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はじめに 

中等教育研究部の一員として、自らの授業をどのように改善するのか考えることになった。「授業

研究」を通じて、今まで自分が行ってきた英語の授業ははたして教育と呼べるものであったのかと

いう疑問をもった。振り返ってみると、模試の偏差値や大学受験の結果を追い求めて、生徒にドリ

ル形式の問題演習ばかりさせてきたような気がする。具体的には、生徒に対し一方的な説明や解説

をすることが多く、生徒が正解するか否かが大きな関心事であり、大学受験を意識させることが学

習の動機づけになると考えてきた。しかしその方法で動機づけすることが、生徒自身の学習意欲を
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高めることになるのだろうかと疑念がわいてきた。 

池野(2007)は、教師の関心は学習者が英語を勉強している理由やその理由と学習成果はどのよう

な関係をもつのかということよりはむしろ、英語の学習意欲を高めたり、低下させる原因は何かと

いう問いにあると述べている。また、先行研究から、協同学習(cooperative learning)という授業手

法に出会った。ジョンソン & ジョンソン他(1998)は、「協同学習はスモール・グループを活用した

教育方法であり、そこでは生徒たちは一緒に取り組むことによって自分の学習と互いの学習を最大

限に高めようとする」と定義している。原田・水野(2009)は、「協同学習は生徒同士や生徒と教師と

の双方向のコミュニケーションを促進し、積極的にお互いの考えを出し合って検討し合うことで新

たな創造や発見を行うという『学び合う』授業である」としている。 

本研究の目的は、生徒の学習意欲を高めるために、英語の授業において「学び合い」の影響を検

証することである。具体的には、生徒同士のコミュニケーションを促進させるグループ学習を通し

てライティングとスピーキングの育成に取り組む。4人 1組のグループを設定し、生徒相互で学び合

う場としてグループ学習を授業に取り入れる。グループでの生徒の発言回数の推移から、グループ

学習が生徒の意欲的な授業参加に有効であることを明らかにする。土屋・広野(2000)は、リスニング

とリーディングが受容的技能 (receptive skills)で、スピーキングとライティングは発表的技能

(productive skills)と区分している。この観点から、後者の方が能動的な学習活動と考えられる。した

がって、生徒のスピーキングとライティングでの英単語使用数の推移から、グループ学習が発表的

技能の育成に有効であることを明らかにする。 

仮説として、グループ学習の実践を重ねることで、グループでの生徒の発言回数が増加すると考

える。その発言回数の増加を意欲的な授業参加を示す１つの数値としてとらえる。実践の初期段階

では、グループ学習で言いたいことを言えない生徒や発言することに躊躇する生徒がでてくること

を想定する。これはグループ形態に戸惑いながら学習課題に取り組む生徒がいると考えられるから

である。しかし、グループ学習を継続して実施することで、生徒は言いたいことを発言できるよう

になり、グループでの話し合いが活発になると想定する。さらに、グループ学習による意欲喚起が

スピーキングとライティングの活動に影響を与え、それぞれの英単語使用数が増加すると考える。

その英単語使用数の増加を発表的技能の育成を示す１つの数値としてとらえる。 

本稿では、抽出生徒(グループ)の発言回数と発表的技能の育成を基に、「学び合い」の価値を明ら

かにする。まず、コミュニケーションを図る雰囲気づくりとして、グループ学習が生徒の学習意欲

に与える影響を述べる。そして、グループ学習による意欲喚起が英語の発表的技能に与える影響を

考察する。最後に、オール・イングリッシュ(All in English)の授業に関して、新学習指導要領の内

容をふまえた学習指導案の作成と、授業の展開について述べる。 
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１．研究授業の計画 

 研究授業を行うプロセスは、単元構想をもとにした授業の計画から始まり、教材研究や学習指導

案の作成を経て授業実践へと移る。実践の記録は音声記録(ICレコーダー)と映像記録(ビデオカメラ)

から、すべての発言を文字に起こして授業記録を作成する。その後、学習指導案と授業記録の分析

を行うことで、授業改善へつなげる(focus on teaching, not teachers)。 

 

1－1.グループ学習の設定 

研究授業の実施クラスを第 2 学年 3組（在籍 39名）と決めた。このクラスを選択した理由は、年

度当初に行われたアンケートの結果から、英語が苦手であると答えた生徒の割合が学年のなかで最

も高かったからである。このクラスにおいて授業実践をすることで、生徒の学習意欲の変化が見や

すくなると考えた。協同学習の手法をもとに、生徒相互に教え合い、協力することによってコミュ

ニケーションを図るグループ学習を設定し、グループ学習の内容を分析するために、4 人の生徒を抽

出した。アンケートの結果から、英語が苦手と回答した生徒を 2 名と、そうでない生徒 2 名を選ん

だ（英語が得意と答えた生徒はいなかった）。戸田（男）と福山（女）は英語が苦手と回答した生徒

で、鈴村（女）と松川（男）は苦手と回答しなかった生徒である。授業実践では、4 人の抽出生徒を

1 つのグループに設定し、抽出グループとした。 

 

1―2.学習活動の設定 

「学び合い」のために、「話し合う雰囲気をつくる」ことが重要だと考える。ここで言う「話し

合う雰囲気をつくる」とは、生徒が自分の意見や考え、わからないことなどを言い合い、話し合う

ことを意味する（佐藤, 2003）。このような学習活動にするために、すべての単元でグループ学習

を設定した。6 月実践では「時制を意識した話し方」、9 月実践では「場所・位置の説明の仕方」

を学習ポイントとし、スピーキング活動を組み入れた。ここでは、グループ内の 4 人それぞれが

必ずスピーキングすることによって学習課題に取り組む設定をした。11 月実践では、「手紙の形式

と書き方」を学習ポイントとし、ライティング活動に重点を置いて、個人で書くこと・グループで

書くことの両方を設定した。（表 1 を参照） 

 

表1 学習活動の概要 

実施時期 6月実践 9月実践 11月実践 

単元名 時制‐現在・過去・未来・進行形‐ 英語の表現力 英語で手紙を書く 

学習ポイント 

時制を意識した話し方 

（スピーキング） 

場所・位置の説明の仕方 

（スピーキング） 

手紙の形式と書き方 

（ライティング） 
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2.話し合う雰囲気づくり 

 生徒同士でコミュニケーションを図る雰囲気をつくっていくなかで、グループ学習における抽出

生徒の発言回数にどのような変化が生じていくのかを見ていく。また、授業実践を通して、話し合

いになりやすい教材設定や、各グループに対する授業者の関わり方についてどのような工夫をして

きたのかを述べる。 

  

2－1.生徒の発言回数  

 6 月と 11 月実践での各 10 分間のグループ学習における抽出生徒の発言回数を比較することで、発

言回数の増加を確認した。図 1 は 6 月、9 月、11 月実践を通した戸田と松川の発言回数の推移を示

す。この 2 名は 6 月実践で福山と鈴村よりも発言回数の少なかった生徒である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 戸田・松川のグループ学習中の発言回数の比較 

 

仮説で述べた、グループ学習で言いたいことを言えない生徒や発言することに躊躇する生徒が戸

田と松川にあてはまる。松川の発言回数は 6 月、9 月、11 月と実践ごとに徐々に増加している。6

月実践の発言回数から比較すると 11 月実践の発言回数は 55%の増加となる。このような増加が生じ

た要因は下記に示す 9 月 7 日の授業記録から見える。（授業記録において、名前の直後の数字は授業

全体の通し番号を表し、(  )で表示してある数字はグループ学習時のみの通し番号を表す。） 
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松川 288(55)： 四角の左側に月があって、線の下に矢印があって。 

鈴村 289(56)： あるね。 

松川 290(57)： そのあとがわかんない。       

戸田 291(58)： 矢印がどっち向いているかだよ。    

松川 292(59)： そんなの書いてあるの？これ。 

戸田 293(60)： だってちょっと違うよ、向きが。     

福山 294(61)： この line は、これ何？ 

松川 295(62)： 水平線。 

戸田 296(63)： だから、ななめの線じゃなくて、こういう線あるじゃん、こういう。 

松川 297(64)： Point って何？ 

戸田 298(65)： Pointing って。 

鈴村 299(66)： 向いているっていうことだよ。 

福山 300(67)： Dotted line に向いている。 

鈴村 301(68)： ということは③じゃない。Pointing って何？ 

松川 302(69)： Pointing ってあの丸なの？ 

鈴村 303(70)： あれはね、pointing じゃなくて、circle なんだよ。Pointing って調べてみます。 

T  304(71)： でましたか、答えは。 

戸田 305(72)： ③、かな？ 

福山 306(73)： 向けるってあるよ、point で向ける。 

鈴村 307(74)： 方向に向ける、dotted line の方向へ。 

松川 308(75)： あー、あー、すげえ。 

戸田 309(76)： ③だよ、これ。 

松川 310(77)： じゃ、③で。 

鈴村 311(78)： じゃ、うちも書いておこう。 

松川 312(79)： やった。 

 

この場面で注目したいことは 2 つある。1 つめは、松川 290(57)「そのあとがわかんない。」と松

川 297(64)「Point って何？」である。これらは松川が理解できないことや疑問に思うことをグルー

プメンバーに尋ねている発言である。そして松川 290(57)に対しては戸田 291(58)「矢印がどっち向

いているかだよ。」、松川 297(64)に対しては鈴村 299(66)「向いているっていうことだよ。」や福山

300(67)「Dotted line に向いている。」のように、グループメンバーが応えたり、説明しているのが

授業記録から読み取れる。このようなやりとりをする中で、質問をした松川はわからなかったこと
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がわかるようになり、それに応えた生徒は説明することで理解が深まるということにつながった。

これは教え合い、協力し合うという「学び合い」の１部分であり、生徒相互のコミュニケーション

を通して、松川が意欲的に学習課題に取り組んだ要因といえる。その結果として、松川の発言回数

が増加した。 

 2 つめは、松川 308(75)「あー、あー、すげえ。」、松川 312(79)「やった。」である。これらは松川

が英文の内容と問題の答えがわかったことに対して喜びを表現している発言である。グループ学習

で生じたこの学ぶことに対する喜びは、11 月実践で発言回数が増加した 1 つの要因と言えるのでは

ないか。 

一方、戸田については、6 月実践と比較して 9 月実践では発言回数の小幅な減少がみられたが、

11 月実践でのグループにおける発言回数は 6 月実践のものと比較すると 20%の増加、9 月実践のも

のと比較すると 38%の増加がみえる。この戸田の発言回数の減少や増加の原因は教材設定にあると

考えられる。 

 

2－2.教材の扱い方 

戸田の発言回数に減少が見られた 9 月実践は「英語の表現力」という単元で、物の名前やそれが

どこにあるのかという位置を英語で書いたり、口で説明できるようになることが単元の目標であっ

た。単元の第 1 時間目の 9 月 7 日実践では、大学入試の過去問題をグループ学習で読み解くことが

主な学習課題となる。この実践では、あくまでもグループ学習で生徒がコミュニケーションを図る

ことが主眼であり、生徒相互のやりとりから意欲的な授業参加を促すことを目的とした。 

教材として扱った問題は、2008 年大学入試センター試験英語筆記問題の第 5 問 B の設問で、あ

る抽象画について説明した英文を読み、その内容と一致する選択肢を 1 つ選ぶ問題である。高校 2

年生の立場になってみると、少しずつ大学受験に興味や関心を持ち始める時期ではないかと考え、

また、平面図における様々な位置をどのように英語で表現するかを学ぶ教材として適していると考

えた。 

しかし、発言回数が増えるという授業者の想定に反して、なぜ戸田のグループ学習中の発言回数

が減少したのか。各グループの活動状況の観察からその理由が見える。このグループ学習ではクラ

スの全グループ（10グループ）が③の正解を出した。これだけを見れば、グループ学習の 1 つの成

果といえるかもしれないが、ここで疑問に思うことがある。それは生徒が英文の内容を理解してか

ら、その内容にあう選択肢③を選んだのか、それとも 4 つの選択肢を見て、選択肢にあわない英語

表現を部分的にとらえることで、正解ではないと思われる 3 つの選択肢を排除したのかである。授

業者が望んだのは前者であるが、学習活動の観察からは後者のグループもあった。正解ではない選

択肢を排除していく方法は、受験のテクニックとしてその効果は否定できないが、英語の授業への 
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2008年大学入試センター試験英語筆記問題から抜粋 

 

意欲的な参加にはつながらないと考える。それは、選択肢から 1 つの答えを選ぶことが、間違った

答えを言うことを恐れて、自分の意見を出しにくくなることや発言を躊躇することにつながるから

である。このことが原因で、戸田の発言回数が減少したのではないか。 

この教材をグループ学習で効果的に用いるためには、この 4 つの選択肢を生徒に示さずに、英文

のみを示すというアレンジが必要となる。英文の内容を理解することから、どのような図になるの

かを生徒に、そしてグループに考えさせることで、英文から読み取れる図のイメージをもとにした

意見を出し合い、話し合いが活発になる。そして、授業者は各グループがそれぞれ考えた図をもと

にしてクラス全体で話し合う状況をつくりやすくなる。このように、グループ学習で扱う教材は、

選択肢のような安易に答えに結びつく要素を取り除いたものが適している。 

次に、戸田の発言回数が増加した 11月実践での教材をみる。ここでは、生徒が多様な意見や考

えを出しやすい教材を教科書の中から選んだ。それが、「英語で手紙を書く」という単元である。こ

の単元では実際に英語で手紙を書き、封筒のあて名書きまで完成させることを学習課題とした。約 1

カ月後の 12 月にオーストラリアの姉妹校から 10 人の高校生が来校予定で、来日前に彼らに手紙を

書くことは、学校生活に直接的な関わりのある学習課題となる。したがって、生徒が意欲的にグル

ープ学習に取り組むことにつながると考えた。 
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Revised Edition SUNSHINE Writing(2008) 開隆堂 

 

この教材は英語で手紙を書く際の 1 例を示している。したがって、書き出しや結びの言葉などの

用語や手紙の形式を理解する上では有効であるが、手紙の本文の内容は各グループで考えなければ

ならない。この実践で授業者は、オーストラリアの高校生に日本に来る際に役に立つ情報を英語で

書くように生徒に指示した。次に、どのような内容の手紙を書くのか各グループに考えさせ、発表

させた。その結果、Japanese Cartoon, Seasons, Foods, New Year and One day at Seijoh High School の 5

つのトピックをクラス全体で確認し、グループ学習ではこの中から 1 つ、または複数のトピックを

選び、英文を書く活動となった。抽出グループでの活動の 1 部を下記の授業記録で示す。 

Ｔ  78(30)： You can use ‘by the way’…. 

You can change the topics, Wadai.  

鈴村 79(31)： あ、そういうことか。話題を変えればいいんだ。 

福山 80(32)： そうかぁ。 

松川 81(33)： 寒いけど、正月があって、何か。 

鈴村 82(34)： 少し、食べ物の話をして。 

戸田 83(35)： で、終わろうよ。ぜひ、これを食べてください。で終わればいいじゃん。 
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鈴村 84(36)： Japan is winter when you come here because Australia and Japan is the 

opposite season. までにしておいて、あ、この opposite season は季節が逆 

ってことね。 

 

 これは、「星城高校での１日」と「日本の季節」についての英文を書いたあとに、正月や日本の食

べ物について英語で書こうとしている場面である。つまり、抽出グループでは 4 つのトピックで手

紙を書こうとした。前に述べたように、授業者は 1 つのトピックでも構わないと指示をしているが、

抽出グループでは 5 つのトピックの中で 4 つを用いている。ここでは、日本について様々のことを

オーストラリアの高校生に伝えたいという抽出生徒の意欲をみることができる。このことから、11

月実践では、教科書の「英語の手紙の書き方」という教材と来日予定のオーストラリアの高校生に

英語で手紙を書くことを結びつけることで、グループ学習に適した教材となった。 

グループ学習で扱う教材についてまとめると、9 月実践で扱った大学入試センター試験の過去問題

は「1 つの答えを探す教材」であり、11 月実践は「お互いの考えを１つにまとめる教材」である。

両実践の結果から、グループ学習に適した教材は後者といえる。 

ここまで、グループ学習で扱う教材について述べてきたが、グループ学習で生徒のコミュニケー

ションを促進させるためには、教材の工夫の他に、授業者のグループへの関わり方を考える必要が

ある。 

 

2－3.教師の関わり方 

協同学習において、授業者はグループに対してどのように関わるべきか。佐藤(2006)は、2 つの役

割を述べている。1 つめは、グループでの学び合いに参加できない生徒へのケアで、2 つめは話し合

いや学び合いが起こりにくいグループへのケアである。これらのことから、グループ学習において

授業者は、話し合いに参加していない生徒や活動が滞っているグループに対してアドバイスを与え

ることが必要で、それ以外の関わりは必要ないといえる。具体的な場面を、さきほどの 11 月実践で

示した授業記録の中から、さらに抜粋して下記に示す。 

Ｔ  78(30)：  You can use ‘by the way’…. 

You can change the topics, Wadai.  

鈴村 79(31)： あ、そういうことか。話題を変えればいいんだ。 

福山 80(32)： そうかぁ。 

 

この場面で抽出グループは、日本の季節についての英文を書いた後、正月について書こうとした
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が、それぞれのトピックをどのようにつなげればよいかわからずに悩んでいた。そして、抽出グル

ープではこれを解決するアイディアが出ず、約 1 分間、活動が止まってしまった。この様子を授業

者は観察し、これは活動が滞っている状態だと判断した。そこで「by the way : ところで、という

言葉を用いたら話題を変えることができる」という意味のアドバイスを授業者は英語で抽出グルー

プに伝えた。このあとの鈴村 79(31)「あ、そういうことか。話題を変えればいいんだ。」という発言

から再び活動が進むことになった。このような授業者の関わり方がグループ学習では必要となる。

逆に、授業者が避けなければならないグループへの関わりとはどのようなことか。その具体例を下

記の授業記録で示す。 

 

福山 203(148)： Because Tom…. 

鈴村 204(149)： これじゃない？ lie じゃない、lie。〔辞書を使って「うそ」を調べながら〕 

福山 205(150)： どこに、どうやって入れればいい？ Tom…. 

松川 206(151)： トムはうそつきだ。 

福山 207(152)： Tom. 

鈴村 208(153)： Tom….トムは嘘をついている。 

松川 209(154)： 嘘をつき…。 

福山 210(155)： 嘘つく？ 

鈴村 211(156)： 真実ではないこと。嘘をつくは tell a lie. 

福山 212(157)： Tell a lie. 

鈴村 213(158)： で、嘘をつく。 

福山 214(159)： これ？tell って、ねえ、tell ってこれ？ 

鈴村 215(160)： それそれそれ。で、a（エイ） えーと l（エル） 

福山 216(161)： これって離すの？ 

鈴村 217(162)： うん。l（エル）、i（アイ）、e（イー）、それで嘘をつく。 

松川 218(163)： ここからここの間っていうとこ。 

福山 219(164)： えーと。これだとさあ。 

T  220(165)： OK. Good.  

鈴村 221(166)： Goodだって。 

福山 222(167)： Goodだって。 

鈴村 223(168)： あと 15 分だ。おなかすいた。 

戸田 224(169)： 誰があたるかな。たぶんこっちの 2 人だって。 

鈴村 225(170)： 松川君。 
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これは 6 月 4 日の授業での 1場面である。この授業でのグループ学習は「カメラを盗んだのは誰？」

というタイトルの自主作成教材を使い、過去時制を用いた英文の内容を読み取ることでアリバイの

ない犯人を見つけるというものであった。10 分間で誰が犯人なのかを話し合い、犯人の名前とその

理由を英語で書くことになる。抽出グループでは Tom が犯人だとわかり、「嘘をついている」を英語

で表現しようとしている。ここで注目したい発言がある。それは T220(165) 「OK. Good.」である。

ここで授業者は抽出グループの活動状況をプリントから読み取り、抽出グループに対して褒めた。

しかし、そのあとの抽出生徒の発言をみてみると、福山 222(167)「Good だって。」、鈴村 223(168)

「あと 15 分だ。おなかすいた。」、戸田 224(169)「誰があたるかな。たぶんこっちの 2 人だって。」、

のように教材とは関係のない、雑談ともいえる話になっている。授業者としては褒めたつもりが、

結果的に抽出グループの学習活動を止めてしまう発言になった。このようなグループへのケアに該

当しない発言は、生徒の学習活動に悪影響を及ぼすことから、グループに対して避けなければなら

ない授業者の関わりといえる。 

  

3.発表的技能の育成 

グループ学習で扱う教材を工夫し、グループに対して授業者が適切に関わることで、グループ学

習における抽出生徒の発言回数は徐々に増加した。しかし、これは話し合う雰囲気をつくり、生徒

の意欲的な授業参加を促す段階である。本研究では 1 年間の授業実践の分析の上で、このような話

し合う雰囲気をもとに、英語でのコミュニケーション能力の育成にグループ学習がどのような影響

を与えるのか述べる。生徒の英語学習に対する意欲の高まりは受容的技能よりも発表的技能に表れ

やすいと考えることから、スピーキングとライティングに焦点をあてる。 

 

3－1.スピーキングでの英単語使用数 

ここでは、グループ学習を通した生徒の意欲的な授業参加が、スピーキングに影響を与えるのか

否かを英単語使用数の推移から検証する。 

次ページの図 2 に示すように、抽出生徒について 6 月実践での 8 分間のスピーキング活動におけ

る英単語使用数は、戸田が 50words、松川は 50words、鈴村は 55words、福山は 53words であった。

9 月実践の 8 分間では戸田が 57words、松川は 69words、鈴村は 72words、福山は 60words であっ

た。9 月実践でのスピーキングの英単語使用数は、6 月実践と比較すると増加しており、それは抽出

生徒 4 人全員にみられる。特に増加の幅が大きかったのは、松川が 6 月実践と比較して 38%の増加

で、鈴村が 31%の増加であった。この 2 人に共通するのは、年度当初のアンケートで英語が苦手と

答えなかったことである。このことから、英語に苦手意識をもっていない生徒は、グループ学習の
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効果がスピーキングの育成につながりやすいといえる。逆に、戸田と福山のように英語に苦手意識

をもっている生徒は、グループ学習の効果がスピーキングには反映されにくく、スピーキング技能

の育成に効果があらわれるには、英語に苦手意識をもっていない生徒に比べて時間がかかると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 スピーキング活動における抽出生徒の英単語使用数の比較 

 

 次に、グループ学習での発言回数とスピーキングでの英単語使用数との関係をみる。図 1 で示し

たように、松川のグループ学習での発言回数は 6 月実践での 11 回と比較して、9 月実践では 15 回

と 36%の増加がみえた。図 2 で示すように、松川のスピーキングでの英単語使用数は、6 月実践と

比較して 38%の増加が 9 月実践でみえる。このように、両方の増加の割合は非常に類似している。 

戸田について同じようにみると、グループ学習での発言回数は 6 月実践での 15 回と比較して、9

月実践では 13 回と 13%の減少であった。戸田のスピーキングでの英単語使用数は、6 月実践と比較

して 14%の増加が 9 月実践でみえる。このように、グループ学習での発言回数が減少する生徒は、

スピーキングでの英単語使用数の増加幅が小さいことがわかる。したがって、グループ学習での発

言回数の増加が、スピーキングでの英単語使用数の増加に結び付くといえる。 

 以上のことから、英語に苦手意識をもっていない生徒のほうが、スピーキングでの英単語使用数

の増加があらわれやすいことがわかった。そして、グループ学習での発言回数の増加の割合が、ス

ピーキングでの英単語使用数の増加の割合に反映されることが数値で示された。 
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3－2.ライティングでの英単語使用数 

 グループ学習が、発表的技能の育成にどのような影響を与えるのかをライティングでの英単語使

用数から検証する。 

年度当初の最初の授業において生徒に 15 分間を与え、それぞれ自己紹介文を英語で書かせた。ど

れだけの英単語を使用して書いたのかを調べた結果、戸田は 45words、松川は 48words、鈴村は

41words、福山は 45words であった。11 月実践では、前に述べたように、オーストラリアの高校

生たちに英語で手紙を書くという単元であった。11 月 12 日の授業の中でも同じように、生徒に 15

分間を与え、それぞれ個人で英語の手紙を書かせた。4 人の抽出生徒が書いたものについて、どれ

だけの英単語を使用したのかを調べた結果、戸田が 69words、松川が 55words、鈴村が 56words、

福山が 74words となった。この 2 つの数値を示したものが図 3 になる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 ライティング活動における抽出生徒の英単語使用数の比較 

 

図 3 から、抽出生徒の 4 人すべてにおいて英単語の使用数が増加したことがわかる。戸田は

24words、松川は 7words、鈴村は 15words、福山は 29words の増加である。4 人の中でも特に戸田

と福山は、4 月と比べて戸田が 53%、福山は 64%の増加で、数値の変化が顕著に表れた。 

 戸田と福山の共通点は、年度当初のアンケートで英語が苦手と答えたことである。このように、

英語が苦手な生徒についてのライティングの英単語使用数に大幅な増加がみえることから、英語に

対して苦手意識を感じる要素は、4技能すべてに対する苦手意識ではなく、スピーキングに対する苦
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手意識が影響をもつと考えられる。 

 次に、グループ学習での発言回数とライティングでの英単語使用数の関係をみる。戸田について

は、9 月実践のグループ学習での発言回数 13 回と比較して、11 月実践では 18 回で 38%の増加であ

った。福山については 9 月実践と比較して、3 倍の発言回数が 11 月実践でみられた。この 2 名の 9

月と 11 月を比較した発言回数の増加の割合は、鈴村と松川の 2名よりも大きかった。ライティング

の英単語使用数は、図 3 で示すように、戸田と福山の増加の割合は鈴村と松川のものよりも大きい

ことがわかる。このことから、スピーキングと同様に、グループ学習での発言回数の増加が、ライ

ティングでの英単語使用数の増加に影響しているといえる。 

 以上のように、抽出生徒にとって英語が苦手であると意識する理由は、英語で話すことに対する

苦手意識が影響を与えている。また、英語に苦手意識をもつ生徒であっても、グループ学習での発

言回数の増加がライティングでの英単語使用数の増加に結び付くことになる。 

 

4.オール・イングリッシュへの挑戦 

 11 月 12 日の授業ではもうひとつ別の取り組みをした。それは授業者の発話をすべて英語にするこ

とであり、いわゆるオール・イングリッシュの授業である。これは学習内容の一方的な教授という

「教える場」としての授業から、授業者と生徒が英語でコミュニケーションを図ることで、授業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上智大学英語教員研究会ホームページ,吉田研作より。 

図 4 新学習指導要領の英語科科目構成のイメージ 

 

旧                   新 

４技能を総合的、統合的に育成 

   英語Ⅰ   英語Ⅱ  

４技能を総合的、統合的に育成 

コミュニケーション英語基礎  

コミュニケーション英語Ⅰ 

コミュニケーション英語Ⅱ 

コミュニケーション英語Ⅲ 

聞く・話す中心 

 OCⅠ   OCⅡ  

論理的に表現する能力を育成 

 英語表現Ⅰ   英語表現Ⅱ  読む中心   リーディング  

書く中心   ライティング  会話中心    英語会話  

矢印は指導内容変更に係わる概略イメージ 
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も生徒と共に学ぶという、生徒と教師の「学び合い」の意味も含まれる。オール・イングリッシュ 

の実践を行うことによって、生徒がコミュニケーションの道具としての英語をより意識するように

なり、英語の授業だけでなく、英語という言語そのものに対する関心が高くなるのではないかと考

えた。 

 

4－1.学習指導案の作成 

「英語で英語の授業を行う」ことは、平成 25 年度より実施される新学習指導要領に明記されてお

り、実践的コミュニケーション能力の育成に欠かせない授業者の役割の１つである。現行の学習指

導要領からの変更点はもう 1 つある。図 4 に示した科目の再編成である。ここでは、リーディング

やライティングのように１つの技能の育成に特化した科目は他に統合され、複数の技能を総合的・

統合的に指導することが示されている。 

今回、オール・イングリッシュの授業を実践するが、オール・イングリッシュの授業を単体の取

り組みとして考えるのではなく、授業にグループ学習を取り入れることと、授業の中でライティン

グとスピーキングに重点をおいて統合的に生徒のコミュニケーション能力を育成することを合わせ

て考えることで、表 2 のように、新学習指導要領の英語表現Ⅰ・Ⅱの科目につなげていくための授

業実践といえる。 

 

表 2 本研究での実践内容と新学習指導要領での記述内容 

本研究での取り組み 新学習指導要領での記述内容
*

 

授業にグループ学習を取り入れる。 ペア・ワークやグループ・ワークを適宜取り入れたり、（全科目） 

ライティングとスピーキングに重点をおく。 話したり・書いたりする言語活動が中心に、（英語表現Ⅰ・Ⅱ） 

オール・イングリッシュの授業を実践する。 授業は英語で行うことを基本とする。（全科目） 

*

新学習指導要領 88 頁～93頁,文部科学省ホームページより。 

 

オール・イングリッシュの授業を実践するということで、学習指導案についても次のページにあ

るように英語で書いた。単元構想や抽出生徒についても記したことから、8 ページに及んだのだが、

ここでは授業者が英語を学ぶ機会ともなった。例えば学習指導案の 1ページ目の、「4.Objectives of 

this Unit Lesson Plan」では、単元のねらいを書いたのだが、今から読み返すと、1文が 4行にわ

たって書いてある部分もあり、わかりにくい表現やエラーがみえる。これは、筆者自身の力不足も

あるが、時間的な関係でネイティブ・チェックをうけられなかっとことは、今後に向けた反省材料

の１つとしてあげられる。 
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LESSON PLAN 

 

English Writing 

 Seijoh High School, Takayuki Kido 

1. Date : November 12, 2009 

2. Class : Second Grade ( 2-3 Class: 34 boys and 5 girls ) 

3. Teaching Materials:  

� Textbook: Azuma Nobuyuki, et. al. (2008). SUNSHINE Writing (Revised Edition), Tokyo: Kairyudo. 

� Topic: ‘HOW TO WRITE LETTERS’, pp.162-163 of the textbook. 

� Extra Material: Profile of ten Australian students from Ballarat Clarendon College who will come to visit our 

school on December 15, 2009. 

4. Objectives of this Unit Lesson Plan: 

Ten Australian students from Ballarat Clarendon College will come to stay in Japan with us for about one month 

from December 15, 2009 to January 10, 2010.  The main objective of this unit plan is set up this natural situation for 

encouragement of our students to learn more about how can write in English effectively and take advantage of them 

to write a letter for Australian students to introduce them Japanese daily life in winter as well as school culture and life 

in English. The instructor tries to support his students to achieve the following points in practice; 

1) Students will be able to understand the construction and format of a letter in English. 

2) Students will be able to construct effective messages for their guests in English through group discussion and using 

received keywords. 

3) Students will be able to write the letter in English individually and bring it to create a letter from each cooperative 

learning group. 

平成 21年 11月 12日に実施した授業の学習指導案 1頁より抜粋（授業実践の前に配布したものである）。 

 

次のページの「10. What the Instructor wishes for Nominated Students in this Lesson」は、抽

出生徒について書かれている部分である。ここでは、授業者のこれまでの授業観察から、抽出生徒

の 4名はどのような生徒なのか、そしてこの授業で授業者は彼らにどのような学習活動を望み、どのような手だて

を準備しているかを書いた。 
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10. What the Instructor wishes for Nominated Students in this Lesson 

1) Kohei Toda(student no. 7 Mr.), He is using well present time in class for appear his idea as well as comments, in 

this lesson it will be effective if teaching-learning process support him to participate efficiency in his group 

learning. It means he tries to train give opportunity to be lead in group. 

2) Hideo Matsukawa (student no. 14, Mr.), He needs supports to be more active in group learning and class at 

whole. In this lesson more chance will be given to him for presentation as well waiting for his comments or 

questions in English. 

3) Mai Suzumura (student no. 15, Ms.), She is the most active member of her group and tries to encourage his 

classmate to be more active too. In this lesson she will be found a chance to present her letter in English for whole 

class as well as brought her content of letter as discussion subject among students. 

4) Kei Fukuyama (student no. 29, Ms.), she usually doesn’t try to have more chance for presentation than other 

members of her group but her English abilities is higher than other members. In this lesson she will find a chance 

to present her letter first for her group then for class at whole. The instructor hopes that she tries her best in class 

for giving comment in English especially on grammatical problems of her classmate presentation. 

平成 21年 11月 12日に実施した授業の学習指導案 3頁より抜粋（授業実践の前に配布したものである）。 

 

この抽出生徒について書かれている英文の中では、to be more active や chance、support、encourage

のように生徒が意欲的に活動するために、励ましたり、支援することを意味する表現が多用されて

いる。このように教師が主体でなく、生徒の学習をサポートする、いわばファシリテーター（学び

を支援する人）としての立場で学習指導案を英語で書くことになった。 

 

4－2.授業の実践 

オール・イングリッシュの授業での授業者の１つの関心は、生徒が授業者の話す英語を理解でき

るのかということと、生徒と授業者が英語でコミュニケーションを図ることができるのかどうかと

いうことである。これらの点に注意を払いながら授業を行った。この授業での授業者と生徒のやり

とりの一部を下記に示す。 

Ｔ  12：How do you say Datemakitamago in English? Anyone? Tokaji, stand up, please.  

Please tell us. How do you say Datemakitamago in English? 

戸田 13：A rolled…. 

Ｔ  14：…. With a loud voice, please. 

戸田 15：A rolled omelet. 

47



Ｔ  16：A rolled omelet? Say again. 

戸田 17：A rolled omelet mixed with fish paste. 

Ｔ  18：Thank you very much. Do you understand it everyone? …. 

How do you say, how do you say Kamaboko in English? 

戸田 19：Boiled fish…. 

Ｔ  20：I couldn’t hear you. Loud voice, please. 

戸田 21：Boiled fish paste. 

Ｔ  22：OK. The last one. Koromame in English. 

戸田 23：Black soybeans. 

Ｔ  24：Thank you very much. Sit down, please. 

  

この場面は、授業者が伊達巻卵や蒲鉾、黒豆を英語でどのように表現するかについて質問し、抽

出生徒の戸田がそれに答えている場面である。戸田は自分が表現したいことを rolled や mixed、

boiled のような過去分詞を駆使して表現している。オール・イングリッシュの授業を行うことで、

授業者の英語での質問に対し、自然に生徒もすべて英語で答えようとする中で、自分が言いたいこ

とをなんとか英語で表現しようとした戸田の意欲が授業者に伝わった。 

 しかし、このやりとりでは課題も見える。それは授業者の T14 や T20 の発言にあるように、「も

っと大きな声で。」という意味の指示を戸田に出している。戸田はどちらかと言えば積極的に授業で

発言をしようとする生徒である。しかし、英語での返答になると声が小さくなり、自信の無さが顔

の表情にも出ていた。これを克服するためには、オール・イングリッシュの授業を多く経験させ、

スピーキング活動の量も多くしていく必要がある。また、授業者にも問題はある。今回の実践で、

授業者の英語の発話に関わる工夫は万全ではなかった。わかりやすい表現や、反応しやすい表現を

考えるのは当然であるが、生徒が英語で話したくなるような発話とはどのようなものかを考えるこ

とが今後の課題である。 

 

おわりに 

本研究では、グループ学習の実践を通して、生徒に能動的な学習姿勢を身につけさせ、それをス

ピーキングやライティングという発表的技能の育成につなげる実践を行った。グループ学習では、6

月の実践と 11 月の実践を比較し、4 人の抽出生徒すべてにおいて発言回数の増加を確認できたこと

から仮説が支持された。その増加には 2 つの要因がある。第 1 に、お互いの考えを 1 つにまとめや

すい教材を設定したことである。第 2 に、活動が滞っている生徒やグループへ、授業者が適切なケ

アをしたことである。ファシリテーターとしての役割を授業者が果たすことによって、参加型授業
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でのコミュニケーションや協同学習はより促進されることになる。 

そして、グループ学習から生じた生徒の意欲的な授業参加は、発表的技能の育成に有意であるこ

とが明らかになった。鈴村と松川の 2 名は、グループ学習での発言回数の増加がスピーキングでの

英単語使用数の増加につながった。戸田と福山の 2 名はグループ学習での発言回数の増加がライテ

ィングでの英単語使用数の増加につながった。戸田や福山のような英語に苦手意識をもっている生

徒は、スピーキングが苦手であることが多く、スピーキングでの英単語使用数の増加にはつながり

にくい。しかし、このような生徒はライティングの技能について苦手意識は薄いと考えることもで

きる。これは、戸田と福山のライティングでの英単語使用数が大幅に増加したことが示している。 

授業実践を通して、クラスにおける授業者の発言量は少しずつ減少していき、生徒の発言回数は

徐々に増加した。この点では生徒主体の授業に近づくことができたと考える。協同学習をもとにし

たグループ学習に取り組むことで、生徒の笑顔や生き生きと活動する姿を目の当たりにし、グルー

プ学習の効果を肌で感じ取ることができたが、これは一斉講義形式での授業を否定するものではな

い。大切なのは教師中心の授業からの脱却である。Slavin(1995)も述べているように、教師中心の授

業では教師 1 人が同時にすべての生徒に対して肯定的な評価をすることは困難である。時に、1 人の

生徒の成功が他の生徒の成功の機会を妨げることになり、どうしても協同より競争の要素が学習に

影響を与えることになる。 

 今後の課題は、スピーキング活動のステップアップである。本実践のスピーキングでは、情報を

相手に正確に伝えるという部分が中心となり、自分の意見や考え自体を英語で相手に伝えることが

少なかった。生徒が自分の意見や考えをスピーキングする活動を実践し、そこからライティングへ

の展開を図っていくことが必要であり、その上でスピーキングとの結びつきを分析していくことが

課題となる。 

 ここまで生徒の発表的技能やグループ学習について述べてきたが、「学び合い」を通して、生徒の

学習意欲を高めたり、英語のコミュニケーション能力を育成するためには、一教員の力だけでなく

教師同士の学び合いも必要である。生徒と生徒はもちろん、生徒と教師、そして学校全体での教師

と教師の学び合い、すなわち最近言われる「学習する組織としての学校」になることを目指して、

今後も取り組んでいきたい。 
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