より20％程度高い目
標を設定することで，実践への意欲も高まる
と感じている。また，作成した研究テーマに
ついては，学期に１回振り返り，修正追加し
ていくことにした。

⑵ 単元を見通す「はげみカード」
　「はげみカード」の例を紹介する（写真１）。
教科の特性により様式は異なるが，ほぼ全て
の教科で活用している。「はげみカード」は，
単元のはじめに児童に渡し，単元を見通す。
児童は「この単元のゴールは何か。」「ゴール
に向かうまでにどのような学習をしていくの
か。」などを知ることになる。授業の土俵に
乗れない児童の多くは，何のためにこの学習
をしているのかという意義が見い出せずにい
たり，どのように学習が展開されるかと見通
しをもてなかったりしている。しかし，単元
のスタート時に，めあてを共有して見通しが
もてることで，以前より意欲をもって授業に
参加することができるようになった。また，
毎時間授業の振り返りをすることで，この１
時間，自分はどうだったのか（分かったのか，
分からなかったのか，仲間とつながれたのか）
という自己評価もできるシステムが構築でき
た。これらを積み重ねることで，確かな学び
の足跡が刻まれ，達成感も味わえ，次の時間
の目標も立てられるようになった。
　以前の学力·学習状況調査においては，「見
通し·振り返り学習活動」を積極的に行った
学校ほど，教科の平均正答率が高く，小学校
においては「見通し·振り返り学習活動」を
行っている児童の方が，学習意欲が高い傾向
が見られた。学力学習状況調査における「見
通し」は，授業の冒頭に目標を示す“通し”で

ある。本校では，さらに単元の見通しをもた
せるために，「はげみカード」を作成し，活
用している。「はげみカード」は本校の児童
の課題を克服するうえで有効な手立てとなっ
ていると考える。

⑶ 児童の育ちと学びを語り合う「協議会」
　本校の授業協議会で大切にしてきたことが
２つある。１つは，「児童と教材がつながっ
ていたか」ということ。もう１つは，「児童
同士がつながっていたか」ということである。

「学ぶ価値のある課題」を媒介として「児童
同士がつながる」授業，そのキーワードは「つ
なぐ」である。そのため，授業を参観するに
あたっては，参観する児童を（班ごとなど）
前もって決めておいたうえで観察する。タブ
レットで写真を撮ったり座席表に記入したり
することになるが，全ての児童の様子を具体
的に記録することにしている（写真２）。

▲ 写真１　はげみカード

▲ 写真２　具体的に記録
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　協議会においては，まず，付箋に書いて個
人思考する時間を確保している（写真３）。　　

　　
　児童の様子を「教材とつながっていたか」

「仲間とつながっていたか」という観点で書
き出していく。このことは，「その授業のね
らいは達成できたのか」「できなかったので
あれば，それはなぜなのか」ということにも
つながっている。次に，グループでの交流を
行う（写真４）。

　ここでは，学年の教師でグループになり，
書いた付箋をホワイトボードに貼りながら，
意見を述べ合う。同じ意見，似たような意見
をまとめたり，反対の意見を対比的に貼った
りしながら，意見を分類していく。そのとき
に，グループで課題として挙がってきたもの
は，後ほど全体で協議する。このような授業
協議会を行うことで，まず１人で考え，次に
グループで協議し，最後に全体で共有すると
いう過程を経験する（写真５）。
　全員の思考・活動を促進し，全員参加の機
会を確保することで，ベテラン教師，若手教
師にかかわらず，考えを交流することができ
るようになった。また，このような教師自身
の学びが，児童の学びへと転化されればとも
考えている。

３　「リレー学習」による算数の授業
　協同的・互恵的な学びを算数の授業でも展
開した。「困り感」のある児童が学ぶ喜びを
実感できるよう，毎時間の授業の中で，グ
ループやペアで活動する時間を確保し，児童
が聴き合い，学び合いながら学習できるよう
にもしてきた。その実践の１つが「リレー学
習」である。「リレー学習」については「協
同学習法ワークショップ一日研修（協同学習
学会）」によると，次の３つの効果が期待で
きる。

　そこで，１時間の学習の流れを以下のよう
に設定し，見通しをもちながらグループ学習
を活かした学習を進めることにした。

　リレーによるグループ学習では，１人で１
問解くわけではない。そのため，算数の苦手
な子も１作業ならやろうと思える。また，１

▲ 写真３　付箋に書き出す

▲ 写真４　グループ交流

▲ 写真５　全体交流

①４人グループで力を合わせて学習方法を
学ぶ
②自分で問題に取り組む力を身につける
③みんなが「教え上手・聞き上手」になり，
学ぶ楽しさを実感する

①学習課題を確認し，本時の流れを見通す
②一斉学習
③グループ学習「リレー学習」
・１問解くための作業を４分割し，４人
グループで１人１作業ずつ分担する。
・分担する作業をローテーションしなが
ら，グループで４問解く。
・４問中１問は「ジャンプ問題」と称し
て，難易度の高い問題も入れる。

④個人学習
⑤まとめ・振り返り

授業実践授業実践授業実践



33

作業終わっても，すぐに自分の番が回ってく
る。前の子がやっていることをしっかり見て
いないと，自分がすることが分からなくなる
ので，自然と学習にも集中する。さらに，自
分の番になって困ったり，迷ったり，時に間
違っても，すぐにグループの他の子が教えて
くれる。また，もし間違えたとしても，たっ
た１作業のことなので１問間違うことと比べ
ると恥ずかしさも少ないと思われる。
　このようにして，互いに解き合ううちに，
一斉学習の段階では理解ができなかったとこ
ろも「そうだったのか。」と納得できるよう
になってくる。「リレー学習（写真６）」の後
に個人学習に取り組むと，自信をもって問題
に取り組む姿が見られる。自分１人でできた
という満足感も感じられる。困っている子が
いた場合には，適切にアドバイスすることも
できるようになっていた。この学習後，「こ
んなやり方やったら算数も楽しいわ。」とい
う児童の声をあちこちで聞くことができた。

４　取組の成果
・個人で研究テーマを作成することで，ベテ

ランの先生方の実践内容を取り入れて実践
することができる。（これを「知の移植」
と呼んでいる。）これにより，「あの先生
だからできるんだ。」という個人の強み
が，他の先生へも汎化させることができる
ようになった。

・「はげみカード」は，職員室前掲示板に掲
示されるようになった。これにより，児童
や教師間で「はげみカード」のモデリング
が行われ，振り返りの質が向上した。

・協議会では，まず付箋に書いてじっくり個
人思考すること，さらに協同の手法を使っ
て交流することができた。これにより，若

手からベテランまでお互いに成長し，学び
合うと共に同僚性の構築にも貢献できたと
思われる。

・家庭学習の自学ノートに「算数日記」を定
番メニューとして取り組む児童が増えた。
これにより，授業での様子を振り返り，も
う一度文章にすることで，確かな学びへと
つながっていると思われた。

５　課題及び今後の取組の方向
　今後，さらに重点的に取り組んでいきたい
ことは以下の２点である。

　まず，「つまずきポイントを踏まえた，指
導方法の工夫」についてである。平成27年度
から３年間，ひょうごつまずきポイント指導
資料作成検討委員をさせていただいた。おも
に「式と計算」領域を担当したが，意味理解
を深めるために，図や式や言葉を関連付けな
がら自分の言葉で説明する学習を積み重ねる
ことが必要であることを再確認させられた。
また，１年～６年の学習の系統を意識して，
つまずきを予見し，個に応じた手立てを考え，
指導法を改善することが大切であることを痛
感した。
　次に，「協同的・互恵的な学びの質を高め
る評価」である。児童が知識や技能を習得す
るときは，その教科や学習過程に対する態度
も同時に形成している。児童の態度は将来の
行動に影響を与えることから，学習に対する
積極的な態度を発達させることは重要な課題
であると考える。協同的な学びでは，学習の
成果だけではなく，そこに至るプロセスにつ
いても評価する。また，個人の活動と同時
に，グループとしての取組についても評価を
行う。さらには，教科内容に関わる認知的な
成果，社会的スキル，態度的側面などについ
ても評価していく。このような多様な評価活
動から，学習者一人一人が自らの取組につい
て振り返り，次に活かすよう，自己教育力を
高めていくことが必要であると考える。
　主体的な学びを構築するために，これから
も研究を深めていきたい。

▲ 写真６　リレー学習

・つまずきポイントを踏まえた，指導方法
の工夫
・協同的・互恵的な学びの質を高めるアセ
スメントと評価
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１　はじめに
　日本の教育は，明治以降最大の変革期を迎
え，これからの時代に求められる資質，能力
とそれを培う教育，教員の在り方が問われて
いる。その大きな改革の流れの中で，日本の
外国語教育もまた，大きな変革を求められて
いる。「何ができるようになるか」という観
点から，「聞く」「読む」「話す」「書く」の４
技能をバランスよく指導するとともに，特に
発信力を高めることが求められている。
　このような状況の中で，日々の授業をどの
ように実践し，どのように評価すればよいの
かをこの数年追い求めてきた。オールイング
リッシュによる授業を実践してみたり，ラウ
ンド方式の授業などに取り組んだりしてき
た。常に何かに追われるように新しい取組や
授業法を模索してきたが，2017年度に縁あっ
て西オーストラリア州のパースに交換教員と
して派遣していただく機会に恵まれた。
　近年，西オーストラリア州でも教育改革が
行われており，外国語教育のYear₃※からの
必修化やカリキュラムの改革が行われている。
  また西オーストラリア州で大学入試に用い
ら れ るThe Western Australian Certifi cate 
of Education (WACE)では，日本語を含む外
国語を４技能ともしっかりとテストで評価して
いる。実際に使う場面を想定したテストで，当
然ながらインタビューテストも含まれていた。
　この経験から，長年追い求め続けてきた答
えのヒントを得ることができた。その指導法，
評価法等も含めて，そのノウハウをもとにし
て今年度の授業で実践していることについて
その実践と課題について報告する。

２　生徒観
　勤務校の生徒は非常に素直で真面目であ
る。英語学習についても，必要であることは
理解している生徒が大半を占めているが，実
際にどのように学習すればよいのかを理解し
て実行できている生徒は現時点では少ないよ
うに思われる。また，家庭での基本的な学習
習慣が身についている生徒の割合が低く，継
続的に自ら英語学習を行おうとする姿勢を育
成する仕掛けが必要である。
　今年度担当している２年生は，昨年度音声
を中心に指導し，学期に１回のパフォーマン
ステストを実施してきた。　

３　指導観
　 ２ 年 生 １ ク ラ ス40人 を ２ 人 のJapanese 
Teacher of English（以下ＪＴＥ）で担当し，
20人の少人数で指導している。さらに２週に
１ 度Assistant Language Teacher（ 以 下 Ａ
ＬＴ）が授業に加わり，学んだ表現を実際に
使う場面を設定し，定着させる活動を行って
いる。
　自己表現をさせる内容については，４レッ
スンのそれぞれのトピックを基本として，４
レッスンごとに以下のようにテーマを決めた。
　最初のテーマは「Self Introduction」とし，
教科書を使わずに原稿を書かせた。２つ目の
テーマは，教科書のLesson １～４の題材を
組み合わせて「About your school life」，３
つ目のテーマはLesson ５～８の題材を組み
合わせて「About your memory」と設定した。
　まず，大きなテーマに関する自分の考えや
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経験について，英語による自己表現ができる
ように，必要となる基本的な英語表現を教科
書を用いて指導した。
　次に，用意したワークシートに従って生
徒個人の原稿を作成させてFirst Draft（第１
原稿）として提出させた。提出させたFirst 
Draftを事前に生徒に公表していたMarking 
Key（Writing）によって評価し，ALTによ
る添削の後，返却した。そして，添削され
たFirst Draftを基にスピーチを行うための
Final Draft（最終原稿）を用意させた。
　最後に，Final Draftを暗記して練習をさせ，
クラスメイトに向けてスピーチを行わせて，
ALTとJTEの２人で，事前に公表していた
Marking Key（Speaking）による評価を行っ
た。図１の一連の指導を１サイクルとし，授
業を進めている。

　この１サイクルが終わると次のテーマに移
るように設定した。しかし，現在は１サイク
ルを終了させ，２つ目と３つ目のテーマにつ
いて基本指導とFirst Draftの作成及び評価ま
で行っているところである。２学期以降にス
ピーチのパフォーマンスをさせる予定である。

４　サイクルの各段階の指導について
　４レッスンの基本指導については，教科書
に基づいて使用場面を設定しながら解説を
し，どのような使われ方をするのかを丁寧に
日本語で指導している。この基本指導におい
て，繰り返し自己表現に繋げるための学習で
あることを強調している。

　次に，学んだ表現を用いてFirst Draftを書
かせる段階となるが，この段階でワークシー
トを配布し，課題として家庭で作成してくる
よう指導している。
　このB₄サイズのワークシートは，以下の
構成でできている。
　１　First Step
　２　Second Step
　３　First Draft
　４　Final Draft
　B₄の表左側にFirst Stepとして，自己表
現すべき内容の項目を羅列し，ブレインス
トーミング用のスペースを設けている。例
えば，１つ目のSelf Introductionであれば，
Name, Age & Birthday, The place where 
you live, Club, Hobby, Specialityの ６ つ の
項目をあげている。２つ目のAbout your 
School lifeでは，教科書Lesson １～４のト
ピ ッ ク のFavorite Subject, Weekend plan, 
One of your classmates, What you did last 
yearの ４ 項 目 を あ げ た。 ３ つ 目 のAbout 
your memoryでも同様に教科書で扱われて
いるトピックを中心に，Your elementary 
school days, What or who influenced you, 
Great dishes which you ever had, A trip 
you have ever takenと項目を設定した。
　この段階では，伝えるべき内容を掘り下げ
ることを目的としており，使用言語について
は制限を設けていない。
　First Stepで伝えたい内容を掘り下げた
のち，それを英語に変換する段階として
Second Stepを設けている。この段階で生
徒には教科書で学んだ英語表現や電子辞書，
Google翻訳等のソフトなどありとあらゆる
手段を用いても構わないと指導している。こ
れは，自己表現に必要な文法事項や語彙が教
科書だけでは足りないことが想定されるから
である。次の段階でALTのNative Checkが
入ること，スピーチをする段階でFinal Draft
を暗記して自己表現することを勘案してこの
ような指導をしている。

  

４レッスンの 
基本指導 

 First  Draft 作成

自己表現  
評価【書く】

添削指導 

スピーチ 
自己表現  

評価【話す】

▲ 図１ 授業のサイクル
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　提出させたFirst Draftは全てALTがCheck
している。ALTにはAccuracy（正確さ）に
焦点をあてて添削するよう依頼している。こ
こでチェックされたFirst Draftを用いて，
Final Draftを作成し，スピーチのパフォーマ
ンスに向けた準備をさせる。
　そしてサイクルの最終段階として，スピー
チのパフォーマンスの場を設定し，クラスメ
イトとALT，JTEの前でスピーチをさせ評
価している。

５　パフォーマンスの評価について
　もう一つ大きな要素として，この段階で
事前にMarking Keyを生徒に配布している
という点である。このサイクルでは二度パ
フォーマンスを評価しているが，それぞれの
Marking Keyで，何をどのように評価してい
るのかを事前に明確に示し，何が大切なのか
を伝えるようにしている。
　Writingに 関 す るMarking Keyは， 内 容，
文法，文の構成，文の量の４項目を規準とし
て い る。Writingに 関 す るMarking Keyは，
内容，文法を規準としていることもあり，テー
マごとに作り替えているが，基本的な枠組み
は同じである。
　内容に関しては，表１のとおりである。

First stepで設定した項目の数は，テーマに
よって変わるのでテーマごとに作り替えてい
るが，基本的な枠組みは同じである。
　ポイントとして，ワークシートにある項目
を順次こなしていくと平均の３のスコアは取
得できるという点である。さらに付け加えよ
うとすれば加点される仕組みとし，少しでも
自己表現をしてみようとする意欲を引き出そ
うとしている。
　文法についても基本的な考え方は同じで，
教科書で学んだ文法事項を全て使っていれば
平均の３と評価され，さらに他の文法項目を
使っていれば加点されるような基準としてい
る。
　文の構成については，主題文，支持文，ま
とめの文の構成ができていれば平均の３と評
価され，段落構成ができており，それぞれの
段落が何について書かれているか明確になっ
ていればさらに加点されるような基準として
いる。
　文の量については，各段落で３文を基本と
し，項目数に３文を掛け合わせたものを平均
の３と評価している。
　このようにWritingに関するMarking Key
は，普通に学習していれば平均の３と評価さ
れ，「少し頑張れば評価が上がる」ように設
定している。
　Speakingに関するMarking Keyは次のと
おり，表現，声の大きさ，発音・イントネー
ション，暗記の４項目を規準としている（表
２）。

▲ スピーチの準備風景

▼ 表１ Marking Key (Writing) 一部
下の６つの事柄に加えて，さらに２つのことが
書かれている 5

下の６つの事柄に加えて，さらに１つのことが
書かれている 4

６つの事柄（名前，年齢＆誕生日，住んでいる場
所，部活動，趣味，特技）が全て書かれている 3

４～５つの事柄しか書かれていない 2

１～３つの事柄しか書かれていない 1

授業実践授業実践授業実践
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　このように明確なMarking Keyを提示する
ことによって，ポイントとなる点を伝えなが
ら自己表現活動を推進させている。

６　課題について
　生徒の授業アンケートによると，Marking 
Keyを意識した生徒はWritingで95％，Speaking

で87％とかなり高い割合となっている。ワー
クシートが役に立ったという生徒が82％，ス
ピーチのために暗記をしたという生徒に至っ
ては100％という結果になった。
　その一方で，言いたいことが言えたという
生徒が74％，英語の表現が学べた 74％，学
んだことを使って表現できた64％など，まだ
学んだことが身についていると実感している
生徒が少ない。
　さらに，発音練習をした生徒は72％，人前
で話す工夫をした生徒が54％と，話すことに
ついての指導がさらに求められる結果となっ
た。
　評価に関しての課題は，２つのMarking 
Keyがこの規準と基準でしっかりと機能して
いるかの検証が必要であると思われる。
　
７　最後に
　今後２学期以降も同僚の先生方の協力を得
て，２年生全員に対して同様の実践を行って
いく予定である。この科目の目標は，「英語
表現」の名のとおり，「自分の思ったこと感じ
たことを英語で表現できるようにする」こと
である。
　少しでも自己表現できる場を設定し，目的
をしっかりと浸透させ，自己表現活動を通し
て英語の習得ができるよう実践と改善を行っ
ていきたい。
※西オーストラリア州のYear₃は日本の小学校３

年生にあたる

表現
聞き手の反応を見てペースをコントロールし，
ジェスチャーを交えて表現できた 5

聞き手の反応を見て，ジェスチャーを交えて表
現できた 4

聞き手を見ながら，表現できた 3

自分のペースで表現できた 2

暗記した原稿を言うだけになってしまっていた 1

声の大きさ
しっかりと聞き手に届くように大きな声でス
ピーチできた 5

聞き手に届くよう努力したが，一部聞き取りに
くいところがあった 4

聞き手に届くよう努力したが，聞き取りにくい
ところが複数個所あった 3

聞き手に届くよう努力したが，聞き取りにくい
ところがあり，わかりにくかった 2

発音・イントネーション
英語特有の母音，子音を意識し，英語のイント
ネーションでスピーチができた 5

英語特有の母音，子音，英語のイントネーショ
ンでスピーチしようとしたがわずかに足りな
かった

4

英語特有の母音，子音，イントネーションを意
識してスピーチをしようとしたが，いくつか足
りないところがあった

3

英語特有の母音，子音，イントネーションを意
識してスピーチをしようとしたが，日本語の母
音，子音，イントネーションになってしまった

2

英語特有の母音，子音，イントネーションを意
識してスピーチをしようとしなかった 1

暗記
Prompter の助けを借りずに全て暗記しスピー
チができた 5

Prompterの助けを1,2回借りてスピーチができた 3

Prompterの助けを3,4回借りてスピーチができた 2
Prompter の助けを 5回以上借りてスピーチが
できた 1

▲ スピーチの風景

▼ 表２ Marking Key (Speaking) 一部

※Prompter：スピーチの際，演者が詰まった時，原稿
に基づいてサポートする人
※抜けている数値は，筆者の意図によるものです。
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