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研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 外国語（英語） 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

○「コミュニケーション英語Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅱ」において，生

徒同士の英語を用いた言語活動を通した思考力，判断力，表現力等の育成を重視

した指導方法についての研究及び４技能を適切に評価する評価方法の工夫改善に

ついての研究 
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（591 人）   

所在地（電話番号） 大分県杵築市大字本庄 2379 番地（0978-62-2037） 

研究内容等掲載ウェブサイトURL http://kou.oita-ed.jp/kituki/ 

研究のキーワード 

ミニ・ディスカッション，英語の使用機会，言語活動，思考力・判断力・表現力等 

研究結果のポイント 

○ ミニ・ディスカッションを取り入れた言語活動を中心とした指導方法の改善 

○ パフォーマンステストや外部試験の結果に見られる，生徒の英語による思考力・判断力・表

現力等の向上 

○ 意識調査等の実施による生徒の変容を適切に把握する態勢の構築 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「コミュニケーション英語Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅱ」における，ミニ・ディスカッ

ションを通した英語による思考力・判断力・表現力等の育成を重視した指導方法についての研究

 

（２）研究主題設定の理由 

グローバル化・情報化が進展する現代社会においては，「外国語を通じて，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の育成を図り，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養う」（高等学校学習指導要領「外国

語」の目標）ことが不可欠である。そこで生徒に求められるのは，英語で聞いたり読んだりして得

た情報や考えなどを的確に理解し，それに対する自分の意見を論理的に英語で話したり書いたりす

ることができる力である。 

本校におけるこれまでの英語教育上の課題の一つとして，生徒が実際のコミュニケーションの場

面で知識や技能を活用する機会設定の少なさが挙げられる。そこで，ディスカッション等を取り入

れて指導方法を見直すことで，生徒の英語の使用機会の大幅な増加を図る。その過程で，聞いたり

読んだりした内容に対して自分の意見を出し合うことを通して，議論の内容をその場できちんと理

解して自分の意見をまとめ，相手に伝え，さらに自分の意見と客観的に比較することで，解決策を

模索する姿勢が身に付くことが期待できる。これらのことを繰り返すことによって，生徒のコミュ

ニケーション能力の伸長及び英語による思考力・判断力・表現力等の育成を図るため，本主題を設

定した。 

 

 

 

 

 

 



 
（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）２年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

５月 〇英語学習に対する意識調査（アンケート）及び結果分析 
６月 〇録画による授業改善校内研修 

〇「授業研究会」実施（研究の進め方等について教育課程調査官による指導） 
〇表現力（書くこと）のパフォーマンステスト 

７月 〇教員・生徒による「授業評価」及び「自己評価」 
   〇中・高合同公開授業 
   〇第１回 GTEC for STUDENTS（ベネッセコーポレーション） 

〇表現力（話すこと）のパフォーマンステスト 
８月 〇英語学習に対する意識調査（アンケート）実施及び結果分析 

１０月 〇表現力（書くこと）のパフォーマンステスト 
１１月 〇外部講師によるモデル授業，生徒対象の講演・研究協議 
    〇地域の小・中・高合同英語研修会 

〇英語学習に対する意識調査（アンケート）及び結果分析 
〇表現力（話すこと・書くこと）のパフォーマンステスト 

１２月 〇先進校訪問（鹿児島県立甲南高等学校，鹿児島純心女子中学高等学校） 
〇教員・生徒による「授業評価」及び「自己評価」 
〇第２回 GTEC for STUDENTS 

 ２月 〇平成２８年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会
    〇提案授業及び研究協議（長崎県立大学准教授，近隣中学校教員等が参加） 
    〇表現力（話すこと・書くこと）のパフォーマンステスト 
  ３月 〇中間報告書の提出，及び次年度の取組の考察 

 

 

平

成

29

年

度 

４月 〇英語科新任者オリエンテーション（研究進捗状況と今後の方向性について） 
５月 〇英語学習に対する意識調査（アンケート）及び結果分析 
６月 〇録画による授業改善校内研修 

〇表現力（話すこと・書くこと）のパフォーマンステスト 
〇「平成２９年度大分県高等学校未来を創る学び推進フォーラム」での研究発表 

７月 〇教員・生徒による「授業評価」及び「自己評価」 
   〇中・高合同公開授業 
   〇第１回 GTEC for STUDENTS（ベネッセコーポレーション） 
８月 〇英語学習に対する意識調査（アンケート）実施及び結果分析 

１０月 〇表現力（書くこと）のパフォーマンステスト 
１１月 〇地域の小・中・高合同英語研修会 

〇「授業研究会」実施（研究の進め方等について教育課程調査官による指導） 
    〇タブレット端末・電子黒板等整備に係わる公開授業 

〇先進校訪問（広島県立尾道東高等学校，福山市立福山中高等学校） 
〇英語学習に対する意識調査（アンケート）及び結果分析 
〇表現力（話すこと・書くこと）のパフォーマンステスト 
〇教員・生徒による「授業評価」及び「自己評価」 

１２月 〇第２回 GTEC for STUDENTS 
    〇修学旅行における留学生との交流研修（2 年生対象） 
 ２月 〇平成２９年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会
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研究実践

校外機関 
（教育課程調査官，大学
教授等，県教育委員会）

計画的な研究

実践 

学校全体の授業

改善プランの立

案，組織的授業

改善を推進 

研究報告
成果報告

授業参観 
研修講師 
指導助言 提言･アドバイス 

英語科主任
英語科会議



 
    〇学校訪問に伴う提案授業（訪問校：岡山県立津山高等学校、岡山県立津山東高等学校）
 ３月 〇公益財団法人日本英語検定協会発行『英語情報』取材に伴う提案授業 
    〇成果報告書の提出 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア 英語の使用機会拡充のための「ミニ・ディスカッション」の在り方に関する研究 

イ 言語活動を通した英語による思考力・判断力・表現力等の育成に関する研究 

   ウ 上記活動による生徒の変容の把握と指導改善への反映 

（２）具体的な研究活動 

ア 英語の使用機会拡充のためのミニ・ディスカッションの在り方に関する研究 

・ 教科書の単元及びそれに関連した内容について，ペアやグループで話し合う活動を取

り入れた。 

・ 生徒が実際に使用できる語彙・表現（productive vocabulary）の幅を広げるため，話

し合った内容について書く取組を進めた。 

イ 英語による思考力・判断力・表現力等の育成に関する研究 

・ 初見の英文を聞いて概要や要点を把握する活動を取り入れた。 

・ 一度読んだ英文の内容を自分の言葉で要約し，英語で表現する活動（Retelling / 

Dictgloss）を取り入れた。  

・ 与えられた話題について，即興で話し続ける活動（One-minute chat / Picture 

describing）を取り入れた。 

  ウ 上記の活動による生徒の変容の把握と指導改善への反映 

・ 授業や英語学習に関する意識調査を実施した。 

・「読むこと」，「聞くこと」及び「書くこと」の能力を適切に評価するため，GTEC for 

STUDENTS を導入し，結果分析を行った。 

・「話すこと」の能力を適切に評価するため，スピーキングテストを実施した。 

・「書くこと」の能力を適切に評価するため，定期考査において自由英作文を出題した。 

 

３ 研究の成果と課題 

２（１）アに関して 

○生徒の英語の使用機会拡充について 

平成 28 年度４月からの授業において，ミニ・ディスカッションを継続的に実施した。その結果

「中学時と比較して，英語の使用機会が増えた」と回答した生徒の割合は，４領域とも増加した。

特に「話す機会が増えた」と回答した生徒は 61.8％で，４技能の中で最も高い割合となった。 

 

平成 28 年５月に実施した１年生対象の意識調査 

 増えた どちらかというと増えた どちらかというと減った 減った 

話す機会 118 人(61.8%) 59 人(30.9%) 9 人(4.7%) 5 人(2.6%) 

聞く機会 89 人(46.6%) 91 人(47.6%) 9 人(4.7%) 2 人(1.0%) 

書く機会 88 人(46.1%) 84 人(44.0%) 17 人(8.9%) 2 人(1.0%) 

読む機会 106 人(55.5%) 79 人(41.4%) 4 人(2.1%) 2 人(1.0%) 

 

２（１）イに関して 

○言語活動を通じた英語による思考力・判断力・表現力等の育成について 

One-minute chat，ディスカッション，プレゼンテーションについて，４月時点より「英語で表

現できるようになった」と考えている生徒が増加した。 

 

 

 

 



 
平成 28 年 12 月に実施した１年生対象の意識調査 

 そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 

与えられたテーマについて

即興で話す(1 minute chat) 
58 人(30.4%) 55 人(28.8%) 49 人(25.7%) 29 人(15.2%) 

自分の意見を理由や具体例

と共に話す(discussion) 
53 人(27.7%) 82 人(42.9%) 37 人(19.4%) 19 人(9.9%) 

事前に準備した原稿を基に

話す(presentation) 
51 人(26.7%) 84 人(44.0%) 49 人(25.7%) 7 人(3.7%) 

 

２（１）ウに関して 

○GTEC for STUDENTS のスコア向上 

   現 2 年生より GTEC for STUDENTS を導入し，年 2 回実施した（７月と 12 月）。平均スコ

アを分析したところ，1 年生 7 月から 2 年生 12 月までの 1 年半で 112.7 点の上昇が見られた。 

実施時期 １年生７月 １年生 12 月 ２年生７月 ２年生 12 月 

平均スコア 333.6 367.9 427.5 446.3 

 
   また，思考力・判断力・表現力の変容を見るためにライティングセクションの分析を行った。

「意見」に関しては伸び悩んだが，「理由」がきちんと述べられている生徒は１年生７月の

72.0%から２年生 12 月の 94.0%へと増加した。 

実施時期 １年生７月 １年生 12 月 ２年生７月 ２年生 12 月 

意見 152 人(76.0%) 150 人(75.1%) 159 人(79.9%) 142 人(71.4%) 

理由 144 人(72.0%) 175 人(87.2%) 182 人(91.5%) 187 人(94.0%) 

 

○パフォーマンステストにおけるＡ評価の増加 

   １年生の１学期から学期末に１回ずつ，公開されている英検二次面接問題を用いてインタビ

ュー形式のパフォーマンステストを実施した。「自分の意見を理由，具体例と共に述べること

ができる」段階をＡ評価とし，１年生の間は英検準２級の問題，２年生からは２級の問題を用

いた。その結果Ａ評価の人数は１年生1学期の32人から２年生２学期の126人へと増加した。 

   

  ●トピックの選定と求める議論の深さ 

   与えられたテーマの利点と問題点について話し合い，どうすればその問題点を解決すること

ができるかという点まで考えさせたかったが，その全てを英語で話し合わせることが難しく，

日本語での介入が必要となる場面があった。 

 

４ 今後の取組 
  ○ディスカッション自体の評価方法の確立 

    現在はディスカッションの活動自体は評価しておらず，ディスカッションを通して身につ

いた英語による思考力・判断力・表現力等をインタビュー形式のパフォーマンステストで測

っている。ディスカッションの活動をどのように評価すべきか研究を進める必要がある。 

○ディスカッションのテーマ設定の工夫 

福山市立福山中高等学校の取組にみられるように，与えるテーマを複数用意し、その中か

ら生徒が自分の好きなテーマを選択できるようにする。生徒が主体的にテーマを選ぶことで

責任感が生まれ，積極的に議論に取り組むことが期待される。 

○３年間を通した指導計画の確立 

  コミュニケーション英語で使用する教科書を統一し，前年度に使用した授業プリントを継

承・改善していくことで，扱いやすいテーマを蓄積していく。 

実施時期 １年生１学期 １年生２学期 １年生３学期 ２年生１学期 ２年生２学期

Ａ評価の人数 32 人(15.9%) 101 人(50.2%) 98 人(49.5%) 109 人(54.5%) 126 人(63.0%)

Ｂ評価の人数 103 人(51.2%) 50 人(24.9%) 72 人(36.4) 42 人(21.0%) 44 人(22.0%) 

Ｃ評価の人数 66 人(32.8%) 50 人(24.9%) 28 人(14.1) 49 人(24.5%) 30 人(15.0%) 


