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は じ め に 
 

 長野西高校は平成１５年度にＳＥＬＨｉ研究校として指定を受け、研究開発課題「人権・民族や文化

の違いを超えて他者との真のコミュニケーションを図ることができる英語能力を育成するための指導方

法の研究開発」を目標に 3 年間研究に取り組んでまいりました。この間、運営指導委員の皆様方には授

業参観をはじめ、研究委員会でその都度それぞれの角度から適切なご助言とご指導を賜り心より感謝申

し上げます。また、授業研究にあたりましては広く県下から大勢の先生方にご参加いただきましたこと

に厚くお礼申し上げます。 
 本校は明治は遠く２９年に全国１４番目の高等女学校として開校し、その後久しく女子校としての歴

史を刻んでまいりましたが昭和６０年に男女共学校となり平成１１年には県下初の国際教養科を設置し

本県の英語教育、国際理解教育のパイオニアとして取り組んでまいりました。 
 ご承知のとおり現行の学習指導要領において外国語が必修となり、国際化に対応するためより実践的

なコミュニケーション能力の育成が打ち出され、小学校の「総合的な学習の時間」で英会話が実施され

るようになりました。更に平成１５年４月、文部科学省から「英語が使える日本人」の育成のための行

動計画が発表されました。 
 本校ではかねてより国際社会を生きていく子どもたちにとって国際共通語としての英語コミュニケー

ション能力を高めることが不可欠であると考え、単語力や読解力や文法力などこれらの基礎学力が実体

験できる場を求め長野オリンピックが開催された翌年、１９９９年に国際教養科を設置しさまざまな国

際交流を心がけてまいりました。長野オリンピック以降毎年４月、世界の著名ランナーを招待して行わ

れる長野国際マラソンに際しエチオピアの金メダリスト、ファツマ・ロバ選手をはじめ多くのランナー

たちと本校で交流会を開くなど多くの実践に取り組んでまいりました。このたび新学科国際教養科が順

調に離陸したのを期に、それまでの国際教養科を中心とした取り組みを全校に広げ、普通科ともども本

校で学ぶ生徒会員の英語力を高め国際理解教育をさらに前進させていきたい。そんな思いを胸にＳＥＬ

Ｈｉ指定校として研究開発に取り組んでまいりました。 
 ３年間をとおし、１２名に及び英語科教科担当相互の意思疎通と互いを公開し共通の目標に向かうこ

とにより絆が一層深くなり英語科のみならず学校全体が課題を共有しあえたこと、そして何よりも全校

の生徒一人一人が生き生きと授業に参加できたことは何よりの成果であったと思います。 
 今後は指定校として得られた成果を次年度以降の英語教育に結実させ、本誌およびさまざまな媒体を

とおして他校にも伝えてまいりいたいと思います。 
 多くの方々のご指導、ご協力にお礼と感謝申し上げご挨拶とさせていただきます。 
       

平成１８年３月 
長野県長野西高等学校 校長 神津 浩一 
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平成１５～１７年度ＳＥＬＨｉ研究開発実施報告書 

 

１ ＳＥＬＨｉ学校名     長野県長野西高等学校         

 

２ 研究開発実施期間 平成 １５ 年度 ～ 平成 １７ 年度 

 

３ 研究開発課題  人種・民族や文化の違いを超えて他者と真のコミュニケーションを図ること

ができる英語能力を育成するための指導方法の研究開発 

 

４ 研究課題の設定理由 

(1) SELHi 指定以前の状況について 

本校では、普通科 7クラスに加え、平成１１年４月、国際教養科 1クラスを新設した。国際教養科に

おいてはリーディングやライティングのみならず、リスニング・スピーキング力向上にも重点を置いた

特色ある授業を展開してきている。さらに、外部組織と連携しながら様々な分野で活躍している外国人

を講演会に招くなど国際交流の機会を多く設け、生きた英語の学習を通しての英語コミュニケーション

能力の向上並びに異文化を尊重しようとする態度の養成を図ってきた。その結果、こうした活動が英語

学習への更なる動機付けにつながり、国際教養科に在籍する生徒においては英検準１級に合格するな

ど、高い英語力を持つ者も出てきた。しかし、普通科と比べて自ら意欲的に学習をする生徒が多いもの

の、何割かの生徒を除いては英語での円滑なコミュニケーションを行えるレベルにはまだ達していな

い。 

一方、普通科においては、全国模試やセンター試験での英語の成績や英語検定の合格者数が年々向上

してきてはいるが、英語コミュニケーション能力については入学当初から国際教養科とは格段の差があ

るというのが実態であった。オーラル・コミュニケーションを始め授業中の ALT との英語でのやり取り

においても、多分に苦手意識があり、自ら積極的に英語を使ってコミュニケーションをしようとする意

欲的な生徒の数はごくわずかに限られているという実態があった。 

また、卒業後の進路実現という観点で本校生の英語力を客観的に見れば、上位生と下位生の学力の幅

も大きくセンター試験の本校受験者平均は全国平均に届くか届かないかといったところであり、自分の

希望する進路を実現できる英語力のレベルまでには達していない生徒が多かった。 

 
(2) 研究課題の設定理由 

SELHi 指定以前の授業においては、リーディングでは文法訳読式の授業に終始していることが多く、

ライティングにおいても和文英訳が中心で、言語をコミュニケーションの手段として捉えた概念に基づ

く指導方法とは言い難いものであった。従って、英語 4技能の中のリスニングやスピーキングの指導に

ついては大変軽視された形態の授業となりがちであったと言える。 

一方で「英語を用いてコミュニケーションができるようになりたい」という生徒の強い願いがありな

がらなぜそれが実現されないのかを考えると、授業中、英語を使った十分な言語活動を促すための取り

組みがなされていなかったという点が上げられる。すなわち訳読に使われる時間が多いために、実際に

英語そのものに接する時間、すなわち音読したり、英語を聞いたり、自分の意見や感想を述べるといっ
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た活動に割かれる時間が不足していたわけである。このことは自信を持って英語で意思を伝えようとす

る態度の育成を阻み、語彙力が十分に身につかない、きちんと発音できない単語が多く残ってしまう、

基本的な文法・語法事項が十分に定着しない等の一番の原因となっていたと考えられる。 

 このような点を解決していくことは大学を含む上級学校への進学面を考えてみても重要である。特に

近年の入試問題では、時間をかけて「部分」を細かく捉えるといった力より、限られた時間内で速く「全

体」を捉えるといった Skimming や Scanning の力が重視され、加えてコミュニケーションを意識した

問題が多く出題されている傾向にある。 
また、英語を諸外国の人々とのコミュニケーション手段と考えた場合、より円滑なコミュニケーショ

ンを行うために、異文化を理解し尊重する態度や global citizen として自ら考え行動していくことの重

要性がますます叫ばれている中で、異文化理解やグローバル・エデュケーション等に関わる授業は国際

教養科のみで行われているに留まっており生徒全体への一般化を図ることが大きな課題となっていた。

そこで、すでに行われてきた実践のノウハウを普通科も含めた生徒全員の英語教育に応用させ、「人種・

民族や文化の違いを超えて他者と真のコミュニケーションを図ることができる英語能力の育成」に向け

てすべての英語教員が関わることとした。 

以上の２つ観点を踏まえた上で、現状を打開するために日々の英語授業をいかに根本的に改善してい

くかといったことを も重要な課題として取り上げ、SELHi 指定校として上記の研究開発課題を設定し、

特定の生徒だけでなく長野西高生全員を対象とした研究開発に取り組んだ。 
 
５ ３年間の研究計画 

(1) Ｈ15 年度研究計画 

研究内容 研 究 方 法 研究評価方法 
① 実践的なコミュニ

ケーション能力の育成

につながる英語指導方

法の研究開発 

１ ALT などネイティブ・スピーカーによる授業、

語学学校教師・海外勤務経験者など外部講師によ

る授業を実施し、従来の授業との比較検討をしな

がら、授業・教材・指導方法の研究を行う。 
２ 外国語の各科目で発信型の言語活動としてど

のようなものが可能か検討し、実践する。 
３ BBC や CNN 等の海外放送が視聴できる環境

を整備する。 
４ 学習におけるコンピュータ教材の活用を研究

する。 
５ 他教科の英語による授業の実施について検討

する。 

＊生徒アンケート 
＊生徒の自己評価 
＊運営指導委員会によ

る評価 
＊定期テスト等による

学力の確認 
＊模擬試験、英語検定、

TOEIC 等の外部試験

による評価 
＊ディベート大会、各

種英語コンテスト等へ

の出場とその状況によ

る評価 
＊公開授業での参観者

による評価 
＊独自に開発した評価

方法での評価 
② 生徒の習熟度に応 １ 普通科１・２学年では、２クラスを３つの習 同   上 
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じた効果的な教材・指

導方法の研究開発 
 

熟度別講座に分け、上位講座では語学学校等から

招いた講師による授業、中下位講座には週 1 時間

ALT による授業を実施して、教材・指導法の研究

を行う。 
２ 国際教養科専門科目 LL 演習で、２０人の少

人数講座によって ALT との効果的な TT のあり方

について研究する。 
３ 普通科のオーラルコミュニケーションでは、

ALT または外部講師の授業を積極的に取り入れ、

教材・指導方法等について研究する。 
４ その他、習熟度講座における教材・指導方法

等について研究する。 
５ 国際教養科・普通科ともに、実用英語検定、

TOEIC の本年度数値目標達成が可能となる年間

指導計画を作成し、実践する。 
６ 通信制におけるポートフォリオ評価を用いた

英語教育の改善について研究、実践する。 
７ 国際教養科を 2 クラスに分け、別々の外部講

師の指導のもとで TOEIC 得点を競わせる｡ 
 

(2) Ｈ16 年度研究計画 

①実践的なコミュニケ

ーション能力の育成に

つながる英語指導方法

の研究開発 

１ 「少人数講座」「外部講師による新たな教授法

の導入」「英語教員の授業方法の研究」を相互に関

連付けた研究開発をする。 
２ ディベート、プレゼンテーション、E メール

を用いた海外の高校生との意見交換など、発信型

授業の促進がもたらす効果に関する研究をする。

＊生徒アンケート 
＊生徒の自己評価 
＊運営指導委員会によ

る評価 
＊定期テスト等による

学力の確認 
＊模擬試験、英語検定、

TOEIC 等の外部試験

による評価 
＊ディベート大会、各

種英語コンテスト等へ

の出場とその状況によ

る評価 
＊公開授業での参観者

による評価 
＊独自に開発した評価

方法での評価 
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②生徒の習熟度に応じ

た効果的な教材・指導

方法の研究開発 

１ 普通科２クラスを３講座に編成する「習熟度

別講座」を継続し、生徒の学力・関心等の実態を

踏まえた教材・教授方法を研究する。 

同 上 

③ALT の多方面にわた

る幅広い活用方法の研

究開発 

１ ALT との TT、ALT 単独による様々な形の英

語授業の可能性を探る。 
２ ALT の体育等の授業への参加、ALT による校

内放送、英語補習・英語独自講座の開設・運営な

どを通して、生きた英語力が自然に身に付くよう

な英語環境について研究し、実践する。 
３ 通信制におけるポートフォリオ評価を用い 
た英語教育の改善について研究し、実践する。 

  同 上 

④英語教育・国際理解

教育における大学との

効果的な連携の在り方

についての研究開発 

１ 信州大学教育学部との連携を深め、共同授業

を実践する。また大学が提供する「出前講座」、学

部の講義や演習への生徒の参加について研究し、

実践する。 

＊生徒アンケート 
＊学校評議員による外

部評価 
＊定期テスト等による

学力の確認 
⑤実践的な英語力の向

上につながる他機関・

他組織との緊密な連

携、多様な国際交流活

動の在り方についての

研究 

様々な国際交流の機会を提供することが、生徒の

異文化理解や英語力向上をどのように促進する

か、また、発想力・思考力、学習意欲にどのよう

な効果があるか研究する。 
１ 長野国際親善クラブ、NILV（長野通訳ボ

ランティアグループ）等の団体、長野県や長野市

等行政機関との連携による交流事業の促進 
２ フランス、サヴォア県マルリオーズ高校生・

職員の受入れ、本校生徒・職員の派遣と国際交流

イベントの企画 
３ アメリカ、ユタ州ソルトレーク市ワサッチ高

校生と電子メールや相互訪問 
４ アメリカ、コネチカット州イーストライム高

校における語学研修・ホームステイ 
５ 韓国清州市清錫高等学校他との電子メールに

よる交流、ホームステイによる交流 

＊交流機会ごとの生徒

アンケート 
＊生徒の自己評価 
＊保護者アンケート 
＊学校評議員による外

部評価 
＊学習意欲を評価する

ために新しく開発した

評価方法による評価 

⑥ IT機器を利用した

英語学習がどのような

効果を生み出すことが

できるかについての研

究 

１ インターネットを利用した E メールでの意見

交換により、異文化理解をどのように進めること

ができるか研究する。 
２ 英語放送を授業外に触れさせる環境を作り出

すことで生徒の英語への関心が日常的にどのよう

に向上していくか研究する。 

＊年度末に意見交換の

記録集を作成する。 
＊生徒アンケート 
＊Writing および異文

化理解に関する評価 
＊学習意欲を評価する

ために新しく開発した
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評価方法による評価 
 

(3) Ｈ17 年度研究計画 

研究内容 研究方法 研究評価方法 
①コミュニケーシ

ョン能力を育成す

るための効果的な

指導方法の研究 

１.日本語訳を生徒に渡すことにより「訳読方式」を取

らず、授業中の英語の言語活動の時間を確保する。そ

して言語活動として「何」を「どのように」行うのが

効果的であるかを研究する。 
２.多読プログラムによりインプット量を増やす。その

ためにはどのような方法が効果的か、またそのことが

生徒の語彙力の増強や読解力の強化にどのように影

響していくかを研究する。 
３.自分の考えを英語で表現させる活動を増やす。その

ためにはどのような課題の提示の仕方が効果的か、ま

たそのことが生徒の表現力にどのように影響してい

くかを研究する。 
４.外部講師の授業を導入することでその授業方法を

学ぶとともに生徒の意欲を高める。外部講師にはオー

ルイングリシュで授業をしてもらい、その中で生徒に

さまざまな言語活動を行わせる。そのことが生徒のリ

スニング力と表現力（オーラルコミュニケーションの

力）をどのように伸ばすかを研究する。 
５.インターネットを利用した E メールでの意見交換

により、異文化理解をどのように進めることができる

か研究する。 
６.英語放送を授業外に触れさせる環境を作り出すこ

とで生徒の英語への関心が日常的にどのように向上

していくか研究する。 
②生徒の習熟度に

応じた効果的な指

導方法の研究 

１.普通科２クラスを３講座に編成する「習熟度 
 別講座」を継続し、生徒の学力・関心等の実態を踏

まえた教材・教授方法を研究する。特に上位生と下位

生の差を作り出している一番の原因は何なのか、そし

てそれを埋めるためにはどのような方策が効果的か

を研究する。 
２.Reading の授業と Writing の授業とでは習熟度別

授業の効果がどのように違ってくるかを研究する。 

＊ 生徒アンケート 
＊ 生徒の自己評価 
＊ 運営指導委員会に

よる評価 
＊ 定期テスト等によ

る学力の確認 
＊ 模擬試験、英語検

定、GTEC 等外部

試験による評価 
＊ ディベート大会、各

種英語コンテスト

等への出場とその

状況による評価 
＊ 公開授業での参観

者による評価 
＊  独自テストによる

評価 
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③国際交流活動と

関わる大学を含む

他機関・他組織との

連携の在り方につ

いての研究 

１.信州大学教育学部との連携を深め、共同授業を実践

する。また大学が提供する「出前講座」、学部の講義

や演習への生徒の参加について研究し、実践する。 
２.様々な国際交流の機会を提供することが、生徒の異

文化理解や学習意欲、英語力向上にどのように促進す

るかを研究する。 

 
６ 研究開発の内容 

 

６．１．コミュニケーション能力を育成するための効果的な指導方法の研究 

６．１．１．研究課題および学年指導目標の設定 

研究開発課題の達成に向け、サブテーマとして取り組んだ研究課題および学年指導目標は以下の通り

である。 

（1）研究課題(サブテーマ) 

「他者とのコミュニケーションを図ることができる英語能力を育成するために，インプットされた英

語を理解・定着させ，さらにアウトプットに結びつけることができる指導方法の研究」 

(1) ライティング及びスピーキング におけるアウトプット能力の向上につながるリーディング指導

のあり方についての研究 

(2) ライティング能力の効果的な測定及び評価方法の研究  

(3) 国際交流において，Communicative なコミュニケーションを通しての実践的コミュニケーション能

上記研究開発計画に沿って行われてきた本研究の核となった研究項目における研究内容と成果に

ついて解説し、各学年における取り組みをその中で具体的に詳述する。なお、本校の SELHi 研究を振

り返ると、１５年度においては習熟度別少人数講座編成や画期的な外部講師の導入、インターネット

を活用した国際交流など authentic なコミュニケーションを取り入れた授業の導入による実践的英語

コミュニケーション力の伸長のための枠組みを構築した。続く１６年度において外部講師によるオー

ルイングリッシュによる授業において講師のノウハウを教員が取り入れ、訳渡し授業の導入による言

語活動の効果について研究を開始するといった過程を経て、3 年目のまとめの年となるＨ１７年度に

おいては 2年間の取り組みを批判的に検証する中で、高大連携により大学の英語教育専門教員による

指導を積極的に受け入れ、原点に返って「創造的思考力をつけることによる真の英語コミュニケーシ

ョン能力の育成」を 終目標とした授業改善に向け、意欲的に取り組んできた。特に英語科全員の協

働性を重視しつつ、独自テストおよび評価の研究開発等についても理論の下に実践された授業が検証

できるような基礎的な研究としてのシステムの構築を目指し、新たな「SELHi 構想図」（資料：巻末「長

野西高校 SELHi 構想図」）を作成して研究課題に沿って指導目標のさらなる明確化を図り、多岐に渡

る研究を絞り込むことで研究内容をより深化させることができるように改善を重ねた。以上を踏ま

え、「①コミュニケーション能力を育成するための効果的な指導方法の研究」を主軸として「言語活

動を重視した指導法と独自ライティングテスト及び評価法の開発」、「生徒の習熟度に応じた効果的な

教材・指導方法の研究開発」、「国際交流によるコミュニケーション力の伸長と異文化理解」の 3点に

ついての研究内容を詳述し、「ALT の活用」「他機関・他組織との連携」等の研究内容についてはそれ

らとの関連付けの中で述べるものとする。 
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力の育成および異文化理解を図るための指導方法についての研究 

（2）学年指導目標 

① ライティング到達目標 

  1 年 

普通科    ・英文を読み，必要な語句や表現を活用しながらそれに対する自分の考えや気持

ちを伝えることができる。 

   国際教養科  ・英文を読み，必要な語句や表現を活用しながらそれに対する自分の考えや気持

ちをまとまった英文で伝えることができる。 

 

   

2 年 

   普通科    ・リーディングを通して得られた情報を要約したり、その情報を活用しながら、

場面や目的に応じて，自分の感想や意見を読み手に理解されるように整理して

書くことができ、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 

   国際教養科  ・リーディングを通して得られた情報を要約したり、その情報を活用しながら、

場面や目的に応じて，自分の感想や意見を読み手に理解されるように整理して

書くことができ、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 

・ 文章構成や展開にも留意しながら書くことができる。 

 

3 年  

 普通科    ・テーマに対する自主的なリサーチ活動で得られた情報を活用しながら、場面や

目的に応じて，自分の意見や考えを読み手に理解されるように書くことができ

る。文章構成や展開に留意しながら書くことができ、積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする。 

 国際教養科  ・テーマに対する自主的なリサーチ活動で得られた情報を活用しながら、場面や

目的に応じて，自分の意見や考えを読み手に理解されるように書くことができ

る。スピーチ，ディベート，プレゼンテーション，電子メール，エッセイなど

さまざま言語使用場面においてより豊かな内容やより適切な形式で英文を作成

することができる。 

 

② スピーキング到達目標 

1 年 

普通科    ・身近な話題について英語で聞き、その内容を理解するとともに，関心を抱いた

ことについて相手に質問したり，相手の質問に答えたりする。また、自分の考

えや意見を持ち、自己表現することができる。 

国際教養科  ・身近な話題について英語で聞き、その内容を理解するとともに，場面や目的に

応じて適切に反応する。また、自分の考えや意見を持ち、自己表現することが

できる。 

2 年 

   普通科    ・情報や考えなどを整理し，場面や目的に応じて伝えることができる。 
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          ・身近なテーマについてリサーチしたことを効果的に発表することができる。 

   国際教養科  ・ 幅広いテーマについて情報や考えを整理し，効果的に発表することができる。 

・身近なテーマについてリサーチしたことを基に，ディスカッションやディベー

トなどに参加し、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 

3 年 

   普通科    ・スピーチなどまとまりのある話の概要や要点を聞き取り，それについて自分の

考えなどをまとめ、意見を発表したり話し合ったりすることができる。 

          ・身近なテーマについてリサーチしたことを基に、簡単なディスカッションやデ

ィベートなどに参加し、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 

   国際教養科  ・幅広いテーマについて，情報や考えなどを整理して英語で発表したり，効果的

なリサーチに基づいてディスカッションやディベートなどに意欲的に参加し，

筋道を立てつつ議論を展開できる。相手の意見に対して自分の主張をはっきり

と述べ、積極的にコミュニケーションを図ろうとする。 

 

６．１．２．言語活動を重視した指導法によるコミュニケーション能力の向上についての研究 

研究内容：日本語訳を生徒に渡すことにより「訳読方式」を取らず、授業中の英語の言語活動の時

間を確保する。そして言語活動としてどのように行うのが効果的であるかを研究する。 

授業改革の１つとして、SELHi 指定以前に一般的に本校で行われてきた指導は、いわゆる大学受験対

策としてのリーディング指導が中心であり、英文を意味のまとまり毎に切って日本語に訳すといった文

法訳読式の授業が主となり、コミュニケーションとして言語を教えるといった観点が欠けていた。そこ

で、そのような実態を改めることから始め、可能な限り普通科においても英語で授業を進め、英語での

インプットをなるべく多く行うことに力点をおいてきた。そこでＨ１５年度においては語学学校の講師

による週１回のオールイングリッシュの授業から教員がノウハウを学ぶといった授業改善に向けた取り

組みの第一歩を踏み出し、Ｈ１６年度まで継続された。さらに生徒の英語コミュニケーション力を伸ば

すための新しい効果的な英語教授法を取り入れて実践していきたいという願いから、Ｈ１６度において

は下半期より Task-based Learning の理論に基づき、タスクによる言語活動を重視した実践への転換を

図り、「訳先渡し授業」を取り入れることで豊富な言語活動を行うの時間を生み出した。しかし、中・下

位の生徒の中に「和訳を先に渡してしまうことで、生徒が自分の力で英文の内容を理解する力が低下し

ているのではないか」、「安易に和訳に頼ってしまうことになり、生徒自ら英文を理解しようとする姿勢

が後退しないか」といった問題が生じてきた。そこで、Ｈ１７年度では生徒自身の自立的なリーディン

グ力の養成を目標として授業の 後に訳を渡す「訳渡し授業」と改め、研究としてはあくまでも言語活

動の時間を確保するための手段とし、言語活動のあり方、効果的なタスク与え方を重点的に研究し、そ

れに付随するものとして捉えた。そのような段階を経て徐々に改良されてきたアウトプットの力を向上

させるための言語活動を効果的に取り入れた授業の形態について、以下、具体的に示し、この章の 後

でライティングテストにより授業の検証を行うものとする。 
  

(1) 言語活動および音読を重視した授業形態  

スピーキングやライティングなどアウトプットの力を高めるという指導目標に沿って立案された授業

シラバス（資料６－１年間指導計画案）の下で実施された学年共通の授業形態および各項目ごとの特徴

的な活動例は以下の通りである。 
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① アウトプットにつながる効果的なタスク及び実際的な言語活動を重視した授業 

 実践的コミュニケーション能力を育成するための多様なタスクを与えることを目的とし、タスクプ

リントを用いた問題解決学習を行う。表面的な理解から深い理解へと発展させていくようにし、

Creative な力を養成する。  
② 音読指導を重視した授業 

・効果的なアウトプットに導く様々なバリエーションの音読やシャドウイングなどを行う。音読指

導の手順については以下の通りである。 
＜音読指導の手順＞ 
① 音読指導第 1 段階：基礎トレーニングとしての音読 

1) テキストを見た repeating（この中には chouros reading も含む）  
2) テキストを見ない repeating ：集中力をつけさせる 
3) 回数指定や時間指定による individual reading / buzz reading   
4) ペアがテキストでチェックする pair reading 
5) ペアがテキストでチェックする pair reading 
6) overlapping 

② 音読指導第 2 段階：音読からスピーキングへ 
1) read and look up say 
2) CD，JTE，ALT をモデルとした一斉 shadowing 
3) ペアによる shadowing 

③ 音読指導第 3 段階：発表力をつける 
1) キーワードを頼りとした recitation 
2) 聞き手に語りかける recitation 
3) 自分の気持ちを表現する speech   
              (音読指導：茨城大学大学教育研究開発センター阿野幸一先生)

③ 英語でのインプットを重視した授業 

 ≪リスニング≫ 
・難しい英語表現をやさしく置き換えるなど工夫し、可能な限りオールイングリッシュで授業を進

める。 
・Oral introduction---Lesson や本文の各 Part の始めの導入において Oral intoroduction をして生

徒の教科書の題材への motivation を高めるため、topic について英語をできるだけ多く聴かせる。

教師の一方通行にならないように、生徒との interaction をしながら進める。 
・本文の内容を CD で聴かせる時は、必ず listening points を与えて、焦点を絞る。 

 ・音読後のディクテーション 
≪リーディング≫ 

 ・教科書の題材に関連した読み物のリーディング(速読) 
④ 4 技能を関連付けた活動 

・アウトプットに橋渡しするリスニング、リーディングによる効果的なインプットを経て、ライテ

ィングからスピーキングへと効果的にリンクするタスクを与えていく。 
・生徒自身の考えや感情をライティングまたはスピーキングなどで表現させる活動（自己表現活動）

を行う。 
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・テーマについてリサーチした結果についてのプレゼンテーション、ディベート 

⑤ アウトプットを目的とした教材の精選 

 ・教科書の題材に沿った自己表現活動 
・トピックに関連した異文化理解や人間理解のための読み物教材を与え、ディスカッションさせる。

⑥ 創造的思考力を高めることでコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とした指導 

・inferential question や personal involvement question の工夫。ペアワークやグループワークな

どを通じて感想や意見を交換し合い、自分の考えを深める。そして、こうした活動を繰り返すこ

とで、アウトプットにつながるための創造的思考力を高める。 
 
(2) 言語活動の具体的な内容 

(1)の授業形態における毎時間の授業では下記の活動のバリエーションから教材等に応じて活動を選

択していく。 
① リスニングやリーディングによる課全体の概要把握 
② 新出単語の確認 
③ 必要な文についての細部把握 
④ 新出語句、重要語句の確認 
⑤ Ｑ－ＡやＴ－Ｆによる内容確認 
⑥ タスク・プリント* 
⑦ リーディング  
⑧ シャドウイング 
⑨ センテンス・サーチ、ディクテーション、センテンス・ライティング、要約文作りなど 
⑩ ディスカッション、プレゼンテーション   

  教材の内容や難易度によって、構文把握、内容把握、言語活動などのバランスを変える 
*タスク・プリントの例： 
① 語句や表現を定着させるためのもの 
②  内容を読み取ったり、自分の考えをまとめるためのタスクプリント 
③ プレゼンテーション活動のためのもの 

   ・プレゼンテーションの基本的な形として示したもの 
   ・生徒同士の評価のためのもの 
   ・プレゼンテーションを聞いて、考えたことや質問を書くためのもの 
（資料６－２ ２学年言語活動 / 自己表現活動のための授業プリント） 

 
(3) 通常の授業の流れ(Procedure) 

学年指導目標を実現するための、主たる言語活動が組み込まれている授業の流れは下記の通りである。 
通常の授業活動と流れ (Procedure) 
※下記の steps の中から教材等に応じて活動を選択し実践している 

   《 Warm-up 》 
 様々な活動の中に、Topic of the day (Short sensible talk by the teacher) を必ず入れる。 
   《 Review 》 

(Vocabulary, grammar) check 
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  リーディング、 ディクテーション, オーラルコンポジション、など 
       ↓ 
《 Introduction of new material 》 

リスニングによる課全体の概要把握 
リーディングによる課全体の概要把握 

       ↓ 
《 Communication Activities 》 

  新出語句・内容の確認-----Q-A 、T-F,  Filling out blanks (Worksheet ), etc.  ペアワーク 
              ↓ 
   タスクプリントを用いた問題解決学習 ←----- 
   ワード・サーチ、センテンス・サーチ、 

リーディング、ライティングなど, 実践的コミュ 
ニケーション能力育成のための多様なタスク 

※ タスク活動（例） 
 
 
 
 

Feed back--------- ペアワーク，peer correction, etc. 
             ↓ 
    リーディング, etc. 訳渡し 
       ↓ 

《 Advanced Communication Activities 》 
異文化理解や人間理解のための読み物教材 New reading material（教員が作成したもの、または

authentic material ---which is closely related to the topic of the lesson）を読んで討論する。   
       ↓ 
《 Consolidation 》 

(指導：清泉女学院大学人間学部長 渡邉時夫先生)

・課題を解決することをねらいとしてつくられた学習プリントを行うことを

通して、内容の把握を深めたり、自分の考えをまとめたり、また、それを相

手に伝えたりする。 

 
６．１．３．豊富な自己表現活動の導入によるコミュニケーション能力の向上についての研究 

(1) 生徒たちの自己表現能力についての現状把握 

 1) 自己表現能力の現状 

① 質の面について 
自分の考えや感情を英語で表現する能力が不足している。１レッスンを終えて、読後の感想を問

われても、既有の知識や経験あるいは自分の感情と結びつけて述べることが難しい。学習済みの内

容（旧情報）について、自分の考えや感情（新情報）を追加して述べることができず、コミュニケ

ーションとしての発展性に欠けているといえる。（図１．参照） 

 

表面的な理解から深い理解へと 
発展させる。 
Creative な力を養成 
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（現  状） 
 
 
  インプット          アウトプット 
 
 
（理  想） 
 

教科書の言語

材料・題材

 
 
 
 
 
 
 
 

図１ アウトプ

ットの質・量にお

ける理想と現状 

 
② 量の面について  

 一定時間内に産出される英文の数が少ない。例えば、５文から１０文程度のまとまりのある英文

を仕上げるのに、上位生でも 20 分以上、中下位生では、ほぼ一授業時間を費やしている。 
③ パフォーマンスについて 

口頭で発表する際に聞き手の英語力のレベル(リスニング力や語彙レベルなど)を考慮せず、和英辞

書で調べた難解な語句をそのまま用いてしまい、せっかくの内容が聞き手に伝わりにくい傾向があ

る。  
 2) 原因について 

① 自己表現活動の経験不足  
これまでの Q&A 活動は、テキストの finding fact type question のみが多く、inferential type 

question や、personal involvement type question がほとんどなかった。*1言語活動といっても、語

彙や文法の定着を図る活動に限られており、学習した語彙や文法を用いて自己表現させる活動があま

りなかった。また、単文レベルで応答が終了する活動が多く、まとまった英文を口頭で発表する機会

を積極的に設けなかったため、口頭発表のスキルを十分に高めることができなかった。 
② input（リーディング、リスニング）と output（ライティング、スピーキング）の分量不足 
通常の授業では、教科書を理解すれば一応の目的は達成されたと判断されることが多い。その結果、

題材に関する input 源は、ほぼ教科書に限定されており、input の量や幅が不足していたわけである。

また、授業中の言語活動も、教科書の語彙や文法の定着を目的としていたため、単文レベルのメカニ

カルな output に終始しがちであった。その結果、産出される output に新情報が含まれにくく、output
量も不足していたことになる。 

3) 目指す英語力 

目指す英語力は、「読んだり聞いたりした内容について、自分の考えや感情を自己表現できる英語力」

である。大学入試を間近に控えた*2 高校３年の２学期末段階であっても、読み終わった英文の内容に

ついて自分の考えや気持ちを即座に、まとまった量の英語で表現できる生徒は決して多くはない。こ

うした現状からすれば、自分の考えを英語で表現できる能力は、一般に考えられているよりも、かな

り高度な英語レベルを生徒に要求しているといってよいと思われる。 
*1  後(2000)は 1997 年 2 月に英語指導の実態調査を実施した結果、高等学校でよく行なわれている指導は Q&A(70%)、

自作の予習・復習プリント(40%)、本文のほとんどの和訳(36%)であり、逆にあまり行われていない指導はディベー

自分の考え・気持ち 

教科書の言語

材料・題材

教科書の言語

材料・題材 

教科書の言語

材料・題材 



 16

ト(74%)、サマリーライティング(70%)、ディスカッション(66%)、スピーチ(44%)であったと報告している。 

*2   吉田(2005)は Can-Do Test を分析した結果、模擬試験の成績はコミュニケーション能力テストのあらゆる側面と無相

関ないしはマイナス相関であると報告している。 

 
(2) アウトプット能力を高めるための指導 

1) 指導内容と指導上の留意点   
具体的な指導内容として以下の 3 点を重視した。 

（Ａ）自己表現の場を増やす（インプットからアウトプットへのプロセスを繰り返す。） 
生徒自身の考えや感情をライティングまたはスピーキングなどで表現させる活動（自己表現活動）

を格段に増やす。例えば、読解中のＱ&Ａでは、inferential type question や、personal involvement 
type question を含めるよう心がける。読解後には、題材に関連した自己表現活動を必ず用意しク

ラス内で発表させる。  
 
（Ｂ）インプットとアウトプットの量をできるだけ増やす 

 多読によるインプット量を増やすための方法として以下の 2 点を重点的に取り入れた。 
① 日々の授業においては、教科書付属の資料やインターネットを利用して教科書のテーマに関係し

た英文をできるだけ多く与え、多読させることを通して、教科書の内容理解を深めるようにした。

これは、テーマの situation や background の知識を十分に与えることで、生徒が topic に興味や

関心を持ち、listening や reading の活動に取り組みやすいように配慮するためである。 
② サイドリーダーを定期的に与えて多読させ、別冊としてタスクプリントを補助教材として作成し

て与え、その中で行間を読まなけれがならない質問を課したり、読んだ感想や意見を英語でまと

めさせるようにした。 
○ 普通科の例：サイドリーダーを読んでの感想 
「The Blue Diamond」、「アンニョン・コリア」、「木を植えた男」、「サダ子と千羽鶴」、「Black  
Jack」「チャールズ・シュルツ」、「OH. Henry」などを読ませ、感想を書かせた。 

  I was impressed by Chizuko’s kindness to Sadako. I thought Sadako could have hope for living 

because Chizuko advised her to fold thousand paper cranes. It’s very wonderful thing. So I think they 

were very good friends. Although Sadako was very sad when she entered hospital, she was cheered 

by Chizuko very much. When I read this part, I thought friendship is really good. So I think I must 

cherish my friends. And I want to cheer them when they are sad. 

（「サダ子と千羽鶴」を読んだ生徒の感想） 

 
（Ｃ）スピーキングの機会を出来るだけ多くとる。 

   自己表現の形態としてはライティングまたはスピーキングが考えられるが、オーラル・プレゼ

ンテーションの技術を高めるため、スピーキングによる発表を格段に増やした。具体的には授業

内で教科書のテーマについてのスピーチやディスカッションを行ったり、生徒自身がリサーチし

たものを英語でプレゼンテーションさせるなどして、インプット量とアウトプットの量のどちら

も増えるよう工夫した。また、生徒全員がスキットコンテストに参加しスピーキング力の向上を

図った。 
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○ discussion のための生徒の英作文より 
Mostly, I disagree with Ken’s opinion because it is very great thing to clone animals.  In fact, I 

had had three birds before I had a dog. But these birds were dead. I want to see them again.      

However, I also don’t want to clone human because it will cause big trouble in our society. 

Therefore, in my opinion, using cloning technology for animals is very good thing, but using it for 

humans is not good for us.  

 
 (3) 自己表現活動を取り入れた通常の授業の流れ 

題材に関しての口頭導入*（生徒の motivation を高め、topic について英語を聴かせる）   
          ↓ 
教科書の本文の part の CD listening（listening points を与え、概要を理解）  
     ↓ 
本文の part の Oral Introduction（生徒との interaction をしながら英語を聴かせる） 
     ↓ 
本文を膨らませた passage reading*（１分 100 語のスピードで passage を読み、自己評価させる 

↓            ⇒ 速読の習慣付け）      
passage についての Q&A  
     ↓ 
pronunciation of new words 
     ↓ 
reading aloud（pause を入れさせ、loudly, speedy, clearly に、pair reading もさせる） 
     ↓ 
本文についての inferential question、personal involvement question、意見交換 
（自己表現活動を高める） 

 ↓ 
語句の説明、文型説明（訳渡しで不明な意味の確認） 
     ↓ 
homework の指示（重要な文型や熟語の整序作文・summary・自由英作文など） 
※ 次時、review の活動としてペアで blunk reading と Dictation を行う。 

 
○ 口頭導入の例 
Oral Introduction about Revive the Mammoth（第一学習社 Voyger I  Lesson 8） 
T: I am sure you have heard about an animal called the “mammoth.”  What is the mammoth,( P1 )?  
Yes, it is a big animal and it looks like an elephant. Is it still alive?  Can you see them now,( P2 )?  
Of course, No, we can’t. Because they died many, many years ago. Actually this summer vacation, 
my family went to 愛地球博 in Nagoya. And lukily I had a chance to see the frozen mammoth 
which had been found in Siberia in Russia  I was very surprised to see big eyes, big head and long 
sharp horns of the mammoth. ……（以下省略） 
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○ 本文を膨らませた passage reading の例 
Read the passage about part 5  in 2 minutes and 18 seconds. （第一学習社 Voyger I  Lesson 9）       

Celine loves people and singing a song with all her heart. Actually, she had not seen the movie 
Titanic before she recorded the song My Heart Will Go On. So she didn’t know the story of this movie 
at that time. That’s why the composer told Celine some episodes from this movie Titanic.  One of 
the episode was about the mother who read her children one last good-night story.  Another episode 
was about the old couple who decided to die in each other’s arms. In addition, of course, Celine heard 
the episode of the unhappy lovers Rose and Jack( hero and heroine in this movie).  

When she heard these episode from the composer, she was in tears(cried). Because she could 
understand and experience the feeling of everyone on the Titanic, such as the mother, her children, 
the old couple, Rose and Jack , and so on. She always feels as if she were on the Titanic while she is 
singing My Heart Will Go On . In other words, she can not sing without thinking deeply about 
everyone on the Titanic. Because of this, at the most exciting moments(climax) of this song, she lifts 
her arm, and then she cannot help beating her chest. She believes that she will never get tired of 
this song and will keep singing it for the rest of her life. （２３０語） 

Passage Reading の自己評価  A、B、C のいずれかをＯで囲んで下さい。 

A  時間内（2 分１８秒）に全文が読め、大体内容が理解できた 
B   時間内（2 分１８秒）に約 2/3 以上の文は読め、そこまでは大体内容が理解できた 
C  内容がほとんど理解できなかった 

 

(4) 自己表現活動を高めるための活動 

1) 教師による発問の工夫 
単なる Q-A による内容確認だけでなく、行間を読まなければ答えられない質問（inferential question）

および個人の考えや感情を問う質問（personal involvement question）を増やし、ペアワークやグルー

プワークなどを通じて感想や意見を交換し合い、自分の考えを深める。そして、こうした活動を繰り返

すことで、アウトプットにつながるための creative な発想を多く引き出させるよう工夫した。 
2) スピーキングの機会を増やす 
上記の活動時間を確保するため、通常の授業では、一通り読解がすんだところで*３和訳または予習ノ

ートの答え配布した。これにより授業中の訳読を可能な限り減らし、生じた余剰時間を言語活動（output）
の時間に当てた。アウトプットの形態は余剰時間の程度や生徒の学習段階に応じて、スピーチ、ディス

カッション、ディベートをさせた。 ディベートについては ALT 主導のオーラルコミュニケーションＩ

の授業で長野県高校生ディベートコンテストの方式に準じた方法で行った。ディスカッションの例とし

て 1 年生の取り組みを次に示しておく。  
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3) ディスカッションの場を設ける 

 

≪ディスカッション指導の手順≫  

① ディスカッションに必要な英語表現(Useful expessions のプリント)の導入、反復ドリル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ↓ 
② 学んだ表現を使って自己表現する。ディスカッションに必要な表現を自己表現の形で練習 
           ↓ 
③ 読解中のレッスンのテーマについて問題点をグループごとにディスカッション 
           ↓ 
④ 問題点をマッピングさせ、黒板に描かせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ↓ 
⑤ クラス全体でディスカッションしながら解決策を探る活動へと展開 
           ↓ 
⑥ ディスカッションの後、クラスメートの意見の中で、とくに印象に残った意見を記入 

   ↓ 
⑦ 意見に対してさらに自分のコメントを

書く 
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このようなディスカッションの活動では、読み終わったテキストの内容について、まず生徒自身の考

えを述べ、そのクラスメートの発言に対しても別の生徒がコメントや質問を加えていくことになる。一

つのコメントに新たなコメントを積み重ねていくことで，コミュニケーションの質を高めていくことが

できる活動である。 
（資料６－３ １学年言語活動 / 自己表現活動のための授業プリント） 

4) プレゼンテーション活動 
 ここでは、2 学年国際教養科の取り組みを例として取り上げる。 

○ プレゼンテーション活動を自己表現活動の柱の一つとして行う理由 
 ① 英語４領域を統合化した指導 

プレゼンテーションでは、テーマを決め、それに添って内容を調べる時に資料となる多量の英文

を読みこなす力、それを元に自分で調査したことをまとめて書く力、そしてそれらを口頭で発表す

る力、さらに他のグループの発表を理解しながら聞く力を一連の活動の中で使うことになる。 
 ② 情報検索能力、協働性を身につける効果 

多量の資料を検索し求めるものを探し出す力、また、それらの効果的なまとめ方を工夫したりする

力、グループで行う場合、他の生徒と協働してし上げていく力など英語の力以外にもさまざまな力

が養われることが期待できる。 
 ○ プレゼンテーションを行う意義 
① 疑問を持つ 

     目にするものや耳にすることをそのまま信じて受け入れるのではなく、批判的な見方をすること

が大切。→Critical thinking 
② 自分の力で調べる 

      著作物、インターネット等を使って、多量の英文読解を行う。→Scanning, Skimming 
③ 調べたことをまとめる 

      手に入れた資料を、目的に合ったようにまとめる力が必要。 
④ 自分の意見をまとめる 

        調べたことについて、自分の意見を持ち、わかりやすく伝える。なぜそう考えるのかについて

根拠をはっきり示すことも大切。 
⑤ 調べたことや自分の考えを発表する 

      相手に伝えたいことをわかりやすく、説得力ある形でまとめて発表する。まとめたことや資料  

などの提示の仕方、話し方などを考える。 
 プレゼンテーションは、大規模なものを学期に一回の割合で実施し、小規模なものを 2 レッスンに一

回程度行っている。１年次では、調べたことを中心に発表し、２年次からは調べたことに関して自分た

ちの考えをまとめさせ、回を追うごとにその割合を増やすようにするなど段階的な指導が必要である。 
 国際教養科の生徒の場合、プレゼンテーション活動にたいへん意欲的に取り組むため、発表場面では、

想像を超えるようなパフォーマンスがしばしば見られたり、回を重ねるにつれ、プレゼンテーションの

技術面の向上だけでなく内容に関しても深まりが出てくる生徒が多かった。また、リサーチを通して調

べた事象についての関心が一層深まったり、正確な文で表現しようとするため、文の正確さに対しても

意識が高まってきている言える。 
 SELHi 研究が進むにつれ、普通科においても、1 年次よりリーディング授業でプレゼンテーションを

積極的に導入し、ライティング授業の中で資料を読み取って、自分の考えをまとめて発表する活動を年
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を追う毎に可能な範囲で取り入れてきた。こうした活動の成果は、英語スキットコンテストを始め、公

開授業や研究授業等において垣間見ることができたが、確実にコミュニケーション力向上の成果となっ

て表れてきていると思われる。 
 
(5) 授業シラバスの作成 

年度当初における学年毎の授業シラバスの作成に当たっては、以下の点を考慮し、自己表現活動が活性

化されるように心がけた。（資料６－１年間指導計画案） 
① 目指す生徒像および学年指導目標に沿って、実践的英語コミュニケーション力をつけるという観点

から、レッスン毎に言語活動を仕組んでいくように作成する。 
② 自己表現活動が易から難へとなるよう配置する。   

 
６．1．４．指導の検証 

(1) 生徒による自己評価 

    ①英語への興味や関心が強くなった。    ②英語学習の意欲が出てきた。 

  

強くそう思う
3.9％

そう思う
43.4％

どちらともい
えない42.1％

そう思わない
7.9％

全くそう思わ
ない2.6％

  

強くそう思う
5.3％

そう思う39.5％

どちらともいえ
ない35.5％

そう思わない
15.8％

全くそう思わ
ない3.9％

 
    ③英語で話すことが、以前よりもできる  ④英文を書くとき、以前よりも多く書ける 
    ようになった。             ようになった。 

  

強くそう思う
0％

そう思う49.3％

どちらともいえ
ない44％

そう思わない
5.3％

全くそう思わな
い1.3％

  

強くそう思う
0％

そう思う
49.3％

どちらともい
えない42.3％

そう思わない
7％

全くそう思わ
ない1.4％

 

     図２．平成１７年度 SELHi 英語学習についての意識調査（１学年普通科） 

まず、Ｈ１７年度 SELHi 英語学習意識調査１学年の結果(図２)により本研究を評価する。教員による

英語のインプットの重視、言語活動重視、豊富な自己表現活動によるアウトプット能力向上を主眼とし

て取り組んでいるリーディング授業を受けてきた生徒の中で、英語に興味や関心を持ち、英語学習に意

欲的に取り組むようになった生徒は約半数ほどいることがわかった。また、半数の生徒がアウトプット

の領域であるスピーキング能力とライティング能力の向上を感じている。授業では、自分の意見や感想

を持ち、それをペアやグループで意見交換したり、クラスで発表する活動を多くしてきたが、その結果、

次第に自分の idea を積極的に表現しようとする態度が徐々に身についてきた。また、順序立てて、自分

の意見を論理的に言う表現方法や debate や discussion の基本的な表現を教えることで、表現内容も向
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H17  ２学年自分の英語力について
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上してきたと思われる。以上の結果は、本研究における指導法の有効性を示す成果であると考える。一

方、約半数の生徒がすべての項目について「どちらともいえない」、「そう思わない」などと答えており、

少人数習熟度別授業の研究結果と関連させて見た場合、下位層の GTEC 成績の伸び悩み、固定化といっ

た問題点が浮かび上がる。従って、文法訳読に替わる言語活動重視および英語で進める授業について、

特に成績の下位層と考えられる英語に苦手意識を感じている生徒の学習への意欲の高まりという点で効

果が薄く、新たな対策を講じる必要

があると思われる。 
 
     
 
 

図３．平成１７年度 SELHi 英語学習に

ついての意識調査（２学年） 
２学年においては、図３に見られ

るように１年次との比較においてリ

スニングの向上が顕著である。また、

リーディングやスピーキングにおい

ても一定の成果が見られたが、ライティングでは学年が進むにつれ、テーマが難化する傾向があるため、

自己評価においては自分のライティング力の微力さを訴えるものが増えているためと予想される。しか

し、いずれの質問についても「そう思わない」と回答している生徒のパーセントは低く、英語力全体と

しては伸びていると判断している生徒が多いと考えられる。 
（資料：６－４英語学習意識調査） 

 
（2）外部テストによる指導の検証 

1) TOEIC および GTEC を利用した指導の検証について 
① TOEIC の受験結果 

SELHi 指定の初年度、H１５年度においては、外部講師導入および ALT の活用によるオールイング

リッシュの授業の成果を客観的に検証するため、TOEIC および GTEC を受験した。 
表１ TOEIC 国際教養科２学年の得点(平均点)推移・普通科 2003 年得点 

国際教養科２学年の TOEIC 得点推移 普通科２学年

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2003 年 

422 404 420 443 357 

TOEIC 得点および生徒アンケート結果から言えることは、TOEIC 向けの授業を行ったことで不十分

ながらも一定の効果が見られたが、受験に必要な速読力を育成するためのスキルアップのためには、週

１回の授業では時間的に不十分であったことが判明した。一方、TOEIC の勉強を自力で進めた者はほと

んどいないが、これは普段のリーディングやライティングの授業と密接に関連している定期考査や模擬

試験などとは異なり、TOEIC で高得点することを目標として学習への動機付けを行っていくとことが本

校生には難しいためと思われる。さらに、指導の検証という観点から見れば、TOEIC ではいわゆるアウ

トプット力の向上として、指導に即した形でライティングを十分に評価することができないため独自の

評価の方法を開発してを補う必要があることが判明した。 



 23

表２ TOEIC 受験アンケート 

Ⅰ TOEIC受験のための授業数について % 

0        十分だった 4.7 

1        よくわからない 52.7 

2        不十分だった 42.6 

  

Ⅱ TOEIC受験のための準備を個人的に十分に行いましたか?  

0        今回のTOEIC受験に向けてやったのは授業だけだった 96.9 

1        自分で本を買って準備した 0.0 

2        CDやカセットを使ってリスニング対策をした 3.1 

  

Ⅲ 普段の授業でTOEICの試験にどの程度対応できると思いますか？  

0        十分対応できると思う 0.0 

1        ある程度対応できると思う 13.2 

2        できなくはないが不十分 56.6 

3        まったく対応できずかなりの準備が必要 30.2 

 

Ⅳ TOEIC得点アップのためさらにどんな点を勉強すべきだと思いますか? (複数回答可)  

0        もっと速読力をつける 52.7 

1        単語力をつける 32.6 

2        リスニング力をつける 10.1 

3        文法力をつける 2.3 

 
②GTEC における検証 
 本校 SELHi においては以下の理由により、３年間に渡って指導の検証の１つの指標として GTEC 受

験を行ってきた。 
・ライティングやスピーキングテストがあり、コミュニケーションテストとしてアウトプットの力を客

観的に評価でき、４技能別に測ることができる。 
・本校生の英語のレベルに合っている。 
・提供されるデータの情報量が多く、参考になる。 
・ライティングテストで、ネイティブによる文法チェックおよび評価があり、参考になる。 
・SELHi 指定を受けている他校全体との比較が可能。 
言語活動を重視した本研究の２年間の成果として以下の２年生の GTEC データを見ると、普通科、国

際教養科の双方において学年全体としてのスコアの伸びが確認され、指導の有効性が検証された。ただ

し、１２月実施のライティングのスコアが伸び悩んでいるが、これに関するベネッセの説明によればこ

の時期に GTEC テストを実施した学校において、全国的に前回より得点が下がるという傾向が見られた

ということで独自ライティングテストに替えて検証としたということを付け加えておく。 
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表３ H１７ ２学年普通科 GTEC 結果 

学年  高校1年生 

6月 

高校1年生 

1月 

高校2年生 

12月 

受験人数  242 239 225 

平均スコア Total 352.5  401.8  412.5  

 Reading 135.2  155.2  165.4  

 Listening 141.2  159.0  163.8  

 Writing 75.9  87.6  83.3  

 ＷＰＭ 61.9  70.7  76.5  

平均グレード Reading 2  3  4  

 Listening 2  2  3  

 Writing 2  3  3  

 
表４ H１７ ２学年国際教養科 GTEC 結果 

学年  高校1年生6月 高校1年生1月 高校2年生12月 

受験人数  40 40 39 

平均スコア Total 477.7  544.7  573.1  

 Reading 196.0  215.4  235.3  

 Listening 191.2  214.6  232.3  

 Writing 90.5  114.6  105.4  

 WPM 94.1  105.4  117.9  

平均グレード Reading 5  5  6  

 Listening 4  5  6  

 Writing 3  4  4  

※ GTEC３年間全学年の推移については、７章の３年間の英語コミュニケーション能力の向上と 

評価に記載。 

 
(3) SELHi 授業の独自の評価における検証 

上記 TOEIC や GTEC において、文章の産出量、複雑性、正確性、独創性といった指標が具体的に

数値となる形で分析されていない。従って授業を検証するという視点に立って外部テストの活用だけで

なく、独自のテストを作成し、評価基準を設けて評価することも必要であるということを確認するに至

った。そこで、量的評価としてアウトプット能力のライティングに焦点を当て、1 年目より独自のテス

トおよび評価方法の開発を行ってきた。2 年間は韓国の交流校の生徒に電子メールを書くという

communicative なコミュニケーションにおけるライティングの伸張度を測るため、テーマを与えて英語

で考えや意見を述べるタイプのテストを行い、独自の評価基準を作って評価することを試みた。3 年目

ではその評価基準をさらに改良し、英文を読ませて感じたことや意見を述べるテストを実施して信州大

学教育学部酒井英樹助教授の協力を得て分析し、日々の授業を検証できる客観的なテストおよび評価法

の開発を行った。以下、Ｈ１７年度において１，２年生の授業成果を検証するため、本校で開発したラ

イティングテストおよび評価法およびその研究結果ついて解説する。 
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（資料：６－５長野西ライティングテスト問題） 

（資料：６－６ライティングテスト全体評価の評価基準） 
方法としては、同じ課題のライティングタスクを 4 月、12 月にプレテストおよびポストテストの形

で本校 1・2 年生、および同じリーディング教科書で学んでいる A 校 1 年生に受験してもらい、他校比

較を行った。評価の指標としては、全体的評価、産出量(総語数・文総数)、文法的複雑性(T-unit 当たり

の単語数、T-unit*当たりの clause の数)、正確さ(error free T-unit 数)を分析し、カリキュラム、指導の

効果およびライティング分析の指標の検討を行った。 
評価については、全体的評価(内容面)を JTE2 名と ALT1 名が行い、文法的ミスのチェックを別の

ALT1 名が行い、その他の指標について大学の協力を得て行った。その結果、指導法の有効性を検証で

き、評価法については簡素化しつつも適切な指標で測定する方法を検討することができた。以下、分析

は信州大学酒井助教授による。 
① リーディング授業でアウトプットにつながるタスク活動を効果的に取り入れ、教員による英語の

インプットを増やし、音読を重視した指導を重ねることがライティング能力に効果的であることが

他校比較において検証された。 

② 全体的評価と、流暢さの指標（語数及び T-unit の数）は相関が高く、全体的評価をする代わりに、

語数や文の数を調べてもよいと思われる。 

③ 普通科と国際教養科の違いをしっかりと特定する場合は、複雑さの指標(T-unit あたりの節数)が

重要となる。 

 

1) 全体評価について 
  3人の教師が全体評価の基準をもとに採点を行った。それぞれの採点者間の相関係数は、.71から .84 

と高かった。すべて、0.1% 水準で有意であった。そこで、3 人の採点者の合計点を、全体評価得点と

して計算することにした。 
 
表 5 採点者間の相関係数 

 一回目 二回目 
 宮尾 リタ 宮尾 リタ 

鈴木 .84 
n = 439 

.77 
n = 434 

.81 
n = 549 

.71 
n = 544 

宮尾  .81 
n = 434 

 .77 
n = 544 

注. すべて 0.1% 水準で有意である。 
 
 表６ は、各学校・学年・クラスの平均と標準偏差である。図 4 は、それを折れ線グラフにしたもので

ある。A 校と比べると、西高は、各学年・クラスとも、一回目よりも二回目のライティングにおいて向

上が見られる。特に、西高 1 年普通科と A 校 1 年普通科の一回目と二回目の得点について、混合計画 2
要因分散分析を行ったところ、一回目・二回目のテストの要因の主効果と交互作用が有意であった (F(1, 
272) = 48.86, p < .001; F(1, 272) = 15.67, p < .001)。すなわち、両校の学習者のライティングの得点は、

両方とも有意に上がったが、西高の方が有意に向上したことを示している。 
また、普通科の中で学年間の比較をしてみると、1 年生の得点がもっとも高く (6.25 と 7.87)、続いて
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3 年生 (7.86)、2 年生 (5.57 と 7.37) となっている。一回目と二回目で、この傾向は変わらないことを

考えると、入学した時点で 1 年生はかなりライティング力が高かったことが推測される。この差は縮ま

らず、二回目のテストにおいても学年間の差が見られた。 
国際教養科の中では、1 年生の得点がもっとも高く (10.14 と 11.43)、2 年生 (9.60 と 11.06)、3 年生 

(10.66) と続く。一回目と二回目で、この傾向は変わらない。やはり、入学した時点で 1 年生はかなり

ライティング力が高かったことが推測される。また、この差は縮まらず、二回目のテストにおいても学

年間の差が見られた。 
1 年生は入学した時点で、2 年生よりもライティング力が高く、二回目のテストにおいても、その高さ

は維持された。一方で、2 年生も、一回目のときには、ライティングの全体評価の得点が 1 年生よりも

下回ったが、2 回目のライティングにおいては向上が見られ、3 年生に匹敵する得点を示した。SEL Hi と
しての取り組みが、各学年ともライティング力の向上を促したと推測される。この点は、A 校との比較

においても支持される。 
表６ 全体評価の平均値と標準偏差 

  一回目 二回目 
クラス n 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 
西 1 年普通科 156 6.25 2.44 7.87 2.16 
西 1 年国際教養科 35 10.14 2.58 11.43 1.34 
西 2 年普通科 75 5.57 2.05 7.37 2.85 
西 2 年国際教養科 35 9.60 3.27 11.06 3.54 
A 校 1 年普通科 118 6.75 2.66 7.19 2.74 
西 3 年普通科 74 --- --- 7.86 2.51 
西 3 年国際教養科 38 --- --- 10.66 3.09 

図 4　全体評価の平均値
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2) 2 年生のライティングについて 
2 年生のライティングについて、表７の 6 つの観点で分析をおこなった。T-unit は、従属節を含む節の

ことで、句は含まない。また、等位接続で結ばれた 2 つの節は、別の T-unit として数えた。また、節

として、to 不定詞や動名詞も節として数えた。 
 
表７ 分析に使用した指標 

観点 指標 記号 
流暢さ T-unit の数 TU 
 語数 W 
正確さ T-unit の中の、誤りのない T-unit の割合 EFT/TU 
複雑さ T-unit あたりの語数 W/TU 
 T-unit あたりの節数 CL/TU 
全体評価 全体評価 IMP 

 
 各指標に関して、混合計画 2 要因分散分析（科×テスト）を実施した。6 つの分散分析を実施したの

で、第一種の過誤を避けるために、ボンフェローニ法を用いて、有意水準を 0.83% に設定した。 
 流暢さについて。T-unit の数については、テストの主効果と科の主効果が有意であった (F(1, 110) = 
12.77, p < .005; F(1, 110) = 18.52, p < .001)。また、語数についても、同様に、テストの主効果と科の主

効果が有意であった (F(1, 109) = 19.95, p < .001; F(1, 109) = 139.19, p < .001)。すなわち、流暢さにお

いては、普通科も国際教養科も一回目から二回目にかけて向上が見られた。さらに、一回目においても

二回目においても、国際教養科の方が普通科よりも有意に高かった。 
 正確さについて。T-unit 中の誤りのない T-unit の割合は、どの要因も有意でなかった。普通科も国

際教養科も、一回目から二回目にかけて、正確さに関しては、変化がなかったといえる。 
 複雑さについて。T-unit あたりの語数については、科の主効果のみ有意であった(F(1, 109) = 15.92, p 
< .001)。T-unit あたりの節数については、テストと科の主効果、及び科×テストの交互作用が有意であ

った (F(1, 109) = 17.56, p < .001; F(1, 109) = 8.25, p < .008; F(1, 109) = 10.49, p < .005)。特に、後者

の指標をみてみると、一回目では、普通科も国際教養科も 1.39 という平均であったのに対して、二回

目では、普通科が 1.44 で、国際教養科が 1.78 であった。国際教養科の生徒は、複雑な構造の T-unit （よ

り多くの従属節を含む T-unit）を使うようになったことが示唆される。 
 全体評価について。テストと科の主効果が有意であった (F(1, 108) = 37.52, p < .001; F(1, 108) = 
57.18, p < .001)。すなわち、普通科も国際教養科も、一回目から二回目にかけて向上したが、国際教養

科の方が普通科よりも得点が高かった。 
 まとめると、流暢さ（T-unit の数と語数）、複雑さ (T-unit あたりの節数)、全体評価の観点において

テストの主効果が有意であったことを考えると、普通科も国際教養科も、流暢さ、複雑さ、全体評価に

おいて向上が見られたといえる。すなわち、この 3 つの観点において、SEL Hi のプログラムの効果が

見られたと推測できよう。一方で、複雑さ (T-unit あたりの語数) と正確さの指標では、テストの主効

果は見られなかった。T-unit あたりの語数は、平均値が 7～8 であり、かなり高いことを考えると、天

井効果が見られた可能性が指摘できる。 
 学科とテストの交互作用が見られたのは、複雑さ（T-unit あたりの節数）の観点であった。すなわち、

複雑さに関しては、特に国際教養科の向上が著しかったと考えられる。 
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表８ 普通科と国際教養科の各指標の平均と標準偏差 

 普通科 (n = 75) 国際教養科 (n = 36) 
 一回目 二回目 一回目 二回目 
TUa 3.62 (2.21) 5.22 (2.43) 6.22 (3.20) 6.61 (3.41) 
W 26.60 (15.61) 37.48 (.18.36) 51.22 (25.49) 58.81 (28.46) 
EFT/TU 0.69 (0.34) 0.61 (0.30) 0.70 (0.25) 0.67 (0.22) 
W/TU 7.52 (2.39) 7.08 (1.54) 8.36 (1.84) 8.73 (2.29) 
CL/TU 1.39 (0.41) 1.44 (0.33) 1.39 (0.29) 1.79 (0.54) 
IMPb 5.57 (2.05) 7.37 (2.85) 9.60 (3.27) 11.06 (3.54) 
a. TU について、普通科の人数は 76 人であった。 
b. IMP について、国際教養科の人数は 35 人であった。 
 
 続いて、それぞれの指標について、一回目から二回目の得点の差を計算し、指標間の関係を調べた。

15 つの相関係数を計算したため、第一種の過誤を避けるために、有意水準をボンフェローニ法を用い

て、.003 (5%÷15 比較) に設定した。 
 表９が、各指標の相関係数である。全体評価との関係が強い指標が、語数であった (r = .82, p < .003)。
つづいて、T-unit の数であった (r = .69, p < .003)。今回のライティングタスクのように、短い時間で

自分の考えを書かなければならないときには、産出量が多いことと全体評価が高いことの関係が強くな

ると考えられる。 
 一方で、複雑さの指標である T-unit あたりの節数と全体評価の関係は、低く、統計的に有意ではな

かった (r =.13, ns)。国際教養科の平均値の向上が、普通科に比べて大きかった指標であることをあわせ

て考えると、国際教養科の生徒は、より複雑な文を書く力をつけていたことが、この側面は全体評価（構

成や内容）に反映されづらいと思われる。 
表９ 相関係数 

 1 2 3 4 5 6 
1. TU gain  .87* 

n = 110 
-0.18 

n = 111 
-.11 

n = 110 
-.21 

n = 111 
.69* 

n = 111 
2. W gain   -0.27 

n = 110 
.29* 

n = 111 
.08 

n = 111 
.82* 

n = 110 
3. EFT/TU gain    -.17 

n = 110 
- .06 

n = 110 
-.26 

n = 111 
4. W/TU gain     .64* 

n = 111 
.33* 

n = 110 
5. CL/TU gain      .13 

n = 110 
6. IMP gain  

 
     

* p < .003 
※T-unit: One T-unit is composed of one independent clause together with whatever dependent 
clauses are attached. (Dictionary of language teaching and applied linguistics. Longman. 2002)  
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3)１年生のライティングについて 
 1 年生のライティングについて、表 10 の 5 つの観点で分析をおこなった。T-unit は、従属節を含む

節のことで、句は含まない。また、等位接続で結ばれた 2 つの節は、別の T-unit として数えた。また、

節として、to 不定詞や動名詞も節として数えた。 
表 10 分析に使用した指標 

観点 指標 記号 
流暢さ T-unit の数 TU 
 語数 W 
複雑さ T-unit あたりの語数 W/TU 
 T-unit あたりの節数 CL/TU 
全体評価 全体評価 IMP 

 
 各指標に関して、混合計画 2 要因分散分析（科×テスト）を実施した。科は、西高普通科、国際教養

科、A 校普通科の 3 水準であった。テストは、4 月のテスト及び 12 月のテストである。5 つの分散分析

を実施したので、第一種の過誤を避けるために、ボンフェローニ法を用いて、有意水準を 1% に設定し

た。 
 流暢さについて。T-unit の数については、科とテストの主効果及び科×テストの交互作用が有意であ

った (F(2, 304) = 25.03, p < .001; F(1, 304) = 130.27, p < .001; F(2, 304) = 7.43, p < 001)。つまり、ど

の科も 4 月のテストから 12 月のテストにかけて、T-unit の数の向上が見られたが、A 校普通科の伸び

は他の科の伸びに比べて低かった。また、国際教養科は、他の 2 つの科と比べて、高かった。語数につ

いては、テストと科の主効果が有意であった (F(1, 304) = 111.62, p < .001; F(2, 304) = 34.92, p < .001)。
テスト×科の交互作用は有意でなかった (F(2, 304) = 4.30, p = .014)。つまり、どの科も 4 月のテスト

から 12 月のテストにかけて向上が見られた。また、国際教養科は他の 2 つの科よりも高かった。まと

めると、流暢さにおいては、2 校の普通科も国際教養科も一回目から二回目にかけて向上が見られ、国

際教養科は高かった。2 校の間で、T-unit の数については伸びに違いが認められた。つまり、西高の普

通科と国際教養科は、A 校と比べて流暢さが増した可能性がある。 
 複雑さについて。T-unit あたりの語数については、テストの主効果が有意であった(F(1, 302) = 7.76, p 
< .01)。科の主効果及び科×テストの交互作用は有意でなかった (F(2, 302) = 1.68, p = .19; F(2, 302) = 
2.17, p = .12)。つまり、どの科も一回目から二回目にかけて、複雑さの点では得点が低くなった。流暢

さの結果とあわせて考えると、どの科も T-unit や語数を多くかけるようになった一方で、比較的短い

T-unit を産出するようになったといえる。T-unit あたりの節数については、科×テストの交互作用が

有意であった (F(1, 302) = 23.87, p < .001)。テストと科の主効果は有意でなかった(F(1, 302) = 0.34, p 
= .56; F(2, 302) = 4.41, p = .013)。西高の普通科 (1.63 → 1.41) も国際教養科 (1.66 → 1.57) も減少

したのに対して、A 校普通科では 1.32 から 1.57 へと向上した。二回目において、A 校普通科の平均

値が西高国際教養科の平均値に追いついた点は注目に値する。流暢さの T-unit の数の点では、国際教養

科の平均値がかなり高いので、国際教養科の生徒は、複雑な構造の T-unit （より多くの従属節を含む

T-unit）をたくさん表出していたと考えられる。一方、A 校普通科の生徒は、一回目に比べて複雑な構

造の T-unit を表出できるようになったが、T-unit の数自体は多くない。また、西高普通科と A 校普通

科を比べると、一回目から二回目にかけて西高普通科の生徒が流暢さを増したのに対して、A 校普通科

の生徒は複雑を増した。続いて述べる全体評価の結果とあわせると、西高普通科の生徒は産出量が多く
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なり、また、内容・構成面の点で高い評価を得るようになったのに対して、A 校普通科の生徒は、産出

量は少なく、全体評価が低かったが、複雑な文を産出する力を伸ばしているといえよう。 
 全体評価について。テストと科の主効果、及びテストと科が有意であった (F(1, 306) = 43.38, p < .001; 
F(2, 306) = 7.80, p < .001; F(2, 306) = 49.53, p < .001)。すなわち、どの科も、一回目から二回目にかけ

て向上したが、国際教養科の方が西高と A 校の普通科よりも得点が高く、西高の伸びは A 校の伸びと比

較すると高かった。 
 まとめると、流暢さ（T-unit の数と語数）、全体評価の観点においてテストの主効果が有意であった

ことを考えると、普通科も国際教養科も、流暢さ、全体評価において向上が見られたといえる。すなわ

ち、この 2 つの観点において、SEL Hi のプログラムの効果が見られたと推測できよう。一方で、複雑

さ (T-unit あたりの語数, T-unit あたりの節数)の指標では、テストの主効果は見られなかった。T-unit 
あたりの語数は、平均値が 7～8 であり、かなり高いことを考えると、天井効果が見られた可能性が指

摘できよう。また、T-unit あたりの節数については、A 校の変化の様子と違いが見られたことを考慮す

ると、西高 1 年生は、複雑な文を書くことよりも、まず自分の考えをしっかりと述べることやそれを可

能にする一定量の産出の点で学習の効果が現れたと推測できよう。 
 
表 11 西高普通科・国際教養科と A校の各指標の平均と標準偏差 

 普通科  国際教養科 A 校普通科 
 一回目 二回目  一回目 二回目 一回目 二回目 
TU 3.77 

 (2.03) 
6.88  

(3.08) 
 6.63  

(2.82) 
8.69  

(2.13) 
3.85  

(1.99) 
5.62  

(3.07) 
W 27.71 

 (15.60) 
43.16 

 (17.58) 
 47.74  

(18.91) 
62.49  

(15.34) 
28.11  

(13.93) 
37.27 

 (19.05) 
W/TU 7.46  

(2.05) 
6.52  

(1.35) 
 7.34  

(1.13) 
7.25  

(1.07) 
7.47 

 (1.87) 
7.02  

(2.19) 
CL/TU 1.64  

(0.48) 
1.41  

(0.39) 
 1.66  

(0.34) 
1.57 

 (0.32) 
1.32 

 (0.28) 
1.57  

(0.51) 
IMPb 6.25  

(2.44) 
7.87 

 (2.16) 
 10.14  

(2.58) 
11.43  
(1.34) 

6.75 
 (2.66) 

7.19  
(2.74) 

a. 西高普通科・国際教養科・A 校の人数は、158 人、35 人、114 人 (TU、W、)、156 人、35 人、114
人 (W/TU、CL/TU)、156 人、35 人、118 人 (IMP) であった。 
 
 続いて、それぞれの指標について、一回目から二回目の得点の差を計算し、指標間の関係を調べた。

15 つの相関係数を計算したため、第一種の過誤を避けるために、有意水準をボンフェローニ法を用い

て、.005 (5%÷10 比較) に設定した。 
 表12が、各指標の相関係数である。全体評価との関係が強い指標が、語数であった (r = .66, p < .005)。
つづいて、T-unit の数であった (r = .53, p < .005)。今回のライティングタスクのように、短い時間で

自分の考えを書かなければならないときには、産出量が多いことと全体評価が高いことの関係が強くな

ると考えられる。 
 一方で、複雑さの指標である T-unit あたりの語数と全体評価の関係は、統計的に有意であったが、

低かった (r = .17, p < .005)。T-unit あたりの節数と全体評価の関係は、低く、統計的に有意ではなか
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った (r =.04, ns)。 
表 12 相関係数 

 1 2 4 5 6 
1. TU gain  .84* 

n = 307 
-.33* 

n = 305 
-.28* 

n = 305 
.53* 

n = 302 
2. W gain   .13 

n = 305 
-.02 

n = 305 
.66* 

n = 302 
4. W/TU gain    .61* 

n = 305 
.17* 

n = 300 
5. CL/TU gain     .04 

n = 300 
6. IMP gain  

 
    

* p < .005 
 
６．１．５．コミュニケーション能力を育成するための指導方法研究における課題 

(1) 英語における基礎力の充実 
１年次から授業の中で和訳を行わず、Ｑ-Ａ等により内容を把握した上での言語活動を重視してきた。

特に普通科には、英語の勉強は英文を日本文に直すことである、というような認識を持っていると思わ

れる生徒も多かったが、英語の学習は、英文を和訳することが目的ではなく、内容を理解した上で様々

な語句や表現を自分の中に取り込んで、それを使ってコミュニケーションを図ることができる力を身に

つけることを目指したいということで言語活動を授業の中心的な活動に据えてきた。  
 その結果、「英語を聞いて、以前より理解できるようになった」という問いに対しては、70％近くの生

徒が、理解できるようになったと思っている。しかし、英語で話すこと、読むこと、および書くことに

ついては、肯定的な回答はそれより少ない。また、単語力、発音・リズム・イントネーションなどにつ

いてはおよそ半数の生徒のみが上達したと回答している。  
３年間の研究から言えることは、基礎力つまり土台になる英語力が不安定なまま、形式的なコミュニ

ケーションのやり方だけを習得しているだけでは、真のコミュニケーション能力は育たないということ

である。英語の指導については、言語活動に使える時間を増やすだけではアウトプット能力を向上させ

ることはできないと考えられる。コミュニケーションにつながる基礎力を充実させるために、英文をど

のように捉えさせ、どのように自分の中に取り込ませていくかさらに検討しなければならない。 
(2) アウトプットにおける正確さ 
 実際のコミュニケーションにおいては、伝えたいことをおよそ伝えることができればよいというだけ

でなく正確さが求められることも多い。西高生の一般的傾向として、 近は以前に比べ文法・語法の力

が弱くなり、ライティングにおいては文法上のミスが目立つ。一方、スピーキングではごく簡単なコミ

ュニケーションは抵抗なく行う生徒が増えているように思われるが、語彙の不足もあり、言いたいこと

を英語にすることに抵抗があるため、英語で表現できず、日本語で伝えてしまったりすることが見られ

る。正確であり内容が充実しているアウトプットにつなげるための指導を目指し、習熟度授業において

伸び悩んでいる中・下位生に対し、音読、語い、基本文法定着の指導の改善を加えていくことが今後の

課題である。特に、授業中のアウトプットに対してフィードバックの方法についても工夫が必要である。 
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(3) 高度な英語力、実践的コミュニケーション能力の向上 
本研究においては一言で言えばいかにコミュニケーション力を高めるかということに焦点が当てられ

ており、そのための創造的な思考力の活性化をどう導くかといった課題を解決するために研究がなされ

てきたわけである。コミュニケーションは、相手とことばを交わすことだけではない。英語を書いたり、

読んだりすることでコミュニケーションを図ることもある。インターネット上の英文を読んだり、難解

な英語の論文を読みこなしたりすることも、相手の姿は見えないけれども、大切にしたいコミュニケー

ションの一つである。また、いざというときに筋道を立てて相手と英語で交渉することができるような

力もコミュニケーションとしては重要である。このような、コミュニケーションをこなしていけるだけ

の力は、単に、あたりさわりのない会話をするために求められる英語力とはかなり異なる。今後も真の

コミュニケーション能力を高めることを見据えながら、より効果的な指導および指導の検証法を探って

いかなければならない。 
 
６．２．習熟度別少人数講座での授業の効果に関する考察 

(1) 習熟度別少人数講座の構成 

本校における SELHi 授業においては Reading, Writing 等の主要科目において、少人数習熟度別(2 ク

ラスを 3 講座展開――上位～中上位で 1 講座、中下位～下位で 2 講座)の体制をとってきた。 
１組～６組…普通科 ７組…国際教養科 

 
 
 
 
 

ALT   ALT  外部講師  ALT   ALT  外部講師   ALT  ALT  外部講師  外部講師 外部講師 (H15)

普通科・国際教養科 全講座 外部講師 (週１ｈ) + ALT (週１ｈ)                          (H16)

ALT   ALT  ALT        ALT  ALT   ALT        ALT  ALT   ALT        ALT  ALT   (H17)

※ Ｈ１５―Ｈ１７年度、ALT および外部講師の授業はそれぞれ週 1 時間である。 

図５ 少人数講座イメージと H15～H17 年度における ALT および外部講師による講座の持ち方 

 
(2) 習熟度別の指導について 

１．２学年共に、基本的な授業指導の方法について(オール・イングリッシュで行う、効果的なタスク

を用いた言語活動を豊富に行う)は共有する部分が多い。また、与えた教科書や教材については上位講座、

中位講座共に共通のものである。ただし、講座別の指導で以下の点を考慮した。 
① 上位講座においては与える質問やタスクプリント等のレベルを変え、アウトプットの活動を増や

すなどより英語に接することができるような授業を行う。 
② サイドリーダーを 2 種類提示して、自分の英語のレベルや興味関心に合ったものを選ばせる。 
③ 定期考査ついては学年共通の問題で実施し、評価する。 
④ 学期に 1 回、講座の入れ替えを行う。 

 
(3) 少人数習熟度別講座編成の効果 

少人数習熟度別講座編成の効果について、生徒対象の学習意識調査アンケート結果から考察する。 

1 組 2 組

20 人 

3 組 4 組 5 組 6 組 7 組 

中 位 中 位 上 位中 位 中 位 上 位中 位 中 位 上 位 20 人 
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① H15 年度末アンケートより 
○今年度より始まった習熟度別の授業について思ったことを書いてください。 
・集中でき、しっかりできるので良いと思う。 
・もう少し講座替えをしてほしい。 

・人数が少なく発言回数も増えるので良い。 
・自分のレベルに合った授業を受けられるので良

い。 
・刺激になったし向上心が出てきた。 
・質問がしやすくなって良い。 
・指名される回数が多くなり、真剣に取り組むよう

になってきた。 
・講座によって授業の進め方が違うので講座替え

はないほうが良い。 
・まだ人数が多いので、もっと少なくしてほしい。 

 図６ 英語学習意識調査 

※ 習熟度別少人数講座が始まった１５年度では、普通科において約 50％、国際教養科において 70%の

生徒が肯定的な回答をしていた。成績がすぐに向上するかどうかは別として、生徒も少人数での語学教

育を求めている点が挙げられる。 
② Ｈ17 年度年度末アンケートより 
(1) 少人数講座は、学級単位の授業より、意欲的になれると思う。   １─２─３─４─５      
(2) 少人数講座により、英語の力が伸びたと思う。                 １─２─３─４─５ 
(3) 講座の入れ替えが、学習の励みになった。                     １─２─３─４─５ 
１：全くそう思わない ２：そう思わない ３：どちらともいえない ４：そう思う ５：強くそう思う 
以下の図１．に示されたアンケート結果から言えることは、「(1)学級単位の授業より、意欲的になれる」 
と答えた生徒の割合が 1 年 53.8%、2 年 63.6%である。また、「(2) 英語の力が伸びた」と感じている生

徒は、1 年 35.2%、2 年 37.1%、「講座の入れ替えが、学習の励みになった」と感じている生徒が、1 年

31.1%、2 年 42.1%という結果となった。 
以上のアンケート結果をまとめると、意欲的になれるという生徒が半数上いるわけであるが、「１：全

くそう思わない ２：そう思わない」と答えている割合がほぼ 1 割以下であることから考えると、概ね少

人数習熟度別授業に肯定的な生徒が多いと判断される。また、テストの点数による講座替えが励みとな

っていると答えた生徒は 1 年 31.1%、2 年 42.1%であった。学年が上がるにつれて学習意欲も高まりを

Ｈ１７年度1学年　少人数習熟度別講座
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図７ 英語学習意識調査 

Ｈ17年度2学年　少人数習熟度別講座
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Q27　少人数講座は英語学習をする上で大切だと思う
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見せ、それに連動する結果といえるが、教員側が予想するほど高くはないパーセントである。 
第二に 1年生及び 1年次より継続してきた 2年生普通科の GTEC のスコアの伸び具合に焦点を当てて

考察する。（図８参照） 
両学年双方の結果から明らかなことは、全体としてのトータルスコアの伸びについては確認されたも

のの、大きく伸びたのは上位の生徒であり、中下位よび下位については生徒の英語力は固定化の傾向が

あると言える。 Ｈ17 年度においては上位の生徒の力を伸ばすだけでなく、日頃指導に困難を感じてい

る中下位の生徒の英語力向上や英語学習への動機付けにも力を入れたいと考え、茨城大学阿野幸一先生

にお越しいただき、「アウトプットにつなげるための効果的な指導」というテーマで、Reading 授業での

豊富な言語活動に加えて音読指導などを取り入れた模擬授業を 11 月 2 日、２学年普通科中下位レベルの

２講座で実施していただいた。先生から伝授していただいた方法については 11 月 15 日に行われた

SELHi 全国公開授業での 1，2 年生の授業において公開された通りであり、その効果については今年度

実施の GTEC で測ることはできなかったが、今後も実践を継続しながら検証していく方向である。 
また、英語学習への動機付けとして英語スキットコンテストを実施し、必ずしも上位生だけでな下位

生も楽しんで英語で自己表現できる場を設けた。その結果、コンテストの予選を勝ち抜いて 終予選に

出場できた者は必ずしも上位講座の生徒のみというわけではなく、中下位講座の生徒のチームもあった。

会場まで引率した他教科の担任からは、日頃英語が苦手と思われていた生徒達の意外な側面を発見する

ことができたということで、スキットコンテストの SELHi 終了後の継続を望む声も出た。 
全学年における習熟度別少人数講座の導入により、独自ライティングテストの結果や今年度のセンタ

ー試験結果を見る限りにおいても生徒の全体的な英語力の向上は明らかであるが、今後はさらに、習熟

度別講座を組んだ場合に、中下位の生徒の英語力が固定化する傾向があるという現状を踏まえて、教科

指導においてこれらの生徒をどのように伸ばしていくかといった研究が継続されなければならない。 
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GTEC1年上位25%推移
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図８ GTEC 得点推移 

GTEC1年下位25%推移

341

131 123
86

321

122 120
79

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total Reading Listening Writing

ス
コ

ア 1年(６月)

１年(１２月)

 

６．３．国際交流によるコミュニケーション力の伸長と異文化理解 

６．３．１．国際教養科を中心とした外部組織との連携による国際交流事業の英語学習への動機付け効

果に関する研究 

国際教養科設立以来、長野西高校では外部組織と連携しながら様々な分野で活躍している外国人を講

演会に招くなど国際交流の機会を多く設け、生きた英語の学習を通しての英語コミュニケーション能力

の向上並びに異文化を尊重しようとする態度の養成を図ってきた。その結果、こうした活動が英語学習

への更なる動機付けにつながり、さらには積極的に外国人とコミュニケーションを図ろうとする生徒の

養成へとつながった。そこで、こうした国際教養科のノウハウを少しでも普通科の生徒にも経験させる

ことで同様の成果を見たいと考え、SELHi 指定以前ほとんど行われてこなかった普通科の生徒にも、回

数は制限されるものの国際交流の機会を設け、英語学習や異文化に対する態度の変化などを観察した。 

(1) 交流事業の概要 

 交流事業では英語を通しての国際交流活動だけではなく、異文化や国際社会を理解するための講

演会等を積極的に行うことによって、英語学習や実践的なコミュニケーション能力の必要性を考え

させるための知識や教養を身につけてきた。以下は３年間に行なわれた交流事業をまとめたもので、

各項目の括弧内は、関わった日数と生徒数を示している。 
【平成１５年度】 

主 な 交

流事業 

英語合宿 

語学研修 

海外派遣 

フランスサヴォア県への研修（５名参加）、福島県 British Hills への英語合宿（３日間、４２

名）、アメリカコネチカット州イーストライム高校における語学研修、ホームスティ（２９名

参加 ２週間） 
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交流活動 

日仏高校生交流フォーラム（１日間、５名）、フランスサヴォア県の高校生 5 名との交流、オ

ーストラリアからの留学生受入れ（３０日間、４０名）、スロバキア民族舞踏団公演に際して

のホームスティ受入れ、アメリカユタ州からの高校生３名受入れ、韓国教員１０名受入れ、授

業での交流（１日間）、香港の高校生・大学生受入れ、交流（１日間、４３名）、長野青年会議

所との共催による「世界会議」５５カ国のリーダーとの意見交換会（１日間、７１名）、アメ

リカ大学生３７名との体育授業交流（１日間）、デンマーク高校生１名受入れ、交流（１日間、

４０名） 

ボランティ

ア活動 

長野マラソンで語学ボランティア（３日間、２０名）、長野マラソン国際交流ボランティア（１

日間、４３名）、長野マラソンエチオピア選手の応援ボランティア（１日間、２０名） 

講演会等 

スロバキア全権大使による講演（１日間、全校生徒）、ノルウェー大使館による環境講演（１

日間、４０名）、エールフランス客室乗務員による講演（１日間、４０名）、安田純平氏（フリ

ージャーナリスト）によるイラク報告（１日間、４３名） 

その他 韓国高校生との E メール交流 

 
【平成１６年度】 

英語合宿 

語学研修 

海外派遣 

フランスサヴォア県への研修（１名参加） 

石家庄外国語学校（中国河北省）へ生徒３名と教師１名派遣（１１日間）、アテネ五輪のユー

スキャンプ日本代表（１名）、福島県 British Hills への英語合宿（３日間、４６名）、アメリカ

コネチカット州イーストライム高校における語学研修、ホームスティ（２５名参加 ２週間）

交流活動 

長野マラソン選手との交流会(１日、５０名)、日仏高校生交流フォーラム（１日間、５名）、フ

ランスサヴォア県の高校生５名＋引率教諭２名との交流（３日間）、中国河北省高校生３名受

入れ（９日間、全校）、サウス・ウォルズ高校の生徒４名＋引率教諭１名受入れ（８日間）、ド

イツカッセル市の芸術家４名との交流（１日間、８名） 

ボランティ

ア活動 

長野マラソンでの語学ボランティア（３日間、２４名）、長野マラソン国際交流ボランティア

（１日間、４０名）、長野マラソンエチオピア選手の応援ボランティア（１日間、２０名）、ス

ペシャル・オリンピックスへの協力（国際教養科１，２年生） 

講演会等 

五月女光弘氏（外務省参与ＮＧＯ担当大使）講演「一滴の水から世界が見えるー市民のできる

国際貢献」（１日間、４０名）、安田純平氏（ジャーナリスト）講演「イラク情勢」（１日間、

全校）、青柳恵子氏（エールフランスのフライトアテンダント）講演（１日間、８０名）、寺澤

順子氏（タイ里親プロジェクト）講演（１日間、８０名）、Pred Evans 氏（British Council）

による英国紹介（１日間、４０名）、アレン・ネルソン氏（米人平和運動家）講演（１日間、

全校） 

主 な 交

流事業 

その他 韓国高校生との E メール交流 

【平成１７年度】 

主 な 交

流事業 

英語合宿 

語学研修 

福島県 British Hills への英語合宿（３日間、６１名）、オーストラリア ニューサウスウェール

ズ州 シドニー エマース・カトリック・カレッジ (Emmaus Catholic College)における語学研

修、ホームスティ（２４名参加 ２週間） 
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交流活動 

日仏高校生交流フォーラム（１日間、１名）、フランスサヴォア県の高校生との交流（３日間、

６６名）、Arlene Brown 氏(CIT 国際研修センター ホームスティコーディネーター)と

の交流（１日間４５名）、香港・新生命教育協会 呂郭碧鳳中学校教員視察団（４名）との

交流（１日間、８０名）、Florida Clearwater 市からの高校生（４名＋教師１名）との交流（１

日間、８０名）、ミシガン州からの高校生１名との交流（２日間、８０名）、長野県在住イタリ

ア芸術家来校、交流（１日間、６名）、ドイツ芸術家との交流（３日間、６名）、イギリスの高

校生（５名＋教師１名）との交流とホストファミリー（９日間、１４０名）、台湾教育視察団

（８名）との交流（１日間、４０名）、国立新竹高級中学生（台湾）の修学旅行生（５３名）

との交流（１日間、約４００名）、中央教育科学研究所と保定市教育局（中国）による学校視

察団（２名）との交流（１日間、８０名） 

ボランティ

ア活動 

長野マラソンでの語学ボランティア（３日間、２５名）、長野マラソン国際交流ボランティア

（１日間、４０名）、長野マラソンエチオピア選手の応援ボランティア（１日間、１５名） 

講演会等 

純子 Scott 氏（本校卒業生イギリス在住）来校、英語による「イギリス紹介」（１日間６０名）、

日独青少年メディア交流コンテスト 優秀賞受賞式、マーレン・イーゲル氏（日本カール・デ

ュースベルク協会研修生）による講話（１日間、６名）長野―スリランカ友好協会 D.W.アル

ッガマゲ氏、松澤 雅子氏講演（１日間、８０名）、青年海外協力協会会長賞受賞（該当生徒

１名）、加藤高史氏（駒ヶ根青年海外協力隊訓練所所長）による講話（１日間、４０名）、 

その他 スリランカの学校（ウィサーカー女子学校）との手紙による交流 

 
(2) 英語合宿、海外語学研修の実施 

① 英語合宿の実施概要 
 英語合宿は、「学校を離れ異国情緒を感じる場所で、授業だけではなく、生活の場でもすべて英語を話

さなければならない環境に身を置くことで、英語でコミュニケーションすることの大切さや楽しさを学

ぶ」、という目的で、毎年、福島県にある国際研修センター British Hill で行なわれている。参加者は、

国際教養科１年生全員と普通科１年生の希望者である。普通科についてはその年により希望者の増減は

あるものの、英語学習や英語によるコミュニケーションに興味関心のある生徒が参加している。 
＜自己アンケートによる評価＞ 
生きた(authentic な)英語を使う機会に触れることにより、合宿から帰ってきた生徒の英語学習に対す

る意欲や態度に変化が見られた。以下に参加した生徒の感想を一部載せておく。 
 
 
 
 
 
 
② アメリカコネチカット州への海外語学研修の実施概要 
 海外語学研修は次の２つの目的で行なわれている。①ネイティブ・スピーカーとの交流の中で、英語

力及び異文化コミュニケーション能力の飛躍的向上を目指す。②異文化の同年代のイーストライム・ハ

イスクールの生徒たちとの交流や、国連ビルやハーバード大学等を見学することの中で、人生観や世界

観の深化を図り、学ぶ意欲の飛躍的喚起を図る。以上の目的からみてわかるように、この語学研修で単

・ネイティブの先生たちと話しているうちに、今までより少し積極的になれた。 
・British Hills の何もかもが好きだった。生きた英語が飛び交っていて、こんな機会はめったにな

いと思った。 
・もっと先生やスタッフの人と交流したかった。でも、以前より英語が好きになれたし、もっと上

手になりたいと思うことができてよかった。
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に、コミュニケーション能力の向上だけではなく、人間的な成長も目指している。毎年、２０名～３０

名の生徒が希望してこの研修に参加している。 
＜自己アンケートによる評価＞ 
 授業で扱う英語にはある程度の限界があるが、実際に英語が母語として使用されている国に行き、２

週間滞在することはかなりの刺激になった。カルチャーショックを受けながらも、英語を含めた生活や

文化を体験することは、高校生活のみならず今後の人生においても大きな財産となった。 
以下に参加した生徒の（研修に行く前と後では英語学習に対する考えや意欲は変わったか、というアン

ケートに対する）回答を一部載せておく。 
・変わったと思う。人と話すとき、会話が分かったとしても、自分の持っている語数が少ないために簡単な返事しかでき

ないというのが残念だった。すべての学習が生かされる。 

・英語をもっと勉強しなければいけないと痛感した。それと同時に日本だけを見るのではなく、もっと世界に目を向けな

ければいけないと思った。世界の人たちとコミュニケーションをとるためにはやはり英語力が必要になってくる。 

・もっと英語を学びたい、話せるようになりたいと思った。自分が話していることが相手に理解してもらえる喜びを知り、

英語で話す楽しさを知った。これからは、更に英語に力を入れて学びたいと思う。 
 
(3) 国際交流活動の実施 

① 国際交流の概要 
 国際教養科の設置を機に、多様な国際交流が行なわれてきた。毎年、継続的に国際交流の機会を設け

るためには、他機関・他組織との緊密な連携が大切であるが、幸いにも外部団体や個人的なつながりを

通して、様々な国や人々と英語で交流をすることができた。英語は世界共通語であり、様々な地域の人々

と英語で交流することにより、生徒が異文化を理解し英語力を向上させることにつなげさせることが国

際交流の主なねらいである。国際交流は、原則としてなるべく多くの生徒が関わるよう配慮をしたが、

結果的には国際教養科が国際交流の中心となった。また、国際交流は主に英語の授業の中で行なわれ、

普段の授業で学習したことが、実際の交流の場面でどのように活かされるをチェックするよい機会であ

るように思う。 
＜自己アンケートによる評価＞ 
以前は、国際教養科の何割かの生徒を除いては英語でのコミュニケーションを十分に行なえるレベル

には達していないし、その気持ちがあっても、実際に行動に移すこととなると躊躇してしまう生徒も多

かったが、交流の回数が増え、慣れるに従って積極性が出て英語学習に対する取り組みに変化が出てき

たことは成果であると言ってよい。以下に生徒の感想を一部載せておく。 
 

  
 
ウ）講演会等の実施 
 
② 講演会等の概要 
 異文化理解のためには、英語コミュニケーション能力を身につけるだけでは、ますますグローバル化

が進む国際社会に適応できない。様々なできごとや国の状況を知ることによって、初めて英語でコミュ

ニケーションができる知識が身につくのである。日本人、外国人を問わず様々な分野から多くの方の講

演を用意することができた。 

・人生においてためになることが多くてよい。視野が広がった。 

・とても盛んでよいと思う。できれば、国際教養科だけでなく、全校でやる機会を増やすとよい。 

・他校より英語や国際交流が盛んで、進んで交流できた。 

・交流することで興味や意欲が出てくるので（国際交流は）いいことだ。 
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＜評価＞ 
 視野を広げることで、国際社会の中で一人の日本人として何を感じ、どのように行動するのかを

考えることができた。そして、世界共通語である英語でのコミュニケーションの大切を実感するこ

とができた。 
 
③ ホームステイの受け入れ事業 
 外部団体である長野国際親善クラブとの連携により、毎年諸外国からの高校生や教員のホームスティ

を受け入れ、直接交流を通して学ぶ機会を積極的に設けてきた。具体的には国際教養科および普通科の

授業において生徒同士が互いの学校や文化の紹介について PowerPoint を用いたプレゼンテーションを

行い、引率教師によるその国の文化の紹介を行っていただくといった交流を実施している。生徒や教員

間の交流がその後も継続してきた例は以下の通りである。 
・15 年度の韓国清錫高校の教員 10 名が訪問し、2 年ライティングの授業を中心に授業見学を行い、生

徒と交流した。 
・17 年度の英国ノッテンガム市 South Walds School からの日本語教員 1 名と生徒 4 名が長野を訪れ、

本校生 7 名宅にホームスティし、学校においては国際教養科１・２年および普通科 2 年の英語授業に参

加した。(資料６－７イギリス生徒参加授業) 
＜評価＞ 
 直接交流の効果としては、生徒にとって異文化や英語によるコミュニケーションの大切さ・難しさを

知る貴重な機会となっている。また、交流がさらに発展した形となり、インターネットを用いたプロジ

ェクトとしてその後も継続され、異文化理解や英語力の向上に貢献してきたということが大きな成果と

いえる。特に韓国の学校と信頼関係を築くことができたことは、歴史的な背景から意義深いと思われる。 
(4) ３年間を振り返って 

 交流活動は、英語学習における自分の弱点を知る絶好の機会である。交流の形態も毎回違っており、

その弱点を次の機会に十分活かせるようにするにははむずかしい面もあったが、年を追うごとに国際交

流の形態、あるいは生徒の国際交流への意識も変化してきた。１年目には、長野青年会議所との共催に

よる「世界会議」を行い、５５カ国のリーダーと本校生徒が同じテーブルについて様々なテーマについ

て意見交換した。この「世界会議」は大成功したが、Speaking の力が試された交流でもあった。しかし、

そのことは生徒には大変刺激にはなったものの、その後の英語の授業への取り組みには反映されること

はあまりなかった。(資料：６－８世界会議アンケート結果) 
２年目も、スペシャルオリンピックスに参加する選手に、授業を使って長野や日本文化を紹介するビデ

オを英語で制作するなど、多くの有意義な活動や交流が行なわれた。しかし、交流の多くは単発的なも

のであり、結局イベント的になってしまう傾向があり、授業と国際交流を効果的にリンクさせるまでに

は至らなかった。３年目となった今年度は、生徒たちの中に国際

交流に対する意識が変化が出てきた。国際交流があることがわか

ると、生徒が主体的にどのように交流したらよいか考え始めるよ

うになった。そして、長野西高校や長野市の紹介を考え、パワー

ポイントのプレゼンテーションファイルを作成した。国際交流の

際には、生徒が担当を決めて長野西高校や長野市の紹介を行った

り、コンピュータの操作を行なった。このことは、ライティング

長野マラソンに出場するエチオピア選手との交流会 
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やスピーキングの力を伸ばすのによい影響を与えたと考えられる。 
後に、国際交流はなるべく多くの生徒が関わってコミュニケーションすることに意義があるが、一

部の生徒のみがコミュニケーションに参加して終わってしまったものも多い。そのような場合は、他の

生徒には何も残らないことも多く、積極的に交流に加わる生徒の前向きさと、その気持ちを育てる授業

展開をしなければならないことは言うまでもない、ということを付け加えておきたい。 
【Ｈ16 年度アンケート結果】 

H16 交流することが、自分のプラスにな
ると思う
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国際交流をすることで、英語の力だけでなく積極性も身

につけることができると多くの生徒が感じている。 

図９ 英語学習意識調査結果 

外国人と接することにあまり抵抗がない（少な

い）
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国際交流を重ねることで、外国人に接する時の抵抗感がな

くなることが考えられる。 

【平成１７年度アンケート結果】 

交流したことで、自分の英語力が向上したと
思う
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交流の機会が多い国際教養科では、約 80%の生徒が交流を

英語力向上のよい機会と捉えているようである。 

外国や外国人に対する理解や興味が深まった
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交流や講演会を多く重ねることで、異文化や国際

社会を理解するきっかけができた。 

今まで関わった活動を通じて英語力の必要性
を一層感じた
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自分の弱点や今後の課題を見つけることができた。 

具体的にどの技能が必要だと思いましたか
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交流のためには、Speaking や Listening の力が必要である

ことを示している。 
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活動に関わってから英語学習や授業への

取り組みに変化があった
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交流によって多くの生徒が英語学習や授業への取り組みに

変化があったが、回数の少ない普通科では過半数がどちら

ともいえないと答えている。 

図１０ 英語学習意識調査結果 

国際交流活動は英語学習の励みになって
いる
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国際教養科は、80%以上の生徒が交流を英語学習のきっか

けにしたいと感じている。普通科は約 40%である。 

 

以上の結果から言えることは、校内での国際交流活動が英語学習への動機付けという点で、特に国際

交流を期待してで入学してくる国際教養科の生徒においては英語学習の励みとなっており、大きな効果

を生んでいる。さらに、リーディングやライティングだけでなく、リスニングやスピーキングの力を養

成することの必要性を感じ、国際教養科の専門科目におけるそれらのスキルの習得を重視した学習にお

いても励みとなっている。これは、国際教養科が 1 クラスであるため、交流活動において必然的に直接

英語でコミュニケーションをとらなけらばならない環境に置かれることが多々あることも一因である。

一方で、普通科の交流の場合は 6 クラス規模であるため、そのような活動が大きく制限され、校内での

直接交流が動機付けとなって英語学習の取り組みに変化を及ぼすかどうかにおいて、「どちらともいえな

い」と回答した生徒が過半数を占めた。しかし、普通科においてもこれまで関わった活動によって「交

流することが自分にプラスになる」という生徒が 80%、「英語学習の必要性を感じた」という生徒が 40%

以上いることを考慮すれば、国際教養科・普通科共に交流活動の機会を与えることは多数の生徒にとっ

て刺激となり、自己を見つめ直し、ステップアップに導く機会となることが大いに期待されるため、可

能な限り取り入れていくべきであると提言する。 

 

６．３．２．Ｈ１５－Ｈ１７年度インターネットを活用した韓日異文化交流プロジェクト---インター

ネットを活用した国際交流における実践的コミュニケーション能力の育成および異文化理解を中心と

した相互理解を促進するための指導法の開発 

 

(1) 韓日異文化交流プロジェクトの概要 

授業：１５年度 ２学年普通科 Writing (２単位) 
１６年度 ３学年普通科 通常の Reading 授業の発展編としての Writing (４単位) 
１７年度 １年生普通科・国際教養科 Reading 授業の発展編 (４単位) 

３学年国際教養科 異文化理解 (２単位) 
対象生徒：  韓国清州市の清錫高校(Cheongseok High School)と長野西高校との間で実施 
テキスト： アンニョン・コリア 三友社出版---1 年普通科 

Impact VALUES   Longman、『知の風景 現代入試長文へのアプローチ』山口書店 
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---２・3 年普通科 
Different Realities 南雲堂---3 年国際教養科 

本研究では，ライティングやリーディング授業の発展編として国際コミュニケーションの場としての

インターネットを活用し、韓国の清錫高校の生徒と電子メールを用いて英語で情報・意見交換を行うプ

ロジェクト型交流学習を実践し，交流成果を自らの主張が入った”NewsWeb”(以下参照)の記事としてま

とめ、英語で発信していくという活動を行った。(資料:６－９ 生徒が作成した”NewsWeb”の例) 
指導目標は、authentic なコミュニケーションによるライティング力の向上を中心としてプレゼンテ

ーションやディスカッションなどにより４技能のスキルを統合的に向上させること，さらには英語を手

段として用いた交流を通して異文化理解教育を実践することを主たる目的としている。また第２の目的

として、「何を交流テーマに選ぶか」、「交流で何を伝えるか」、「どのように Web で発信するか」と

いった質問に絶えずさらされることで自ら考え、課題を解決し、創造的思考力を高めることで実践的な

コミュニケーション力を育てるというものである。 

“NewsWeb”について：東京大学大学院教育学研究科市川伸一教授プロデュースによる Web magazine
発行プロジェクト 
趣旨 ・・・これは「生徒が Web Magazine を作る」というプロジェクトで、高校の授業（総合学習や

英語の時間等）、部活動、あるいは、自治体で設ける支部などを通じて、全国から記事を寄せ合い、定

期的な刊行物をＷＷＷとして作成していこうというものです。NewsWeb とはこの雑誌の名称であり、

正式には “Students’ NewsWeb”（日本語版）と“Students’ NewsWeb in English”（英語版）です。現代

的なテーマを扱うことが中心になりますが、トピックとしては政治・経済・文化・科学から、スポーツ・

芸能まで多岐にわたってかまいません。重要なことは、資料収集や取材にはじまり、編集、表現、読者

との対話などを通じて、テーマについての理解を深め、実践的なコミュニケーション力を養うことと考

えています。 （参加案内より抜粋） 

なお、本プロジェクト授業の一般化を図った授業における具体的指導手順等については、東京国際大

学山内豊先生による指導の下で作成され、国立教育政策研究所教育研究情報センター(NICER)ウェブサ

イト上の教員用 e 授業 Web 研修システム「授業で IT を使ってみよう」に掲載された。 
http://www.nicer.go.jp/eltt/english/high/en_h04_01.html  

(2) 日韓異文化交流プロジェクトの意義 

① 英語学習への動機付け 

日韓の英語教育事情を考えた場合，共に英語を外国語として学ぶ環境にあり，日常のコミュニケーシ

ョンを英語で行う機会がほとんどない。そこでメールによる双方向の意見交換を行うことで英語という

言語を学ぶことの意義を改めて認識させ，英語が共通のコミュニケーション手段となるのだということ

を実際に体験させることが英語学習への動機付けとして有効的であると考えられる。 

② 日韓の若い世代における新たな友好関係の構築 

ここ何年か続いているアジアブームの中で文化的な交流等が徐々に活発化してきている一方，韓国人

と日本人は も近い位置にありながらも実際には互いのことがなかなか分かり合えないといった遠い存

在であるという背景がある。そこで国際交流の原点とも言える草の根交流を通じて高校生同士が新たな

友好的な関係を築くことこそ大いなる意義があると言える。 

以上のことからこの異文化交流プロジェクトを実施することで、生徒の英語学習への動機付け、英語

コミュニケーション力の育成、そして意識の変革に対してどのような変化が表れるのか、また実際の英

語授業に対してどのような影響を与えるか等について研究し，生徒，教員両サイドにおける継続的なリ
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サーチを実施していきたいと考えた。 

(3) プロジェクトにおける指導目標 

更に、このプロジェクトにおける指導目標等の特徴的項目として挙げられるものは以下の 2点である。 

1) 実践的コミュニケーション能力の向上 

① 韓国の高校生との電子メールや BBS での交流において、日本の高校生として何をテーマとして選

び、どのように伝えていくかといったことを絶えず考えながら積み重ねていくことで、創造的な

思考力を育成することにより、実践的なコミュニケーション力を身につけることを主目標とする。 

② 電子メールや BBS を利用し、Authentic なコミュニケーションの場におけるライティング力を

向上させる。 

③ 上記②の前段階として、テーマに関する理解を深めるためのリサーチを目的としたリーディング

力を向上させることで、ライティングの伸張に結びつける。 

④ クラス内でのプレゼンテーションやディスかションの機会を設けることによるスピーキング力

の向上を目指す。 

本校においては 3 年間を通じて国際交流と英語学習を深く関連させ、実践的英語コミュニケーション能

力を向上させるための指導としてライティングに焦点を当てた指導を中心的に行ってきた。高等学校学

習指導要領によればライティングの目標として，「情報や考えなどを，場面や目的に応じて英語で書く能

力を更に伸ばすとともに，この能力を活用して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育て

る」とあるが，本プロジェクトではこの目標を達成するために、諸外国の高校生との電子メールの送受

信という実際に英語を使っての Communicative な意見交換を行う場を設定することで、英語コミュニ

ケーション能力の育成を目指すものである。更に授業では，相手からのメールを読んで理解するために

必要なリーディング力，並びに返信メールを作成する際のライティング力の向上に も力点が置かれる

が，ライティングの前に行われるリーディングの重要性を特に考慮し，メールを作成する際にはテーマ

に沿った事前のリサーチ活動を行うことで広範な知識の蓄積やクリティカルに情報を読み解く力の向上

を図り，そこから生まれる個々の主張や Creativity を伸ばす発信型のライティング指導を実践したいと

考えた。具体的は方法としては，交流を通じて得られた成果を共有するために，メールによる意見交換

やリサーチを経て得られた事を自らの主張を含めて記事にしてまとめるというNews Webの制作活動を

継続して行うことで，「何のテーマについてリサーチすればよいか」、「どのような記事の Web にまと

めるか」といった問いかけを重ねることで自ら考える力をつけ、コミュニケーション力の向上につなが

る創造的思考力や課題解決力を養うといったことに も力を入れて取り組んできた。更に発展形として

授業内での英語によるプレゼンテーションやクラスルームディスカッション等により，Listening や

Speaking へリンクさせることで、4技能を統合化させた指導を通じて実践的な英語コミュニケーション

能力の育成を目標としていきたいと考えた。  

2) 言語教育と異文化理解、国際理解教育を統合化させた指導の実践 

韓国の高校生も日本の高校生も互いの人々や文化に対して抱くイメージは、実際にはマスメディアが

表象するものによって作り上げられたものであり，実際には真実とは異なることも多い。そうしたステ

レオタイプをいかにして打ち破ることができるかが大きな課題であり，メールによるコミュニケーショ

ンを重ねる中で，相手から発信された情報や意見を通して，自国の文化との比較によって類似点、相違

点を知り，自国の文化に対する理解をより深め，文化的価値観の多様性を尊重する態度の育成を目指し

た異文化理解教育を実践したいと考えた。 

さらに、コミュニケーションを通じて交流を深め、信頼関係を築いていくことで、市民レベルの交流
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の重要性を学び、特に東アジアの高校生との交流において歴史的背景についても理解することの意義を

学び、その上で新たな友好関係を築き、高校生間のネットワークを作ることを目的とした。 

 

(4) プロジェクトの経過 

実際の Email の交換においては以下のような段階を経て、扱うトピックを身近なものから社会問題や異

文化間コミュニケーションのテーマに関わるものへと徐々にステップアップさせた。 

Stage 1:  Email exchange on hometown and personal background information 
This was the initial stage of interaction between students of Cheongseok High School and Nagano 
Nishi High School. The main subjects of the email exchange were students’ personal information 
and the introduction of their towns and surrounding areas.  Topics included festivals, history, 
industry, sights, and tourist attractions.   In the meantime, students also used BBS for exchanging 
personal profiles. 
Stage 2:  Email exchange on students’ concerns 
During the second email interaction, students collected facts about which they had special interest, 
like their purposes of study, or future dreams.  They also discussed local cultural characteristics 
along with aspects of their daily lives. 
Stage 3:  Email exchange on social affairs 
The students' interest gradually extended to the social affairs of their countries and the world (e.g. 
historical relationships between Korea and Japan, our view on dispatching military forces to Iraq, 
and international co-operation) 
Stage 4:  Email exchange on cultural values 
As the student email exchange continued, different points of view gradually began to emerge in the 
Korean students’ emails.  They were beginning to perceive cross-cultural similarities and 
differences between value systems in Korea and Japan.  They researched by conducting a survey as 
well as writing emails. 
 

(5) Email を書くための英作文指導 

1) English improvement and creativity development 
 メールの原稿を書く時、リサーチを通して得られた英文材料を基にする場合が多いが、英語の表現に

ついてはできるだけ自分の英語で書き直し、英文のつながりや全体のまとまりといった文章構成にも配

慮して書くように指導した。 
2) Increase of Schemas for Writing 
 メールの中で自分の考えや意見を述べる力をつけるため、書く前のリサーチ活動を重視し、テーマに

沿ってインターネット上の英語や日本語の情報を活用したり、本を読んで背景的な知識を増やせるよう

に心がけた。 
3) Use of Notional Expressions to Improve Writing Skills 
 実際に英文で Email を書く場合、初めてである生徒が多いので、以下のような Notional expressions
が記載されているプリントを事前に渡し、生徒はそれを活用しながら書いていく。また、News Web を

作成する場合は、Web の目的や対象を意識した上で、簡単だが、興味深く、また自己の意見や主張を訴

えることができる文章となるようにした。 
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Topic: The pros and cons on dispatching forces to Iraq and international co-operation 
Notional expressions: 
What do you think of --?   I agree / disagree ( with you).  I am for / against… 
I understand what you say but…    It's my opinion that...   In my opinion, …  
In summary,   In conclusion,   The problem is that …  It is reported that… 
As for…  According to…  As you know,   Frankly speaking…   Compared with A, 
Key words: 
maintain peace   world peace   overseas dispatch  force  Self-Defense Forces 
war victim  peaceful means  be deployed  terrorist act  war damage   violence 
aid   United Nations   peace-keeping operations of the U.N. 
4) Use of Online Automatic Translation 
 生徒によっていはメール交流や Web 作成の際、自分の言いたいことを英語に直すのが困難な場合があ

る。そのような時にはインターネット上の翻訳サイトの助けを得て英語に翻訳するという作業を行った。

また、オンライン辞書も活用して英文を読んだり、メールを作成したりした。 
 Excite 翻訳  http://www.excite.co.jp/ 
  Infoseek 翻訳  http://www.infoseek.co.jp/Honyaku?pg=honyaku_top.html 
  @nifty 翻訳  http://www.nifty.com/globalgate/ 
 Online 辞書 アルク http://www.alc.co.jp/ 
 
(6) 韓日異文化交流プロジェクトでの Key-Pal 交流トピックと News Web 記事リスト 

○ H１５年度２年生普通科 Writing の例 
April-May Email topic: 1) Exchanging personal profiles with new e-mail partners  

2) Our hometown and the festival at Zenkoji Temple 
Publishing The NewsWeb --- the 1st issue: Survey on students’ concerns (2003) 

May-June Email topic:  World around us—school, hometown, region.   
July Email topic:  My future dream 
September Email topic:  The purpose of our study and comparison on students’ concerns 

about school 
October Email topic:  Early English education 
November Email topic:  My precious memories of our school trip in Okinawa 

             Consideration on history between Korea and Japan 
December 
January 

Email topic:  Global problem: The pros and cons on dispatching forces to Iraq and 
international co-operation 

January 
February 

Email topic:  Comparison on cultural values between Korea and Japan 
Conducting survey on value systems  
(資料６－１０ 韓日高校生異文化的価値観比較アンケート結果 ①) 

March Creating The NewsWeb --- the 2nd issue; What we learned about value systems 
between Korea and Japan, communicating with students from each school. 

April, 2004 1) Publishing The NewsWeb   
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2) Students’ and teachers’ reflections on cross-cultural activities via Internet and 
making plans for new school year. 

May  The exchange project for NewsWeb will be redesigned and implemented. 
○Ｈ１７年度３年生国際教養科「異文化理解」の例 
May-June Email topic: 1) Exchanging personal profiles with new e-mail partners  

2) Comparison on cultural values between Korea and Japan 
July-October a) Email topic:  Comparison on cultural values between South Korea and 

Japan 
b) Conducting survey on value systems 

(資料６－１１ 韓日高校生異文化的価値観比較アンケート結果 ②) 
c) Creating The NewsWeb --- the 1st issue; What we learned about value 
systems between Korea and Japan, communicating with students from each 
school. 

November a) Presentation topic:  “What you gained through the research about the 
value systems between South Korea and Japan. 
b) Creating The NewsWeb 

February-March 2) Publishing The NewsWeb 
3) Giving presentations to the students at Cheongseok High School using the 

Internet. 
 “What we learned about value systems between Korea and Japan” 
3) Students’ and teachers’ reflections on cross-cultural activities via Internet 
and making plans for new school year. 

April The exchange project for NewsWeb will be redesigned and implemented. 
 
○ Ｈ１５－１７年度 News Web 記事タイトル 
・You and Your Life 
・You and the World 
・You and Your Future 
・Collectivism and Individualism 
・Influence by Confucianism, "Modesty" 
・Survey on Gender Equality 
・Moral obligation and Humane feelings 
・"Insider" and "Outsider" mentality 
・What a person says and actually thinks 
・Romantic Feeling 
・Funny Bone 
・Piety for Parents 
生徒による News Web 記事一覧 http://www.hisa-net.com/values1.htm 

 (資料:６－９ 生徒が作成した”NewsWeb”の例) 
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（7）ライティング評価法の研究開発 

効果的な指導法の確立へ向けて日頃の授業と直結し、指導を検証できる評価法を開発することが重要

であると考え、従来型の定期テストによる評価方法に加えて，アウトプット能力を測定するためのライ

ティングに関する評価法を開発した。普通科ライティング授業において指導目標に沿った授業を一定期

間実施した後，英語コミュニケーション力の伸長度を本校独自の評価基準を設けて測定した。Ｈ１５年

度においては、まず生徒が書いた電子メールの英文について、①英文の内容面、②文法および英語表現

について JTE２名、ALT１名の計３名が評価し、③１文当たりの単語数平均値について JTE１名が算出

し、韓国の高校生との電子メールの交換がライティング力の向上にどう影響を与えるかについて測定し

た。さらに、１５年度から１６年度にかけてはさらにテーマを与えて書かせるライティングテストを実

施し、評価の指標を発展させた。評価の時期については、プロジェクトの初期、中期、実施後の計３回、

生徒の書いた英文評価について、１５年度の評価法を継続しながら、④T-unit 数の測定についは JTE１

名が担当した。また、③Vocabulary の測定については全英連の Vocabulary test によって実施した。ラ

イティングテストにおける検証についてはＨ17 年度において高大連携の下で改良を重ね、「アウトプッ

トにつなげる効果的なリーディング指導」の成果を検証するためのライティング力の測定に発展させ、

新たな独自のライティングテスト及び評価法の開発へとつながった。 

1) 電子メールの評価項目 
量的評価 ① Content (Creativity)    ② Grammar/Expressions, Structure  

③ Vocabulary レベルの測定  ④ T-unit 数による文法的複雑性  
2) 文の内容と構造および表現力の評価 
① H15，16 年度ライティングテスト評価基準 
英文の内容と構造については ALT の Ms. Elizabeth Edwards が中心となって Assesing Writing(2002)
に書かれている評価基準を基に、以下の本校独自の評価基準を作成した。 
(based on Jacobs et al.’s (1981) scoring profile) 
Content (Creativity) 
3 EXCELLENT:  substantial; relevant to topic; good amount of knowledge; unique style 
                  many ideas completely original 
2 AVERAGE:    adequate substance only; relevant in some places; some knowledge 
                  some creative thought; most ideas taken from elsewhere 
1  POOR:        greatly lacking substance; mostly irrelevant; very little knowledge 
                  no creative thought, possibly copied directly from another source 
Grammar/Expressions, Structure 
3 EXCELLENT:  almost perfect grammar; little or no mechanical errors; sufficient and 

appropriate use of expressions; cohesive; smooth transitions 
2  AVERAGE:     average grammar; frequent mechanical errors; some expressions but perhaps 

wrongly used; almost falling apart; many sloppy transitions 

1 POOR:   many grammar mistakes; many mechanical errors; rare or wrong use of      

expressions; not cohesive; falls apart in many places, making it difficult to understand. 
 
 
3) 英語ライティング力の測定結果 
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表１３  Ｈ１５年度における Email によるライティングの全体的評価および産出量の推移 
 “My hometown” 

May, 2003 
“English Learning” 
September, 2003 

“Memories of Okinawa”
December, 2003 

Content/Creativity 2.38 2.42 2.57 
Grammar/ Expressions 2.30 2.19 2.23 
Word per sentence 7.48 8.62 8.2 
○ Ｈ１５～Ｈ１６年度における語彙力の測定およびテーマを与えて書かせるライティングテスト

における評価 
表１４ 文の内容と構造および表現力における評価 

 “My precious or 
valuable thing” 
July, 2003 

“My view on using 
computers” 
December, 2003 

“Introduction of the 
distinctive trait of 
Japanese people and 
culture ”December, 2004

Content/Creativity 2.27 2.43 2.67 
Grammar/ Expressions 2.18 2.29 2.45 
表１５ Fluency, Complexity, Accuracy の測定 
① Fluency: total words    

  Upper Group Middle Group Lower Group 
July, 2003  127.5 92.3 55.6 

February, 2004  132.6 86.6 68.2 
December, 2004 119.2 72.3 53.2 

② Complexity: Mean t-unit / t-unit ratio   
 Upper Group Middle Group Lower Group 

July, 2003 8.8 7.3 7.1 
February, 2004 10.2 7.9 7.4 
December, 2004 10.5 7.7 7.5 

③ Accuracy: error-free t-unit / t-unit ratio  
  Upper Group Middle Group Lower Group 

July, 2003  6.9 5.7 2.8 
February, 2004  7.3 5.1 2.3 
December, 2004 8.3 4.2 2.3 

表１６ GTEC 推移    

 

  Reading Listening Writing Total 
July, 2003  157 155 82 396 

February, 2004  175 170 90 436 
December, 2004 194 186 99 477 

表１７ Percentage of vocabulary questions answered correctly (全英連 Vocabulary Test*を使用) 
Word Levels  July 2003 December 2003 December 2004

2000 Word Level Test 53.3% 58.3% 65.5% 
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3000 Word Level Test 44.0% 46.0% 53.4% 
*T-unit: One T-unit is composed of one independent clause together with whatever dependent 
clauses are attached. (Dictionary of language teaching and applied linguistics. Longman. 1992) 
*Vocabulary test: This vocabulary test was originally based on Paul Nation’s Vocabulary Levels Test, 
which was newly developed for Japanese students by the members of Zen-Ei-Ren: Prof. Yamauchi 
from Tokyo International University, Prof. Yoshiharu Sano from Tokyo University of Technology, 
Rumi Sano from Tokyo Metropolitan Kokusai High School. 
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(1)  Fluency: Total Words 

Comparing the result of July 2003 with February 

2004, slight improvement could be seen, while in 

December 2004 there was a decrease.  

(2)  Complexity: Mean T-unit/T-unit ratio 

There was a great improvement on the data of 

upper level, while there was a slight 

improvement in other levels.   

(3)  Accuracy: error-free T-unit/T-unit ratio 

In the upper level, there was a significant 

improvement. While in lower and middle level, 

there was no improvement.  
図１１ Fluency, Complexity, Accuracy の測定結果 

○ ライティング評価の結果についての考察 
Although total number of words decreased as the subject became more difficult, it might be 

concluded that writing ability developed because both Mean T-unit/T-unit ratio and error-free 
T-unit/T-unit ratio increased. In fact, in the last test more sentences with the complex clauses came 
to be noticeable and vocabulary level developed. These results demonstrate the improvement of 
syntactic maturity, usage, mechanics, and vocabulary. However, the passages of the lower level 
students had a lot of errors in vocabulary, language use and mechanics, which should be 
pedagogically considered in reorganizing this project next year. 
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(8) アンケートならびにインタビューによる質的評価 

① 異文化に対する理解度 
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図１２ 韓日異文化交流授業アンケート結果 

韓日異文化交流を実施したことで、生徒の意識の中で変化したことは、まず、韓国に対するイメージ

の変化が挙げられる。交流を通して、韓国文化に対する関心度が高まり、これまで抱いてきた韓国の人々

についてのステレオタイプが打ち破られ、自分の中で素直に受け入れたいと思う意識が作用してきたと

思われる。テーマとしては難しく、かなりのリサーチを必要とした「価値観の違い」や「高校生の意識、

考え方」に対して関心度の高まりが見られ、取り組みの度合いを反映する結果となった。特に価値観の

比較においては、独自のアンケート調査データより、韓国の高校生と日本の高校生間においてほぼ７０％

強のアンケート項目の回答に類似点が見られ、生徒にとっては異文化理解について考えさせられる大き

な発見となったが、より一層韓国の高校生に対して親近感を覚えるきっかけにも結びついたと思われる。

また、自国の文化に対する関心度が高まったと答えた生徒は６０％に達したが、英語で日本文化につい

て説明しなけらばならない状況に置かれたことで、常に日本文化をどう発信していくべきかといった問

題と向き合ってきた結果であると考える。 
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Email交換での事前リサーチの
必要性
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図１３ 韓日異文化交流授業アンケート結果 

・英語学習に対する意識の変化については、アジアの高校生との電子メールによる交流が刺激となって

国際語として英語を学ぶ必要性を感じた生徒がほぼ 90%となった。 
・Email を書く前に表面的な情報の伝達に終わらない中身を充実させたメールを書くようになった。 
・自分の中で韓国の高校生に「何をどのように伝えるか」といった問いかけが絶えず行われる状況の中

で、テーマ設定やテーマに沿った情報収集において、自力で課題に即した効果的なリサーチができる

ようになった生徒が増えた。 
・リサーチのために、まずはインターネットを活用するが、より深い知識が必要になると、図書館で調

べたり、書店でテーマに関連した本を買い求めるなどいろいろなメディアから情報を得ようと努力す

る生徒が出てきた。特に、価値観比較において顕著であった。 
・国際協力や国際交流をテーマとした日本語のエッセイなどでも、異文化交流の方法や諸外国の人々と

のコミュニケーションのあり方などでしっかりと日本人の高校生として自分の主張を述べることがで

きるようになった。 
・プレゼンテーション活動では、その後のディスカッションが行えるよう、生徒が互いの発表を聞き合

って、できるだけみんながわかる英語で発表しようとするようになった。すなわち情報の受け手の立

場を理解したコミュニケーションを行おうとしていたことになる。 
・「清錫高校の生徒に直接会ってみたい」、「韓国へ行ってみたい」と訴える生徒が多く出た。 
・プロジェクトがきっかけで、韓国語に興味を持ち、韓国語を学びたいと考えるようになったり、異文

化間コミュニケーションに興味を持つ生徒が出て、それらを学ぶことが出来る志望大学への進学を果

たした。 
・普通科生の中で英語学習や諸外国に興味を持ち、以下の海外派遣コンテストなどに応募し、選考され

る生徒が出てきた。このような生徒の積極的態度は SELHi 指定以前には見られなかったものである。

また、派遣生となるには選考段階で、質の高い英語によるコミュニケーション能力やプレゼンテーシ

ョン能力が問われるため、それに対応できる生徒が育ってきていると考えられる。 
① Ｈ１５年度(財)AFS 日本協会短期海外派遣プログラムに応募し、派遣生として１名が選考され、夏

休みに約１ヶ月間米国でのプログラムに参加した。(普通科２年次) 
② Ｈ１６年度ライオンズクラブ海外派遣コンテストで優勝し、夏休みに約１ヶ月間イタリアへ１名、

スロベニアへ１名派遣された。(普通科３年次) 
○ 韓国の生徒との異文化交流プロジェクトに関わった生徒たちの感想 
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１． 日本の生徒より社会や現実をしっかり理解していて、考え方が日本人より大人びている。 

２． 目標をはっきり持っていて、たくさん勉強をしていると思った。 

３． さすがにたくさん勉強しているせいか英文もうまいと思った。とにかく英語力がある。 

４． 韓国の生徒は難しい英単語をたくさん使っていたから驚いた。日本人の生徒の英語よりレベルが高い。 

５． 自分の書く英文よりも、内容が濃いと感じた。 

６． 本当に自分の言いたいことを英語でうまく表現することが難しかったけれど、今度メールの交流をやるなら個人単位

でやってみたいと思った。 

７． 普段あまり自分で長い英文を書く機会がないからメールの交流は楽しいと思った。 

８． メールに書かれている文の量が多く、韓国の生徒が割と熱心にメール交換をしてくれたと思った。 

９． メールの交流では自分の思ったことを英文にするのは難しいけれどやり遂げた達成感があった。 

１０． お互い文法などが苦手だと思った。でも、韓国の高校生がしっかりと１つ１つの問いに対して答えてくれるの

でメール交換に関心が持てた。 

１１． メールだと聞きたいことや自分の意見が率直に言えると思った。 

１２． 日本の生徒より自分の意見をしっかり表すことができていると思った。 

１３． メールにはきちんと自分の考え方が書いてあった。韓国の高校生の考え方を知ることができて面白かった。 

１４． 自分の考えを具体的に伝えるということについて、自分はやはり日本人だと実感した。 

１５． 韓国の生徒が身近に感じられるようになった。 

１６． 韓国の生徒は学習する力とか積極性がとても強いと思った。 

１７． 1 つの国の中だけではわからないことが、他国の人の意見や考え方により、具体的かつ方向性のあるものに変

わっていくこともあるということ。 

１８． 日本とそれほど変わらないということと、日本とは違うと感じられることが入り混じっていて面白かった。 

１９． 韓国の生徒に対するイメージが変わった。もっと固い人ばかりだと思ったがそうでもなかった。 

２０． アンケートの集計で日本と韓国の価値観の違いが明確にわかった。 

２１． 自分と反対の意見の人からのメールで納得させられた部分もあったし、同じ意見の人でも理由の部分に、自分  

にはない感心させられるようなことがあった。 

２２． 今まで実際に交流する中で価値観の違いが見えてきたことがなかったので、初めて韓国の高校生と交流して、

日本との違いを感じられたことはよかった。 

２３． 日本の高校生と比較して皆、真剣に将来のことを考えていると思った。 

２４． 韓国の高校生は真面目な人達だ。 

２５． もっとこれからの韓国と日本の交流について、また歴史についてなどお互いどのように思っているか調べてみ

たいと思った。 

２６． 日本の高校生より現実的だと思った。 

２７． テーマが難しかった。もっと身近で考えやすく楽しいテーマで交流してみたい。 

２８． 韓国の人に対してのイメージが変わり、自分も見習わなければいけないところがあると思った。 

２９． 学習に対する態度や目的の点で韓国の生徒から学ぶことができた。自分ももう少し目標を持つようにしたいと

思った。 

３０． 韓国の生徒のメールを読んで、歴史に対する考えがまだまだ強いということと、勉強時間など学業に対する違

いの大きさを感じた。 

３１． 韓国の高校生は国際社会における興味、関心、知識が日本の生徒よりも高いところにあると実感した。もっと  

時事問題で意見交換をしてみたい。 
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３２． 韓国の高校生はテーマにいつも真剣に答えていると感じた。 

３３． メールを読んで、自分たちが想像していたよりも儒教の教えが薄くなっているという事実を知ることができて

興味深かった。 
３４． 自分の考えを伝えるために日本の文化や自分の興味があることについて調べたり、韓国の人々の意見を聞く事

ができて面白かった。 
(9) Reflections―――英語学習およびコミュニケーションに対する考え方、態度の変化  

H１５年度、2 年生 Writing 授業において、国際コミュニケーションの場としてのインターネットを

活用し，Email 交流における生きた英語でのコミュニケーションを通じて，英語力の向上及び異文化理

解を目指すことを目標とした授業を実施してきた。交流方法としては、7 クラス全員が、韓国の清錫高

校の日本語選択者クラスとのクラス間交流という形で参加するというもので、月１回の電子メールによ

る交流を行った。成果としては、双方向のメールのやり取りの中で，相手から受信したメールに対して

返信する際，メールの交流を継続させていきたいという願いから，質問項目にていねいに答えつつ、自

分の意志をできるだけ伝えようとして長いメールを作成するなど努力している様子が見受けられるよう

になった。また、韓国の生徒の論理的にはっきりと主張を述べようとするメールに刺激され、生徒のメ

ールも自分の考えを明確に示すように伝えようとする形のメールへと変化した。交流テーマとしては地

域、英語教育、戦争と平和，勉強における目的意識などを取り上げ、韓国の生徒たちとの意見交換を行

ったことで，国際社会で起こっている諸問題について共に考える機会が生まれ、韓国の生徒の積極的な

態度に学ぶことが多かったと思われる。 
以上の成果について英語学習の観点から見れば、受信したメールの内容を読んで理解し，それに基づ

いた返信メールを作成するというプロセスを繰り返すことで，リーディングおよびアウトプット能力の

向上につながったと考えられる。また、異文化間コミュニケーションの観点では、韓国の生徒のコミュ

ニケーションの仕方についての知識を新たに獲得しながら、早い段階からそれを肯定的にとらえて自分

の中へ取り入れようとしたところが特徴的であり、メールで判断する限り、こうした傾向は日本の高校

生側に多く見受けられた。 
更に、 終段階での交流記録に基づいたグループプレゼンテーションでは、生徒自身の自主的かつ積

極的な英語学習の動機付けにつながったといえるが、生徒同士が率直に評価し、互いのスピーキング力

を高め合っていくという過程を経て、ライティングからスピーキングへの効果的なリンクを果たすこと

ができた。 
２年３学期からは異文化理解に焦点を当て、韓日の価値観における異文化比較を行うことを目的とし

て、双方のクラス約１００名の生徒にアンケート調査を実施し、分析を行った。アンケート項目の選択

に当たっては、互いの国の文化について本やインターネットを活用してリサーチし、生徒が自力で価値

観の違いがわかるような質問を考え出した。H16 年度においては２年次のプロジェクトを引き継ぎ、集

団主義と個人主義、儒教に基づいた価値観などのテーマでさらにリサーチを継続して行い、メールの交

流を積み重ねながら、テーマについて”NewsWeb”として記事にまとめる方向で指導した。この間の量的

評価としては英語力の伸張度については独自のライティングテストを実施して評価し、質的評価として

は生徒アンケートおよび生徒の考え方や行動における変化を見た。 
H１７年度では、それまでの普通科の異文化比較を 3 年生国際教養科が引き継ぎ、交流を継続しなが

ら、新たなリサーチおよびアンケートデータに基づいて、交流で得た成果を Web としてまとめ、グルー

プ毎にプレゼンテーションで発表するという形を取った。また、 終段階としてインターネットを利用

したリアルタイムの交流において、授業で作成された PowerPoint ファイルを用いて、実際に韓国の清
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Q32　AETの先生の授業により英語で話す楽しさがよりわかった
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錫高校の先生方に向けてプレゼンテーションを行った。なお、ソフトの開発および当日の交流において

は NewsWeb の活動をプロデュースしている東京大学大学院教育学研究科市川伸一研究室の院生の協力

を得た。 
生徒の授業態度における変化としては、プロジェクト開始の１年目より、授業内容を自分たちで組み

立てようとする姿勢が随所に見られ、グループ内に積極性とチームワークが生まれたことが挙げられる。

メール交換のテーマ選びに始まり、アンケートデータの取り方、リサーチ活動、クラス全体でのプレゼ

ンテーションの計画などほとんど生徒の力で授業が作り上げられてきたといっても過言ではない。アン

ケートの結果から、この交流に参加した生徒には、韓国文化を含めた異文化への関心度が高まり、文化

の多様性を認識し、尊重しようとする態度が養成されつつあることがわかるが、実際にアジアの人々と

の交流に関心を持ち、「いろいろなテーマで東アジア地域の連携のあり方を考えてみたい」「もっといろ

いろな他文化圏の人々との行動や考え方、価値観の比較をやってみたい」といったさらなる研究への動

機付けがなされてきたことも成果の一つと思われる。 
 
６．４．ＡＬＴの多方面にわたる幅広い活用方法の研究開発 

 (1)ALTとのTTにおける効果的な指導法の研究--- 語学学校外部講師との比較におけるオールイングリ

ッシュでの指導の効果 

Ｈ１５年度では普通科で習熟度に応じた指導法を研究するということで、上位講座では語学学校等か

ら招いた講師による TOEIC のリスニング対策のための授業、標準講座(中下位生)には週 1 時間 ALT 主

体の授業を実施して、同様にリスニング力を強化するための教材・指導法の研究を行った。標準講座の

授業ゴールとしては TOEIC を課さず、GTEC とした。

ALT による英語活動を通じ、単にリスニング力・スピ

ーキング力にとどまらない「英語への積極性」を培う

ことを目的とし、特色ある授業は週１回実施されたが、

それまでの TT とは違い、すべてオールイングリッシ

ュで行われた。 
アンケート結果によれば、外部講師による授業は

TOEIC 受験のための開講ということもあり、すぐに

はその効果を実感するというわけにはいかなかった

が、ALT 主体の授業では、前年度(H14)に比べて ALT
の英語に接する機会が増えており、そのためか、普通

科・国際教養科ともに ALT の授業を肯定的にとらえ

ていることがわかる。 
「そう思う」と答えた生徒の割合は、国際教養科にお

いて７０％超という高率であった。  
また、上位講座の生徒の声として、外部講師の導入

により ALT の授業がなくなったことは残念であると

いう感想が聞かれた。やはり上位生ほどネイティブと

直接英語でコミュニケーションができる事に魅力を

感じている生徒が多いと思われた。そこで、H１６年

度では全講座において ALT 主導のオーラルコミュニケーション I の授業を週に各１時間ずつ導入した。

Q29　外国語学校の先生の授業により英語学習への意欲が出て

きた
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Q31　AETの先生の授業を意欲的に受けることができた
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(資料６－１１ Ｈ１６年度外部講師による授業内

容) 
H１７年度においては、オーラルコミュニケーシ

ョン I の授業において、週１回 ALT との TT という

形で授業を行ってきたが、ALT-oriented で進める形

をとっている。前年度までと変わってセンター試験

に英語のリスニングテストが導入されたこともあり、

生徒のリスニング能力の向上を図る意味においても

重要な科目として位置づけるようになった。授業で

は、クロスワ図１４ H１５年度英語学習意識調査  

ードパズルや ALT 自作の教材を使って、導入や言語活動の場面で生徒に motivation を高く持たせる工

夫をしているが、英語を聞いたり、話したりする機会が多いため、授業を楽しみにしている生徒も多い。

ALT は出身国の地域や家族について興味深く話してくれることが多く、異文化理解の面でも大変役に立

っている。 (資料６－１３ ALT’s perspective of the SELHi) 
(2) SELHi 研究に関わる ALT の多面的な協力 

Ｈ１５年度より、ALT との TT、ALT 単独による様々な形の英語授業の可能性を探り、効果的な指導法

について模索し、またライティングの評価基準の作成および実際の評価を共同で行った。 
具体的には以下の６項目について ALT の協力を得て実践した。  
① ALT と TT の年間授業計画を作成し、それに基づいた授業を実施し、教材・指導方法・評価方法等

について研究する。 
② ALT による生徒のライティングの添削・評価、独自ライティングテストおよび評価法の開発を協力

して行う。 
③ ALT が英語以外(体育等)の授業へ参加し、生徒の自然な発

話環境を創出する。 
④ ALT の英語クラブ等の課外活動への積極的なかかわりを

求め、英語合宿やディベート授業などへの参加を図る。 
⑤ ALT による昼の校内放送を実施する。（週１回）  
⑥ ALT による English News Letter の作成と掲示を行う。 
 

ALT による English News Letter (英語研究室前) 

６．５．各学年での特色ある取り組み 

６．５．１．H１６年度２学年---ショート・トークコンテストおよびリスニングコンテスト 

アウトプット力を高めることを指導目標として、生徒のリスニング能力およびスピーキング能力の向

上を目指すため、「ショート･トーク」「リスニング集中練習」の 2 つを授業に取り入れた。 
(1) ショート・トーク 

 スピーキング能力の向上をはかる際にとられる方法の一つとして「スピーチ」の練習があるが、より

実践的なコミュニケーション能力を目指すため、二人で行う「トーク」の要素を取り入れどのような向

上が見られるか試みた。 終的には、各講座での成果を学年の中で披露・紹介しあう「ショート･トーク・

コンテスト」を実施し、目標とする機会を設けた。 
① 通常授業での指導 
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ショート･トーク練習について
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1)各講座で共通テーマの提示 
共通テーマは‘I have a problem.’ ‘What’s wrong?’ とした。これにしたがって生徒たちは自分た

ちのトーク内容を作るが、場合によっては主語が’I’ばかりでなく、’Our society’や’Our country’でも

かまわない。なお、実施期間は 11 月～1 月である。 
 2)講座内でのペアリング 
 3)ペアの中でのブレーン･ストーミング 
 4)講座内での発表順提示 
 5)講座内での発表と審査 
   審査は下記の評価用紙に従い、発表者以外の生徒全員が審査員となる。発表後に、各生徒の審査

用紙が発表者に手渡され、次回発表への参考となる。教師も評価を行い、期末の本人成績に加味す

る。 
② コンテストの実施概要 

1)参加生徒  2 学年の英語全講座 普通科 9 講座＋国際教養科 2 講座 288 名 
2)日時  2005 年 1 月 20 日(木) 
3)場所  格技室  
4)出場者  各講座代表 1 ペア 
5)共通テーマ  A:‘I have a problem.’  B: ‘What’s wrong?’  
6)審査員  JTE3 名 ALT1 名 外部講師 3 名(タイムキーパー 生徒 2 名) 
7)方法        a. 発表時間は 1 組あたり 2 分程度(プラスマイナス 10 秒以内)とする。 
         b. 発表は英語力重視とし、プロジェクタは使用しない。 
   c. 審査員による 1 位～4 位に賞状と賞品を用意する。 

       d. 生徒審査による特別賞を設け賞状と賞品を用意する。 
＜ショート・トークコンテスト―考察―＞ 

質問１ ショート･トークの練習を授業でやってよかった。               

質問２ 二人で行うショート･トークの練習は一人でやるスピーチより実践的だと思う。  

質問３ ショート･トークの練習を授業で何回かやってスピーキング力が向上したと思う。 

質問４ ショート･トークのコンテストをやって自分には刺激があった。 

質問５ ショート･トークのコンテストはもっと多くの出場者があってもよかった。 

質問６ ジャッジの判定については納得できるものだった。 

 

1. 質問１、質問２については「やってよかった」と

感じる生徒が多かった。ただ、質問 3 に見られる

ように「スピーキング力が向上した」と積極的に

思えた生徒は 4 割弱であった。 
2. 質問４で、この取り組みは生徒にとっても刺激に

はなったようである。特に、単独でのスピーチと

は異なり、二人でトーク内容を組み立てるところ

に面白みとやりがいを感じた生徒が多かった。ス      

図１５ H16 英語学習意識調査結果       ピーチよりは多様性があることでコンテストも盛      

り上がった。 
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3. もっと多くのコンテスト出場者があってもよかったが、質問５に見られるように時間的にはちょう

どよかった。会場が校内だと時期的に寒いことも今回の結果となったようである。 
ジャッジによる判定は多くの生徒が納得しているようで、生徒の選択眼とジャッジの目が同一線上

にあったことを伺わせる。生徒も単に面白いだけのものよりは内容重視の目で各発表を見ていたよ

うである。 
(2) リスニングコンテスト 

スピーキング力の向上をめざすショート･トークに並行して、学年全体の取組としてリスニング集中

訓練を行った。リスニング教材を使い、授業で実施するところまでは昨年と同じであるが、今回はク

ラスごとで得点を競い合う形とした。 

○ 実施方法 
1)学年でリスニングの教材を用意し、授業でリスニングのクイズを行う。教材は「Listening Gym 

Standard」(数研出版) 
2)答案用紙を教員が集め、採点＋集計する。 
3)期間は 12 月の期末考査明けから 15 回分 (1 週間に 3 回程度) 
4)結果発表は Short Talk Contest 当日に行い、クラス表彰を行う。 
(資料６－１４ Ｈ１６年度２学年ショート・トークコンテスト) 

 
６．５．２.外部講師の導入 

Ｈ１５年度より３年間に渡って外部講師による指導を取り入れ、オールイングリッシュによるスピー

ディな授業のノウハウを学ばせていただいた。１７年度は昨年度までの経験を生かしつつ講師に頼らず、

高大連携の下で教員自身の根本的な授業改善に向けての体制を構築したため、外部講師については３学

年国際教養科の授業のみの導入となった。 
(1) ３年国際教養科ＬＬ演習における外部講師を導入した授業 
外部講師：石坂 靖子 先生（語学学校英語教師） 
実施学年：国際教養科２年時、３年時 
実施クラス：ＬＬ演習（２年時必修科目、３年時選択科目） 
実施頻度：２年時 週１回、３年時 週２回 

1) 授業内容   
 米国の高校、大学を卒業し、米国で教員経験のある外部講師に英語で授業をおこなってもらい、映画

やテレビ番組などを用い、現代のアメリカが抱えている様々な社会問題に関する教養を深めた。授業で

は生徒の英語での発言を促し、ペアワークやグループワークを頻繁におこない、プレゼンテーションに

おいて発表させる場を多く取り入れた。 
 ２年時には、青少年の麻薬問題についてグループ学習をおこなった。インターネットや新聞のコラム

を用い、世界の若者を取り巻く状況、麻薬の危険性などについて調べ、発表しクラス内で評価した。ま

た、２月に長野市を中心におこなわれたスペシャルオリンピックスに参加する海外からの選手団に向け

て、長野や日本文化、日本の学校の様子などを英語で紹介するビデオを制作した。海外の選手団に贈呈

されたこのビデオは好評で、そのお礼に選手が学校を訪れるなど、国際交流に発展するケースもあった。 
 ３年時では少人数クラスの利点を生かして、映画のストーリーラインを独自にアレンジしたドラマを

制作し、生徒間で評価させた。また、アメリカで実際に流れている社会問題に関するＣＭを授業に取り

入れ、リスニング教材としてだけではなく、内容を吟味した。その後、各自が関心を持っている社会問
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題について、オリジナルＣＭを企画し制作した。内容、カメラワーク、メッセージの明瞭さなどＣＭに

必用な要素を、クラスで話し合い、一度制作した作品をお互いに批判しあいながら、修正を加え、本格

的なＣＭに仕上げた。 
2) まとめ 
 米国での教育を受けてきた外部講師を活用することで、生徒たちはより幅広い視点から英語を学習す

るようになった。生徒たちの学習の仕方も、与えられた英語の課題を読む・聞くという受動的な姿勢か

ら、自ら課題を見つけ、発表の仕方を工夫し、アイデアを交換し合いながら学習を進めるといった主体

的な英語学習へと変化していった。また、外部講師と連携することで、米国の高校での授業の手法を知

り、課題の出し方、評価の仕方など参考にするべき点が多くあった。 
 
６．５．３．H17 年度３学年国際教養科---ミニ模擬国連の実施 

本来の模擬国連では準備期間がかなりかかるため、本校生が取り組みやすいようにミニ模擬国連とし

て実施機関も３ヶ月とし、やり方を簡素化して実施した。基礎データの情報収集が終わった段階で英語

でのプレゼンテーションを行ったが、テーマが難しいので使用言語は日本語と英語とし、会議進行はす

べて英語で進めたものの、日本語も用いて生徒の理解が促されるように工夫した。プレゼンテーション、

ディベート、ディスカッションの要素を併せ持つ模擬国連は指導が大変であるが、生徒アンケート結果

より、国際社会について視野を広げ、地球規模で起こっている諸問題を身近な問題として捉えることが

できるようになるための足掛かりとなることが確認された。  
実施学年：国際教養科３年 
実施クラス：時事英語（３年時選択科目） 
実施頻度：３年時９月～１１月 週２回  
1) 指導手順 
①テーマの決定 
“Question of equitable representation and increase in the membership of the Security Council and 
related matters” 
② 役割分担と担当国の決定 

Chairperson, Director and Secretary 
＜担当国＞ 南アフリカ, アメリカ, 日本, インド, 韓国, パキスタン 

③「基礎データ」に基づく情報収集           
 PC ルームや図書館を利用して問題意識を高め、情報収集を行った。 

(1) 外務省の各国・地域情勢ページ等をインターネットで検索する 
(2) 基本的なその国について書かれた本を読んで理解を深める。その国の現代史や状況、文化を知る

ことで、より担当国としての自覚や認識が深まり、より立場を理解することができるようにする。 
④ Policy Paper の作成 ---事前に自国の政策として立案したもの、自国の立場を理解するために書く。 
⑤ Draft Resolution(決議案)の作成 
⑥ 模擬会議--- スピーチを行い、文書を作成し、他国との交渉を通じて決議案を作成していく。 
  初は日本語で行い、素地を固めてから英語で行うことにした。 
2) 生徒アンケート結果 
・模擬国連をやったことで、安保理改革についてのニュースや新聞記事に興味を持つようになった。韓

国についてたくさん調べることができ、日本人の側だけからの偏った見方ではなくて、お互いの主張を
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考えながら安保理改革について考えることができた。どの国も、異なるいろいろな言い分を持っている

ので、皆が納得いく結果を導き出すことは難しいと実感した。 
・模擬国連で、「安保理改革」をやる時は、「面白そう！」と思った。実際に国を決めて担当国のこと調

べていくことは大変だったが、なぜパキスタンがインドに反対するのか理由がわかった。ニュースや新

聞を読むとき、パキスタンの文字が出ると「何？」と興味が湧くようになった。模擬国連は難しかった

が、世界の国の事情や国連について知らなかったことを少しでも知ることができ、身近な問題にできる

ので、こういう機会は大切だと思った。 
・リサーチの仕方で、ただ漠然と調べるだけでなく、どうしてそうなるのか、それについてのメリット・

デメリットは難なのかといったことまで考えて調べるという作業ができた。もっと自国や世界の動向に

ついて突き詰めて考えていきたい。 
・今の自分には難しすぎた。基本的な知識が必要で、しっかりと理解できなかった。何をするにも、「基

本」が大切だと痛感した。新聞やニュースめまぐるしく変わる国際情勢を少しでも理解し、自分の意見

を述べられるようにしていかなくてはと思いました。 
・国連の会議の仕組み自体をよく知らなかったけど、模擬国連の準備をする中で、常任理事国の役割や

それぞれの国の主張、安保理の歴史などを知ることができた。前はそれほど考えたことがなかったけれ

ど、新聞などを見るようになったし、見てわかるようになって楽しくなった。国連憲章なんか見たこと

もなかったけれど、覚えてしまうくらいまとめました。政治問題や国際関係のことに苦手意識がなくな

ったと思います。 
・南アフリカが好きになった。アメリカとかではなくてほとんど知らない国だったから、得るものが多

くてよかった。 
・各国の意見を把握するのが大変だったし、Motion が入ると、うまく進行できなくて困った。日韓や日

中の訪問や外交の記事によく目を通すようになった。国連が行っている発展途上国への支援活動など

にも興味が湧いた。今度は食糧問題などのトピックでやってみたい。 
3) 「安保理改革」についての意見の例 
 (A) I don’t agree with the opinon that Japan need to be a permanent member of the Security 

Council.  If Japan were to be a permanent member, Japan should send forces to foreign countries.  
Japan is one country that the Constitution bans to take part in the war.  In developed countries, 
every country has its own forces except Japan.  Japan must keep this position.  Moreover, Japan 
has already had the great economical and political power.  Therefore, we don’t have to help other 
countries through the Security Council. 

 (B) I agree with this opinion.  If Japan becomes a permanent member of the U.N.Security Council, 
our opinion might be reflected in the world.  Besides, Japan might be able to focus on the 
peacekeeping and prevent the war from occurring.  Now, it is said that Japan should change the 
Constitution in order to join the parmanent members.  However, I think Japan should join it with 
the law and try to prevent the war and the conflict in the world. 
(資料６－１５ ３年国際教養科 時事英語「模擬国連」授業プリント) 

 
 
６．５．４．H17 年度外国人大学院生による英語での専門分野に関する講義 （１・２年普通科・国際

教養科） 
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信州大学教育学部および工学部に在

籍するアジアからの外国人留学生を招

き、大学院で専攻している専門分野に

ついてわかりやすく英語で解説しても

らう機会を設けた。地域在住の院生と

いうことで、長野についての印象を語

っていただいたり、母国での英語教育

についてどのように英語が学ばれてい

るかについて説明をしてもらった。生

徒のほとんどがアジアに人々が話す英

語に接するのは初めてということであ

ったが、専門分野の話については背景

的知識が必要だったため、普通科の生

徒にとってはプレゼンテーションの内

容を理解するのは難しいと思われたが、

国際教養科においては、40%の生徒が

ほぼ理解でき、興味がもてたと答えて

いる。また、この機会によって英語学

習に対する意欲がわいたと感じている

生徒は普通科に多く、約４0%を占めた。

一方、交流に興味を持てたという生徒

が 20%であることから、普通科の生徒

にとっては英語コミュニケーション力の不足がハードルとなり、国際交流を難しいと考えている生徒が

多いと思われる。国際教養科に比べ、日頃こうした機会を設けることがなかなか難しいが、英語学習へ

の動機付けにつながるので可能な範囲で時々交流の場を与えていくことが必要である。 

   

信州大学教育学部・工学部外国人大学院生による研究分野に関する講義 

 

６．５．５．H17 年度１，２年校内英語スキットコンテスト実施報告 

この一年間、通常の授業ではグループ内で自己表現をさせたり、クラス全体に向けてスピーチさせる

などして、自己表現の機会をなるべく多く確保してきた。そこで、この一年間取り組んできた口頭での

発表技術（oral presentation skill）の総仕上げとしてスキット・コンテストを実施した。スキットとは

英語による寸劇のことである。生徒達は原則的に気のあったもの同士でペアを組み、英語の台詞や振り

付けなどを協力して練りあげ発表へと臨んだ。 

信州大学アジアからの大学院生の講演（１・２年普通科）
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信州大学アジアからの大学院生の講演
（１・２年国際教養科）
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図１６ 外国人大学院生による講義についてのアンケート結果 
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平成 16 年度は２学年の生徒のみ実施したが、その成果を踏まえ 17 年度は対象を１学年の生徒へも広

げ、全ての生徒がそれぞれの少人数講座内で実施される一次予選に参加した。二次予選を経て選抜され

たペアは本大会へと駒を進め、全校生徒の前でスキットを演じて会場を大いに盛り上げた。 
（資料６－１６ Ｈ１７年度英語スキットコンテスト） 

(1) 目的 
スキット・コンテストの目的は以下の３つである。 
１）スキットを演じることでプレゼンテーション技術(presentation skill)を高める 
聴衆にスキットの内容を理解してもらえるようにするため、発表者は自然と自分の「発音・スピード・

音量・ジェスチャー」に気を配ることになる。発表前の段階で、これらの項目を意識的に練習すること

でプレゼンテーション能力を高める効果が期待できる。また、スキットは、スピーチ等の個人による発

表ではなく、ペアによるパフォーマンスなので、ペアを組んだ生徒同士が互いの発表技術を批評しあう

ことで、よりいっそうプレゼンテーションの技術を高めることが期待できる。 
２）コミュニケーション能力(communicative competence)を高める 
スキットの台詞を練り上げる段階で、生徒は自ずとコミュニケーション能力を構成する以下の下位項

目を意識するようになる。まず第１に文法である。スキットの台詞は文法的に正しくなければメッセー

ジは伝わらない。第２に文脈である。設定した場面が理解され易くなるように文脈を工夫する必要があ

る。第３に言葉遣いである。登場人物の設定は友人同士の会話であったり、店員と客や教師と生徒の会

話だったりするので、それぞれの場面にふさわしい言葉遣いを配慮しなければならない。第４点目とし

てコミュニケーション方略にかかわる表現である。スキットの流れをよりわかりやすくするため、

Excuse me,.. / Sorry? / You’re right.など、コミュニケーションを円滑に進めるための表現を多用するこ

とになる。これらは Canale & Swain(1980)がコミュニケーション能力の構成要素としてあげている、①

文法能力 (grammatical competence)、②談話能力 (discourse competence)、③社会言語的能力

(sociolinguistic competence)、④方略的能力(strategic competence)に相当する。したがって、スキット

の原稿を練り上げる過程でコミュニケーション能力の構成要素全てを高めることになり、実践的なコミ

ュニケーション能力を高めることが期待できる。 
３）英語の枠にとどまらない教育効果 
一般的に、生徒は他の生徒に強い興味関心を持っている。スキットの発表を見て他の生徒の意外な一

面に気づき、親近感が増すことで生徒同士の垣根が低くなる効果が期待できる。教師にとっても、通常

授業では知り得ない生徒の意外な一面に気づき、生徒を多面的に見るきっかけとなるはずである。また、

スキットがうまくいかないペアも少なくないと想像されるが、一生懸命に取り組んでいる級友の姿を暖

かい目で見守る雰囲気作りや、失敗を恐れない雰囲気作りにつながる好機と捉えれば、中長期的に見て、

クラスや講座を運営する際に有益であると思われる。 
(2) 実施手順 
実施の概要は以下の通りである。 
① 講座内でペアを組ませ、チーム名を決めさせる。一次予選には全員が参加する。 
② テーマは’I have a problem’ または‘What’s wrong?のどちらか一つを選択する。 
③ 全体の構想図やスキットの台詞を事前に提出させ、修正やアドバイスを与える。 
④ 発表時間を２分間とし、時間の超過や不足は減点とする。 
⑤ 小道具や模造紙などは禁止とする。椅子は用いても良い。 
⑥ 予選では以下のスコアシートを用いて生徒全員が評価し、得点の高いペアを選出する。 
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チーム名 内容 聞きやすさ パフォーマンス チームワーク 魅了度 発表時間 合計

独創性・　　　面
白さ・感動

発音・声量・
スピード

ジェスチャー・
アイコンタクト

観客との一体
感・観客のウケ

 （秒）

１---悪い １---悪い １---悪い １---悪い １---悪い 60～105：- １

３---普通 ２---普通 ２---普通 ２---普通 ３---普通 106～135： ＋１

５---極めて
良い

３---良い ３---良い ３---良い
５---極めて
良い

136～150： －１

＊各評価項目での中間点も認める。　（例：内容：４点、聞きやすさ：1.5点）。合計での小数点は四捨五入する。

＊極端に悪い項目は０点となることもある。

/20

コメント

 

(3) 結果および考察  
スキット・コンテスト実施後に行ったアンケート調査の結果、67％の生徒がこのコンテストを積極的

に取り組んでいたことがわかった。また、来年度も実施して欲しいと答える意欲的な生徒も 50％に上っ

ており、事前に予想していた以上に、生徒はスキット・コンテストを肯定的に捉えている。また、スキ

ットを演じる過程で英語を話す力が伸びたと感じている生徒は４割弱であったが、自分達のスキットと

他のペアのスキットを見比べることで、５割近くの生徒が、自分自身の改善点や課題に気づいたと答え

ている（図１７）。 
また、アンケートの自由記述では、「自分の発表は緊張したが、どのペアも一生懸命で、発表を見てい

て楽しめた」という声が多かった。 
反省点としては「もっと練習をすれば良かった」「聞き手にわかりやすく話すことが大切と分かった」

「もっとジェスチャーを入れれば良かった」という意見が多く見られた。 
また、スキット・コンテスト全般を振り返って、「易しい英語でいかに内容を伝えるか苦心した」とい

う声や「これまで英語が好きではなかったが、準備をし、発表している内に、自然と英語に興味を持て

るようになった」「教科書の音読をもっとやってみようと思う」という記述も見られた。 
これらの結果をまとめると、生徒たちは総じてスキット・コンテストには積極的に取り組み、満足感

を持つことができたと言える。また、実際の取り組みの中で、自己の課題や弱点を発見し、それを克服

するために何をすべきか考え始めている様子が伺える。このように、自ら課題を発見し、課題解決に向

けて歩みだす一連のプロセスは、スキット・コンテストを実施しなければなかなか得られないものであ

り、コンテスト実施の大きな成果といっ

てよいと思われる。 
今回のアンケート結果を普通科の成

績上位生と下位生に分け、国際教養科と

も詳細に比較したところ、以下の表１８

および表１９のデータが得られた。 
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図１７ スキットコンテスト生徒アンケート結果 
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表１８ スキットコンテストを通じて話す力が伸びたか？ 

 はい どちらでも

ない 

いいえ GTEC 

平均スコア 

模試 

平均偏差値 

普通科上位生 8 20 9 433.6 56.4 

普通科下位生 17 16 4 370.1 48.2 

国際教養科 16 15 6 523 64.2 

              数字は実人数（以下の表も同様）、各群とも n=37 

表１９ 来年度もコンテストを実施した方がよいか？ 

 はい どちらでも

ない 

いいえ GTEC 

平均スコア 

模試 

平均偏差値 

普通科上位生 7 21 9 433.6 56.4 

普通科下位生 20 15 2 370.1 48.2 

国際教養科 28 8 1 523 64.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図１８ 来年度も実施したほうが良いか（パーセント表示） 

英語を得意とし、英語学習意欲も元々高い国際教養科の生徒がこのコンテストに意欲的なことは一目

瞭然であるが、意外なことに比較的英語の能力が高い、普通科の上位生は他の 2 群に比べ、スキット・

コンテストの効果に疑問を感じている生徒が多く、来年度への取り組み意欲に関しても、やや積極性に

乏しいと思われた。 
そこで、これらの差をカイ二乗検定により検討した。その結果、「英語の力が伸びたか」という質問に

対しては各群に統計的な有意差は認められなかったものの、普通科上位生だけが効果に懐疑的な傾向を

示していることが確かめられた。 
また、「来年度も実施したほうが良いか」という質問に対しては普通科上位生と普通科下位生の間、お

よび普通科上位生と国際教養科の間に統計的有意差が認められ、普通科上位生は他の２群に比べ、スキ

ット・コンテストに対して消極的な傾向があることが示唆された。【それぞれχ2（2, N=74）＝11.69, 24.8, 
p<.01】 

この原因は、成績上位者が概して恥ずかしがり屋であるからなのか、それとも上位講座には女子生徒

が多いことから、性差が関係しているのか、あるいは英語学習の関心がコミュニケーション能力の向上

よりむしろ言語知識の習得にあるのかなど多くの因子が複雑に影響しあっているものと考えられるが、

現段階では不明である。 
(4) 今後の課題 
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1) 入念な準備が出来るよう配慮が必要 
スキット・コンテストの準備のために多くの授業時間を割くことは難しく、講座にもよるが、用いた

授業時間は多くても数時間である。生徒達は放課後を使って準備を進めたが、成功体験を積ませるため

には、年間を通してプレゼンテーションの機会を時々設けたり、コンテスト実施前にプレゼンテーショ

ンの技術を集中的に訓練し、自信を持って本番を迎えられるような配慮が必要であると思われる。 
2) 成果をフィードバックする 
コンテストの一次予選から二次予選へと進むと、出場したペアは格段にプレゼンテーション技術が向

上していた。さらに、本大会へと進んだペアは、それまでとは別人のようにこなれたパフォーマンスを

見せた。これらの生徒がそれまでのスピーチの授業で繰り返し指導を受けてきたものの、小さな声で早々

にスピーチを切り上げていたことを考えると、生徒の変身ぶりには目を見張るものがあった。また、一

次予選では多くのペアが既習の表現を取り入れて発表しており、言語の定着にも大きな成果を上げてい

ると考えられる。こういった成果をフィードバックし、成就感を生徒に持たせる必要がある。何らかの

数値的なデータを生徒にフィードバックし、英語学習の弾みにするべきと考える。 
 
６．５．６．信州大学教育学部との高大連携による異文化理解のための授業 (２年国際教養科) 

信州大学教育学部とは、地理的な近さもあり、以前からさまざまな形で高大連携の道を探ってきた。

２００１年１１月には、同学部のＴＶ会議システムを利用させてもらい、本校国際教養科クラス３年生

が米国ユタ州ソルトレーク市の高校生とＴＶ会議を行った。２００２年６月には国際教養科クラス２年

生が実際に教育学部の授業を受講。同年１０月には国際教養科クラスと教育学部とでＴＶ会議システム

を利用したディスカッションを行っている。 
H１５年度においては高校大学国際理解教育連携事業の一環として、教育学部の小池浩子先生と学生

達が来校して下さり、同じ教室内で、海外協力ボランティアの問題についてディスカッションを行った。 
＜授業内容＞ 
開発途上国にボランティアとして参加した夫婦が、結果的に中途帰国の決心をする。夫婦は母国では

人付き合いもよく農業経験も豊富で、一見理想的な人材であった。教材を読みすすめた後、なぜ帰国す

ることになったのかについて大学生と高校生とで意見を交換した。  
(資料６－１７ Ｈ１５年度「高大連携授業」の試み) 
６．５．７．ＪＩＣＡ駒ヶ根見学での語学訓練体験および隊員との交流 (全学年普通科・国際教養科) 

 「協力隊候補生の志に触れることにより、地球規模の視野を持ち、異文化を理解・尊重し、『国際社会

に生きる日本人』としての資質を養成する」という目的で、JICA 駒ヶ根を見学した。 
○H１５年度 ９月に実施。３１名が参加 
○H１６年度 10 月 22 日（金）に実施。１年生 23 名、２年生 10 名、３年生 3 名の計 36 名が参加 

○H１７年度 ９月２７日（火）実施 １年生１６名、２年生

５名の計２１名参加 
毎年、それぞれ目的意識をもって参加した生徒が多かった。 

午前中の講義では、青年海外協力隊やＪＩＣＡの説明、発展

途上国の現状などを学び、積極的に質問したり、意見を発表し

たりする姿が見られた。また、候補生の方々との交流ではそれ

ぞれの志願の動機や経歴などを聞くことができ、実際の語学訓

練を見学させていただいて、真剣に取り組む姿に触れ、大変よ
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い刺激を与えられた。生徒の事後の感想文の一部を資料として付記する。(資料６－１８ Ｈ１７年度

JICA 駒ヶ根研修所見学の感想) 
 
７．３年間の英語コミュニケーション能力の向上と評価 

７．１．アウトプット能力育成のために設定した到達目標の検証 

(1) 英語コミュニケーション能力の向上についてのアンケート結果 
本校における SELHi 研究は年を追

うごとに目標を明確化しつつ深化を

図り、４技能を統合化させた授業に

おいて、創造的思考力を高めること

で、いわゆるアウトプットの力を伸

ばすことを目標として研究がなされ

てきた。そのような過程で生徒の英

語学習への意欲はどのように変化し

たか、２００６年２月に実施した１，

２年対象の上記アンケート結果から

考察する。 

まず、英語学習への興味・関心が

高まったという生徒は約５０％である。また、学習意欲についても同様に５０％の生徒が意欲が向上し

たと答えた。「強くそう思う」と答えている生徒は約１０％ほどであるが、GTEC の結果からも上位２５％

層は着実に成績を上げており、少数習熟度別講座の展開や文法訳読からの脱却による言語活動重視の方

針が、生徒の英語学習にとって少なからずよい結果を招いているといえる。しかし、一方で英語授業へ

の参加について「授業に積極的に参加するようになった」と答えている生徒は４割弱であり、逆に約２

０％の生徒が同質問に対して「そう思わない」と答えており、英語ですすめる授業、言語活動を重視し

た授業に困難を感じている生徒もいたことがわかる。これについては、GTEC スコアの伸びを見ても下位

生の固定化ということから明らかである。 

家庭学習においても同様で、約５０％が「家庭学習時間が増えた」と答えている反面、２０％強が「そ

う思わない」と回答し、GTEC においても下位２５％層については得点の伸び率がほとんどないことから

も下位層の生徒への学習への動機付けが行き届かなかったことの表れと考えられる。独自ライティング

テストの評価やセンター試験結果から、西高全体としては英語力がアップしていることは確実であるが、

上記アンケートにおいて「どちらともいえない」「そう思わない」と答えている中下位層をさらに動機

付けしつつ、レベルに応じて授業を改善していくことの必要性が研究を通して明らかとなった。 

 
表２０ Ｈ１７英語検定合格者数、GTEC スコア学年間比較と推移 

  平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

二級   32 人 56 人 44 人 43 人

準二級   89 人 29 人 101 人 81 人

準一級   -  3/5 人

図１９ 英語学習意識調査結果 

 
H17英語学習への興味・関心・意欲（１・２学年全体）
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二級   - 6/15 人 30/75 人 8/47 人生 

準二級   - 14/23 人 71/87 人 8/11 人

  1 年 1 学期 1 年 3 学期 2 年 3 学期 3 年 2 学期

H14 年度入学生普通科 未受験 395.5 412.7 452.4 

H14 年度入学生国際科 未受験 514.0 580.1 602.4 

H15 年度入学生普通科 360.7 386.9 445.0 未受験

H15 年度入学生国際科 463.4 541.4 未受験 593.0 

H16 年度入学生普通科 352.5 401.8 412.5 

H16 年度入学生国際科 477.8 544.7 573.1 

H17 年度入学生普通科 391.8 393.3 

H17 年度入学生国際科 485.1 523.0 

  

  

  

  

  

 ＧＴＥＣ 

スコア 

 高校生目標スコア (371 点) (405 点) (428 点) 

※ 英検 3年生分については合格者数/受験者数 

 
(3) 大学入試センター試験過年度比較 
本校においては国公立大学への志願者が多く、学年の約８０％以上の生徒がセンター試験を受験して

いく中で、SELHi 指定３年目の生徒についてはセンター試験の英語で高得点をマークし、偏差値換算で

60 以上となった生徒が増え、国公立大、私大共に難関大学への進学率がアップした。いわゆる受験指導

としての文法訳読中心の英文読解授業に終始せず、プレゼンテーションやスピーチ、ディスカッション

などにおいて様々なテーマを扱い、コミュニケーション力を高めるだけでなく、視野を広め、問題意識

をもって考え行動することを目的とした授業を実践してきた成果であるといえる。 
 

図２０ 大学入試センター試験経年比較 
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大学入試センター試験　英語　度数分布比較（普通科）
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表２１センター試験英語平均点推移 

 
H１７年度 

SELHi３年目 

H１６年度 

SELHi２年目 

H１５年度 

SELHi１年目 
H１４年度 

受験人数 236 207 214 224 

本校平均 128.4  112.9  131.0  119.3  

高点 200 189 193 194 

全国平均 127.5  116.2  130.1  126.8  

図２１ センター試験英語偏差値６０以上の人数 
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８ 校内の英語教育(特に授業)の改善状況 

８．１．授業における改善点 

(1) 外部講師によるオール・イングリッシュの授業の効果 

Ｈ１５年度より３年間に渡って外語学校より外部講師による指導を取り入れ、オール・イングリッシュ

によるスピーディな授業のノウハウを学ばせていただいた。Ｈ１７年度は外部講師から得たことを生か

しつつ、本質的な授業改善を追求したため、３学年国際教養科の授業のみの導入となったが、年度を追

う毎に講師に頼らず教員自身が授業内においてなるべくオールイングリッシュに近づけるという根本的

な授業改善に向けての体制を徐々に構築することができたのは、2 年間の講師による貢献の成果と言え

る。（６．５．２.外部講師の導入で記載済み） 

 
2) 外部講師活用の効果 
実際に地域で通訳として活躍している人材や米国での教育を受けてきた外部講師を活用することで、
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生徒たちはより幅広い視点から英語を学習するようになり、英語を使う仕事に就きたいと考える生徒に

とっての目標となりよい刺激になった。学習の仕方も、与えられた英語の課題を読む・聞くという受動

的な姿勢から、自ら課題を見つけ、発表の仕方を工夫し、アイデアを交換し合いながら学習を進めると

いった主体的な英語学習へと変化していった。また、外部講師と連携することで、米国の高校での授業

の手法を知り、課題の出し方、評価の仕方など参考にするべき点が多くあった。 
 
８．２．英語教員の意識変化 

本校 SELHi の特徴として、文法訳読にかわってアウトプット力の向上を重視し、タスク活動を豊富

に取り入れた指導法を実践してきたが、Ｈ17 年度において中間評価として１０月、および SELHi 指定

3 年間を振り返っての 終評価として２月に英語教員対象のアンケート・インタビューを実施したが、

教員の指導や意識にどのような影響を与えたかについて考察する。 
(資料：８－１英語教員アンケート) 

(1) １０月中間アンケート・インタビューのまとめ 

中間段階においては、授業指導においては試行錯誤しながらも訳読の授業からタスクの与え方など言

語活動重視したものへの転換が行われていることが伺われた。また、生徒に気づきを生み、考える力を

育てる question の与え方にも配慮するようになってきた。生徒の変化についてはペアワークやプレゼン

テーションの場面などで意欲的に授業に取り組むものが出てきたという回答が多かった。習った表現を

使ったり、仲間に分かる表現を考えたりして何とか相手に伝えようとする態度が生まれ、コミュニケー

ション力が向上しつつあるといえる。また、教員間に協力体制が生まれており、概ね１７年度の SELHi
研究の中間段階の評価としては良好であった。ただし、せっかくの SELHi 研究なのでもっと教員同士

の情報交換を増やし、効果的な指導の仕方についての意思の疎通を図るべきであるという声も出ており、

も改善すべき点である。 
①授業シラバスの作成にあたって 

・自己表現活動を易から難へとなるよう配置した。 

・目指す力を付けさせるために、どのような活動を仕組んでいくかを考えた。 

②授業における変化 

・なるべく授業を英語で進めようとすること。学年で共通のタスクに取り組むことで、教員同士の協力体制ができた。 

・従来型の一方的な「訳読式授業」から「言語活動」を多く取り入れた授業を取り入れるようになった。 

③・自己表現活動を増やすべくペアワークやグループが増えたため、授業に活気が出てきたと思う。 

・授業のプランを考える段階で、英語でどのような言語活動ができるかを、よく意識するようになった。 

④日々の授業での工夫点 
＜リーディング＞ 

・あまり高度なスキルを生徒に要求しないこと。スモールステップで、生徒に成就感や成功感をもたせるように配慮して

いる。 

・さまざまな音読指導。訳読に頼らない内容把握､構文の理解。プレゼンテーションのための活動。 

＜ライティング＞ 

・自分の考えや意見をできるだけ書いたり、発表したりすることができるようにする。 

・効果的なタスクプリントの作成と利用。プレゼンテーションのための活動。 

＜リスニング＞ 

・リーディングに繋がるように指導している。 
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・R の授業ではとにかく CD を聞かせる回数を多くしている。 

＜スピーキング＞ 

・事前にスピーチの仕方を指導するだけでなく、スピーチの直前に練習の時間を十分確保してやる。また、生徒同士の評

価（フィードバック）をとりいれる。 

・自分の意見や感情を２～３文で言えるように努力してみる。 

・事前にスピーチの仕方を指導するだけでなく、スピーチの直前に練習の時間を十分確保してやる。また、生徒同士の評

価（フィードバック）をとりいれる。 

⑤SELHi 授業での生徒の変化 

・ペアワークなど仲間との活動や仲間の前での発表に慣れてきている。 

・文章の産出量や正確さはかなり向上していると思える。（ベネッセのコミュニケーションテストのライティングで例年

にない伸びを示している。） 

・意欲の向上､積極的なかかわりが見られるようになった。（主にプレゼンテーションを通して） 

・学習に対して、前向きな姿勢をとる生徒が多くなった。 

・自分の意見を述べるということにおいては、習った表現を使ったり、仲間に分かる表現を考えたり、改善

しようという姿が見られる。 

・知識や理解力については、課題が残っている。家庭学習の充実を心がけている。 

⑥年間指導目標への達成の度合いはどのくらいですか。 

・上半期で言語的な正確さ、文章の構成力（言語知識）もパフォーマンス（運用能力）も、ほぼ基礎的な力をつけた点で

年間目標の 50 パーセント以上は達成できていると思う。今後は双方向のコミュニケーション能力をたかめていかなけ

ればならない。 

⑦大学英語教育専門教員による講義およびモデル授業について 

・講演、指導はすべて参考になっている。 

・授業に取り入れながら、現在効果的な指導を追求している。 

⑧今後の対策 

なんといっても、教員同士の意思疎通、協力体制を強固なものにする。個々人の指導観、効果的な指導法をもっと話し合

う場（研修の場）を作る。 

(2) 年度末(２月)アンケート・インタビューのまとめ 

前回アンケートとの比較において、授業をなるべく英語で進めるといったことについてはほぼ全員の

先生方が努力されてきたことがわかった。また、Oral introduction、Oral intreraction に続き、本文の

内容を膨らませた英文の速読を取り入れるなど英語でのインプットを増やし、タスクの与え方について

もアウトプットに結びつくものとなるよう工夫している。また、題材に関連して自分の考えや経験を書

かせたり発表させるといった授業の流れが定着し、生徒も積極的に表現しようとする態度が目立ち、プ

レゼンテーションの力も向上している。一方で生徒の英語力については、リーディングの細部の理解や

ライティングの正確性がまだ課題となっている様子が伺われる。音読や文法指導など基礎的な部分の強

化があってこそコミュニケーションに結びつくのではないかという意見が目立った。また、英語力だけ

伸ばすのではなく、いわゆるコミュニケーションの力をつけることが必要で、いかに創造的な思考力を

伸ばせる指導を重ねるかといった観点から授業を作っていくことが大切ではないかと考えられた。 
 
①研究課題を成し遂げるため、授業改善として も力を入れてきたこと 

・導入として、生徒と Oral interaction を行い、口頭導入した後は、教科書の本文の内容を膨らませたパッセージを１分
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100 語のペースで読ませる。 

・なるべく英語で授業を進める。 

・本文内容の理解のためにリスニングとリーディングのインプットを重視したが、音読やアウトプットの活動の橋渡しと

して有効だった。 

・英文を読んだ後に、題材に関連する自分の考えや経験をかならず表現させた。 

②文法訳読を行わず、コミュニケーション活動中心の授業をする際の困難点 

・コミュニケーションをするには、それ以前に、しっかりした構文把握や表現の理解など、行わなければならない。 

・生徒は、訳さないことの不安を感じていた。細かい部分まで文の構造を把握することができなかった。 

③英語で進める授業に対する生徒の反応 

・英語で指示したことがわからなければ、結局日本語に説明し直すことになってしまい、生徒の理解度は深まっていない。 

・言われていることを理解しようと前向きな生徒が多いと思う。 

④SELHi 授業についての生徒の変化および課題となっている点。 

・自分の感想や意見を積極的に表現しようとする態度は身につきつつある。特にスキットの発表では、普段見られなかっ

た表情で英語を話す姿が多く見られた。 

・あまり変化していないように思える。(下位の生徒) 

・英語でのコミュニケーションを進んで行おうとする態度が見られるようになってきた。 

・Personal-involvement question や Inferential question などの繰り返しで、意見や考えが深まったように思う。 

・英文を読んで、自分の考えをまとめようとする姿勢が見られた。 

・語彙、語法、文法の不足により、表現力は不足しているが、表現しようとする態度は向上してきていると思う。 

・相手に自分の考えを伝えようと、努力している姿が多く見られるようになった。 

・発表の技術や表現力は確実に向上した。特にプレゼンテーションの技術が伸びた生徒が多かった。 

・豊かな表現力が身についてきた。 

・語彙、語法、文法不足が課題である。速読の力は身についてきているが、教科書の内容を離れた長文読解はかなり抵抗

がある。 

・コミュニケーションの基礎となるべく知識が不十分なように思われる。知識も理解も向上したが、不安定である。 

・ライティングで文法的なミスや文の構成の指導が課題。 

・細かい部分まで正確に把握して読む点は課題 

・思考力、リサーチ力の不足が目立つ。英語はできても、これらの力が十分でないと、相手に訴えられるようなディベー

トや中身のあるプレゼンは行えない。いわゆるコミュニケーションの力が本当に育ったとは言えないのではないか。 

⑤年間指導目標の達成度について 

・自分の意見や考えを進んで伝えようとする姿勢は育ってきているが、教科書を離れた長文読解や語彙・文法力の不足

がかなりある。 

・個人的には、６０％位である。 

⑥3 年間の SELHi 取り組み全般ついての感想 

・３年目の活動が一番充実していた。全体目標が明確だったので、テーマがはっきりしていて良かったし、学年集団でま

とまって取り組めた。 

・大学との連携をもっと取るようにし、高校で実践している様々な教授法について大学教官の意見を聞いて修正したり、

大学の教官が提案した教授法を、現場で実践し、それを大学にフィードバックしていくようにしたらどうか。 

・アウトプット、コミュニケーションを授業の中で重視していくと、中上位生にとっては自分達の力を生かすことができ、

意欲的に参加できる授業になるが、中低位生にとっては、力も気持ちも不安定なまま授業が進んでしまったようにも思う。
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アウトプットやコミュニケーションを目指すのであればそれだけ、それに至るまでの文法、語法、構文などの学習にもっ

と力を入れてこなければいけなかったかもしれない。 

⑦3 年間の SELHi での取り組みを生かす今後の計画について 

・校外模試、G-TEC の数字目標をより意識した取り組み、英検２級に照準を向けた基礎力と応用力の育成 

・アウトプットの活動を繰り返し、さらに発展させること 

・さまざまな角度から英語にアプローチできるような活動に取り組めればいいと考えている。また、英語を英語で理解さ

せられるような授業の取り組みができればよいと思っている。 

・基礎的な部分の強化があってはじめて、真のコミュニケーションだできると思う。高校までは、その部分を決しておろ

そかにしてはいけないと思う。基礎的な部分を強化し、その上で様々なアウトプットを行い、コミュニケーションの実践

を積んでいく。 

(3) 3 年間を経て変化したもの 

・英語で進める授業を取り入れることで、教員の英語コミュニケーション力が高まった。 
・互いの授業を見せ合うことへの抵抗感がなくなり、良い点を取り入れようとする教員が増えた。 
・互いに教材を共有するといったことが当たり前になってきた。 
・SELHi 研究全体について、また各学年毎の研究について教科内、学年内での話し合いの回数が増え、

円滑なコミュニケーションが行われるようになった。 
・コミュニケーション力の養成については英語力のみを鍛えるのではなく、もっと大きな枠組みで思考

力を鍛える必要があるということが実感でき、工夫しながらいろいろな活動(リサーチなど)を授業の中

に取り入れようとするようになった。 
・個々の生徒の英語力を客観的に評価するようになった。 
・日々の授業を検証することの大切さがを改めに認識した。 
・ SELHi 指定の間に作り上げられた授業のスタイルを継承し、さらに深化させていこうとする意識が

生まれた。 
 
８．３．公開授業実施状況   

(1) 平成１５年６月１３日 長野西高校授業公開 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(2) 平成１５年１０月３１日 長野西高校授業公開、SELHi 公開授業  

１～３年普通科・国際教養科全クラス 
(3) 平成 1６年２月１７日 SELHi 研究授業と研究協議 
  研究授業：午前２限 1 年国際教養科 Reading  授業者： 中村 亜希子 

３限 2 年普通科 Writing  授業者： 宮尾 久枝 
(4) 平成１６年６月２２日 長野西高校授業公開 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(5) 平成１６年１０月１５日 長野西高校授業公開 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(6) 平成 16 年 10 月 長野県英語研究会研究大会における授業公開 

公開授業：２、３限 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(7) 平成１７年６月１５日 長野西高校授業公開 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(8) 平成１７年１０月１５日 長野西高校授業公開 １～３年普通科・国際教養科全クラス 
(9) 平成 17 年 11 月 15 日 SELHi 全国公開授業、研究授業と研究協議 
  研究授業：午前２限 1 年国際教養科 Reading  授業者： 横森 昭一郎 

３限 2 年普通科 Reading  授業者： 近藤 均一 
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  公開授業：２、３限 １・２年普通科全クラス １、２、3 年国際教養科全クラス 
 (資料８－２ Ｈ１７年度全国公開授業案内)(資料８－３ Ｈ１７年度全国公開授業一覧) 
○ 平成１５年度 SELHi 研究授業 

 

○ 平成１７年度 SELHi 全国公開授業・研究授業 

 

 
 
８．４．定期テスト問題における変化 

自己表現活動およびタスクを用いた言語活動重視の授業を行うに当たり、「授業の中では教科書の和訳

はしない」という方針で学年担当者が合意し、教室内ではできるだけ英語そのものに多く接するような

授業を進めてきた。そのため、定期テストでも下線部を「和訳」をさせるといった問題はなるべく出題

せず、自己表現活動を行っている日頃の授業の成果を問うといったコミュニケーション力を問う問題の

作成を心がけている。また、「グローバルエデュケーション」など国際教養科の専門科目などでは、和訳

問題も含まれるものの、できるだけ国際社会で起こっている問題等について「考える」力を見ようとす

るテストを作成するようにしている。 
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８．５．英語教員研修会 

(1) 教員対象講演会および模擬授業 
① SEL-Hi 外部講師 講演     

実施日：平成１７年１１月１５日 
講演者 ：広島大学大学院教育学研究科 柳瀬陽介先生     

http://ha2.seikyou.ne.jp/home/yanase/ 
講演タイトル：「英語教育の現状と課題」 
講演内容：                          

 1 はじめに：見通しを得るということ                            
2 言語コミュニケーション力の見通し             柳瀬陽介先生講演会 
3 高校英語教育の見通し 
4 おわりに： All you need is love? 

 (資料８－４ Ｈ１７年度柳瀬陽介先生講演会資料) 

 
以下、山梨大学田中武夫先生、清泉女学院大学 Gregory Birch 先生および茨城大学阿野幸一先生の講座

を１７年度 SELHi 英語教員対象公開講座とし、他校の先生方の参加を募った。 
 (資料８－５ Ｈ１７年度英語科教員対象公開講座) 
② SELHi 外部講師 講演  実施日：平成１７年８月２６日（金） 
講演者 ：田中 武夫 先生（山梨大学） 
講演内容：自己表現活動を取り入れた英語授業・・・ 言語活動の工夫、自己表現力の評価 
 田中先生には、英語の授業における自己表現活動の目的や成功のポイントなどを、説明していただい

た。自己表現活動の理由、目的は 1) 自然な形で英語を使うことができる 2) 学びを促進させ、アウト

プットを通して表現の可能、不可能に気づく 3) 本当のコミュニケーションを創り出すであり、表現活

動を成功させるために、以下の５つのポイントをあげられた。 
1) 必然性を高める  
2) 自己関連性を高める  
3) 自由度を高める  
4) 具体性を高める   
5) 活動の連携を高める 
日常の授業で、自己表現活動の重要性を認識しているものの、その背景的な原則や実効性までは、考

えが及ばない多忙の現状の中で、活動内容、到達目標は何か（どこか）生徒に明示すること、生徒自身

の生きた情報に基づいた、自己関連性が高い発問を工夫する、等の先生の説明はとても参考になった。

また、目標に向かって生徒同士が自己表現を通して、自己・他者理解を促進し、学びの集団を創造して

いく、という考えは素晴らしいものである。H１７年度は１,２年生の授業において、自己表現活動や、

各レッスンに関係したトピックについて自分の考えを述べる活動を、連携して重点的に行ってきたが、

そのような中で、本校の研究を進める上で田中先生の講演はまさに的を得ており、大変有意義な内容で

あった。 
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③ 清泉女学院大 Gregory Birch 先生  
実施日  平成 17 年 9 月 6 日（火） 
講演者  Gregory Birch 先生 （清泉女学院大学） 
講演内容 Task-Based Learning の理論と実践のし方 
講演概要     
前半では、タスクとは①現実の場面に即し、②意味の理解と伝達に焦点が置かれ、③特定の目的を達

成するために行われる言語活動であり、いわゆる文法問題や役割練習などの一般的にタスクと呼ばれる

ものとは区別されたものであること。また、タスクは下図が示すように「プレタスク」→「タスクサイ

クル」→「言語的側面の学習」という枠組みの中に 1 つの要素として位置づけられることがタスク学習

において重要であることが話され、６つのタイプのタスクや「言語の側面の学習」について実践例を用

いて紹介していただいた。 
その中で、一連のタスク学習における教師の役割、タスクの難易度と fluency、accuracy、complexity
の関係、そのそれぞれに生徒の焦点を向けさせるための工夫など、タスク活動が成功するための数多く

のポイントをご指導いただいた。 
後半では、教科書 Voyager Ⅰ（第一学習社）や Unicorn Ⅱ（文英堂）を使用して、取り組むことので

きるタスク活動の例を紹介していただいた。 
Voyager Ⅰからは Patch Adams の生き様より”Inspiring People”をテーマとしたタスクが組めること、

Unicorn Ⅱからは発展途上国を中心に、子供に過酷な労働が課されている現状より、「児童が働くこと

の是非」をテーマに意見を述べるタスク例を示していただいた。 
 
④ 清泉女学院大 Gregory Birch 先生による模擬授業 
 ９月６日の講演に続き、実際に生徒向けの模擬授業をやっていただき、英語教員が参観させていただ

いて Task-based Learning の活用法について実践的に勉強する機会を得た。模擬授業に至るまでの流れ

は以下の通りである。 
 (1) Birch 先生による授業参観 
１．日時 平成 17 年 8 月 30 日(火)  9:45～11:35 ２，３時間目 

8 月 31 日(水)  1:35～3:25   ５，６時間目 
２．授業内容  8 月 30 日   ２時間目 １年国際教養科  英語 Reader 

３時間目 ２年普通科    英語 Reader 
        8 月 31 日  ５時間目  ２年普通科    英語 Reader 

６時間目 １年国際教養科  英語 Reader 
(2) Birch 先生によるモデル授業 
１．日時 平成 17 年 9 月 12 日(月)   ２時間目  9:45-10:35 

５時間目  1:35-2:25 
9 月 13 日(火)   ２時間目  9:45-10:35 

３時間目  10:45-11:35 
２．授業内容      9 月 12 日   ２時間目 １年国際教養科  英語 Reader 

５時間目 ２年普通科 1,3 組 英語 Reader 
            9 月 13 日  ２時間目  １年国際教養科  英語 Reader 
                  ３時間目 ２年普通科 1,3 組 英語 Reader 
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(資料８－６ Gregory Birch 先生による講義および模擬授業) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gregory Birch 先生模擬授業 
⑤ 茨城大学 阿野幸一先生講演会 
生徒主体の英語授業を目指して―効果的なアウトプットにつなげる指導― 
講師：阿野幸一先生（茨城大学 大学教育研究開発センター） 
 H１７年９月７日、阿野幸一先生（茨城大学）をお招きし、上記テーマによる第 3 回職員向け講演会

を実施した。講師である阿野先生は、大学の教官として英語教育に関する理論を熟知なされているだけ

でなく、中学・高校という学校現場において、長年にわたり教育実践を積み重ねてきた経験をもお持ち

になられている。従って、今回はこれら「理論」と「実践」の複眼的な視野のもと、英語Ⅰ・Ⅱの授業

を想定した効果的なアウトプットにつなげる指導についてご講演を賜った。 
(資料８－７ Ｈ１７年度茨城大学 阿野幸一先生講演会) 

⑥ 茨城大学 阿野幸一先生模擬授業 
全国公開授業を直前に控え、普通科の中・低位生対象の指導法や授業の Procedure のあり方を模索する

ため、実際に授業をやっていただき、大変有意義な研修を積むことが出来た。 
１．日時    平成 17 年 11 月 2 日(水)   

2 時間目 9:45 – 10:35   
                5 時間目 1:35– 2:25 
２．対象講座  2 時間目   2 年 4，5 組  小松クラス 
        5 時間目    2 年 1，3 組  西澤クラス 
３．授業内容  効果的なアウトプットにつなげる指導を取り入

れた授業 
 

阿野幸一先生模擬授業 

９ 研究開発組織について 

９．１．研究開発組織 

第 1 年次には SELHi 指定について全校をあげて取り組むための体制作りということで、SELHi 組織に

他教科の先生方にも多く入っていただいた。しかし、校内の SELHi 委員会の中に英語科の教員が２名し

か入っておらず研究開発の面で負担が大きかったので、第 2 年次においては各学年から１名、英語科主

任、そして委員長の計５名を委員会のメンバーとした。また、直接英語の授業には関わらないが SELHi

事業として位置付けられているものに関しては他教科の先生方中心に実施した。 

終年度となったＨ１７年度においては、前年度まで研究開発の推進が SELHi 委員のみに委ねられ

てきたという反省を基に、英語科教員全体の協働性を重視し、学年間連携をも図りながら委員を中心と
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して皆がまとまってチームで研究課題の達成に向けて取り組んでいくという体制を作り上げることがで

きた。さらに、これまで以上に高大連携を強化することで大学の英語教育専門教員と密接に連携を図り、

本校における SELHi 研究において抜本的な改革を行った。特に、運営指導委員長の清泉女学院大学人

間学部長渡邉時夫先生には研究を遂行するに当たって豊かなご経験に基づいた貴重な指導助言に加え、

定期的な授業参観指導を通して英語科教員ほぼ全員の授業を見ていただきながら、根本的な授業改善に

向けて直接的ご指導を賜った。また、各運営指導委員の先生方にも、３年間に及ぶ運営指導会の度に厳

しくも適切な指針となる指導助言をいただきながら研究を進めてくることができた。長野県教育委員会

教学指導課の内堀指導主事、小口教育支援主事、笹教育支援主事には、西高 SELHi について折に触れ

て研究への的確なアドバイスをしていただき、文部科学省への提出書類等では指導助言に加えて便宜を

取り計らっていただき、研究をスムーズに進めることができた。また、須坂高等学校長河面清先生には、

現場の立場から運営指導委員会の度に研究の方向性に関わって数々の貴重なアドバイスを与えていただ

いた。研究成果の指標となる授業の検証においては、信州大学教育学部の酒井英樹先生には、ライティ

ングテストおよび評価法の研究開発において多大なるご支援をいただいた。やはり、SELHi 研究を科学

的、実証的に検証するということになると、大学の英語教育専門教員による分析が不可欠であり、実践

者側としても分析をしていただくことで授業の検証をすることができ、大変勉強になった。 
 
９．１．１．研究開発組織一覧 

○ 平成１５年度研究組織 

SELHi 運営委員会 

運営委員長 渡邉 時夫  清泉女学院大学人間学部長 
委員    伊原  巧  信州大学教育学部教授 
委員    小池 浩子  信州大学教育学部講師 

委員    平澤 昭男  駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 

委員    田中 利明  長野県教育委員会高校教育課長 

委員    山浦  寿  長野県教育委員会教学指導課長 

委員    内堀 繁利  長野県教育委員会教学指導課指導主事 

委員    河面   清  長野県上田染谷丘高等学校長 

研究統括 

長野県長野西高等学校長 志摩 晴樹 

         教頭 山田 眞史 

予算執行 

春日 光男  長野西高校調整幹事務長 

北原 美和  長野西高校主任 

研究の実践 

宮崎 清孝  SELHi 委員長  英語科  ２学年担当 

宮尾 久枝  SELHi 委員   英語科  ２学年担当 

近藤 均一          英語科  ３学年担当 

丸山  温          英語科  ３学年担当 

青木 一男          英語科  ３学年担当 
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山本 忠宏          英語科  １学年担当 

横森昭一郎           英語科  １学年担当 

小松 容           英語科  ２学年担当 

西村 博文          英語科  ２学年担当 

中村 亜希子         英語科  １学年担当 

松橋 りな子         英語科  ３学年担当 

古畑 恵美  SELHi 委員   英語科  通信制 

市村 勝巳  SELHi 委員   教務係・地歴公民科 

矢島 富士雄 SELHi 委員   教務係・体育科 

高野 寿子  SELHi 委員   生徒会係・体育科 

宮本 謹造  SELHi 委員   教育課程委員長・数学科 

半田 一幸  SELHi 委員   学習指導委員・理科 

Jay Vedoya              外国語指導助手 

Elizabeth Edwards            外国語指導助手 

Philip Cooper                外国語指導助手 

○ 平成１６年度研究組織 

SELHi 運営委員会 

運営委員長 渡邉 時夫  清泉女学院大学人間学部長 
委員    小池 浩子  信州大学教育学部講師 

委員    小宮 英夫  駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 

委員    田中 利明  長野県教育委員会高校教育課長 

委員    山浦  寿  長野県教育委員会教学指導課長 

委員    小口 俊幸  長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 

委員    河面   清  長野県須坂高等学校長 

研究統括 

長野県長野西高等学校長 神津 浩一 

         教頭 山田 眞史 

予算執行 

市村 昭夫  長野西高校企画幹兼事務長 

北原 美和  長野西高校主任 

研究の実践 

丸山  温  SELHi 委員長  英語科  ３学年担当 

宮崎 清孝  SELHi 委員   英語科  ２学年担当 

宮尾 久枝  SELHi 委員   英語科  ３学年担当 

鶴田 浩史  SELHi 委員   英語科  １学年担当 

横森昭一郎  SELHi 委員   英語科  ３学年担当 

小松 容                英語科  ３学年担当 

近藤 均一           英語科  １学年担当 

西村 博文           英語科  １学年担当 
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山本 忠宏           英語科  ２年生担当 

中村 亜希子          英語科  ２年生担当 

青木 修一  SELHi 委員    生徒会係・理科 

山崎 裕史  SELHi 委員    進路係・数学科 

金井  深  SELHi 委員    教務係・数学科 

Elizabeth Edwards       外国語指導助手 

Rita Mangan                   外国語指導助手 

Jay Vedoya           外国語指導助手 

Timothy Ball                  外国語指導助手 

○ 平成１７年度研究組織 

SELHi 運営委員会 

運営委員長 渡邉 時夫  清泉女学院大学人間学部長 

委員    加藤 高史  駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 

委員    吉江 速人  長野県教育委員会高校教育課長 

委員    後藤 正幸  長野県教育委員会教学指導課長 

委員    笹  行夫  長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 

委員    河面   清  長野県須坂高等学校長 

研究統括 

長野県長野西高等学校長 神津 浩一 

         教頭 南島 信平 

予算執行 

宮澤 則行  長野西高校企画幹兼事務長 

大日方 明実 長野西高校主任 

研究の実践 

宮尾 久枝  SELHi 委員長 英語科   ３年生担当 

横森昭一郎  SELHi 委員  英語科   １年生担当 

鈴木 守   SELHi 委員  英語科      １，３年生担当 

小松 容   SELHi 委員  英語科   ２年生担当 

鶴田 浩史  SELHi 委員  英語科   １，２年生担当 

西澤 博樹  SELHi 委員  英語科   １，２年生担当 

近藤 均一         英語科   ２年生担当 

西村 博文         英語科   ２年生担当 

西澤 浩          英語科   １年生担当 

山本 忠宏         英語科   ３年生担当 

土屋 滋          英語科   ３年生担当 

中村 亜希子        英語科   ３年生担当 

森山 秀子         英語科   ３学年担当 

青木 聡   SELHi 委員  教務係・国語科 

佐藤 道夫  SELHi 委員  生徒会係・数学科 
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Jay Vedoya          外国語指導助手 

Rita Mangan              外国語指導助手 

Tre Jerdon              外国語指導助手 

 

９．２．運営指導委員会および公開授業での指導事項 

９．２．１．平成１５年度 (第 1 年次) 

(1) 運営指導委員会開催 平成 15 年 6月 20 日 出席者 17 名 

 指導助言  清泉女学院大学人間学部長 渡邉時夫 

長野県教育委員会高校教育課主幹指導主事 米沢 修一 

       長野県教育委員会教学指導課指導主事 内堀 繁利 

信州大学教育学部 伊原 巧教授、小池 浩子助教授 

       JICA 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 小宮 英夫  

       長野西高校 志摩校長、山田教頭、小林通信制教頭、春日事務長 

宮崎、宮尾、市村、矢島、高野、宮本、半田教諭 

1) 討議内容  ① Ｈ14 年度までの取り組みと本校 SELHi 計画 

        ② 現在の実施状況とＨ15 年度研究開発計画 

        ③ 質疑及び指導・助言 

2) 指導・助言  

・ライティングの測定と評価に関連して、この度の SELHi の方向と西高の「構文、文法…」ではずれが

あるように思われる。ただ、Authentic なコミュニケーションの場でのライティング力を測定すると

いうことは大変評価できる。 

・ライティングの評価については独自の評価基準を設定していく。産出量、t-unit 数を数えるといった

やり方がある。授業との関連でこの学校の生徒の何を評価すべきか考えるというのが先決である。 

・英語のための勉強というシステムは古い。他教科での英語教授をやってもよいのでは。 

・3年間を見通して他教科の先生にも楽しんで入り込んでもらいたい。ただし、いきなり emersion では

きついので、ある時、世界史の先生が 1時間英語でやってみるというのもよい。 

・子供達にこういう力を付けさせたいという目標をはっきさせれば、英語科だけでなく他教科も取り組

みやすい。 

・出発点にあたって、子供達にどういう力をつけたいかをはっきりさせる。あれもこれもというのは疲

れ果ててしまう。さらに、今までできなかったことを少し前進させればいいのではないか。 

・生徒たちが 3年後、「こういうことをやるのが SELHi だったんだ。」とわかるような取り組みをしたい。

評価は必ずしも数字ではないので CAN-DO でよいと思われる。 

 

(2) SELHi 公開授業研究 
 期日 平成 16 年 2 月 17 日（火） 
 来賓・指導助言    文部科学省初等中等教育局国際教育課国際理解教育第二係主任 酒井佐知子 
          文部科学省 SELHi 企画評価委員 上智大学外国語学部長 吉田 研作 
          清泉女学院大学人間学部長・本校 SELHi 委員長 渡邉 時夫 
          長野県教育委員会教学指導課指導主事 内堀 繁利 
          SELHi 運営指導委員 長野県上田染谷丘高等学校長 河面 清 
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1) 授業公開と研究協議 
 研究授業：午前２限 1 年国際教養科 Reading  授業者： 中村亜希子 

３限 2 年普通科   Writing   授業者： 宮尾 久枝 
2) 公開授業に関する研究協議について  
① １時間目 国際教養科１年７組 Reading 
・ 授業は英語が主だったが、時々日本語を使っていた。後半、いいところで使っている。 
・ 先生の質問に対して、生徒が英語で積極的に答えようとしていた。 
② 3 時間目 普通科２年６組 Writing 
・ 核になる生徒が他に良い影響を及ぼしている。習熟度に分けられていない普通科の通常クラスにし

ては、英語コミュニケーション力がついていた。 
・ 電子メールを使った交流はよくあるが、今回の授業内容は斬新で新しいライティング授業のスタイ

ルであった。 
・ 電子メールの英語とエッセーの書き方の指導をどのようにしているか。リハーサルの度合い、書い

た上での spontaneous speech でスピーキングにおける正確さが変わってくる。 
・ 授業の 後でもう一度授業の 初に行った culture の iceberg model について説明し、まとめをした

方がよい。 
・ プレゼンテーションを受けての生徒の Q&A の場面において、聞きにくいところでは、教師が言い換

え、リピートなど feed back 必要である。 
・ 共通性や違いについて behaviors  beliefs values という観点で分析する。 
・ 韓国と日本の高校生の意識調査アンケートのデータが面白い。 
・ Presentationは意味がある。Reading, Writing から Speaking, Listeningへつなげることができる。 
(授業者) 指摘されたことを今後授業に組み入れ、改善していきたい。 
（資料：９－１ H１５年度宮尾研究授業指導案） 

（資料：９－２ H１５年度中村研究授業指導案） 
② SELHi 研究体制についてのコメント 
・ SELHi が良かった、このように変わったということをまとめるようにしていく。 
・ 客観テストの TOEIC、英検、模試の結果では本当の意味でのパフォーマンスは測れない。客観テス

トを使うのは難しい。 
・ 独自の測定方法を視野に入れる。普段の英語力が結果として出るようなテストだといいのではない

か。 
・ 生徒自身の自己評価として今日の授業を振り返ってどう思うか感想など書かせてみる。 
・ 国際交流と授業研究を結びつけていくことが課題である。 
・ 学力実態調査 今の高校生の学力低下、学習意欲の低下 

どういう部分で生徒がやる気になっているか。まとめてみたらどうか。 
投げてしまう子を投げないようにする。何かヒントがあるので分析する。 

・ SELHi 研究と受験との両立についどうしたらよいか。 

Content-based な授業をする。受験のための準備期間は週３日は英語を使うもので１日は入試とい

う具合にやって対応できる。 1500 問の入試問題の中で 10%が下線部訳であるのみだが、高校で

は 90%読解に費やしているといった背景がある。 
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９．２．２．平成１６年度 (第２年次) 

(1) 運営指導委員会での指導事項 
運営指導委員会開催 平成 17 年 3 月 24 日 出席者 13 名 

 指導助言  清泉女学院大学人間学部長 渡邉 時夫 

長野県教育委員会高校教育科教育幹(兼)管理係長 米沢 修一 

長野県教育委員会高校教育課主任教育支援主事 南島 信平 

長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 小口 俊行 

       信州大学教育学部 小池浩子助教授 

       JICA 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 小宮英夫  

       長野県須坂高等学校長 河面 清 

       長野西高校 神津校長、山田教頭、丸山、宮崎、横森、西村、宮尾教諭 

1) 討議内容  ① Ｈ16 年度の研究実施報告 

        ② 1 学年の実施と展望 

        ③ 新 1 学年の計画 

        ③ 質疑及び指導・助言 

2) 指導・助言 

・まだ全体としての構図が見えにくい。一つ一つの事業がどのように関連付けられているのかを明確に

示すことが必要である。 

・中間報告以降、方針が良い方向に改善されてきた。 

・1 年訳渡し授業に関しては「この方式で今までより優れた成果を出せば、いやそこまでいかなくても

同じ程度の成果が上がれば、授業中に和訳をする必然性がないと言えるので是非継続してもらいたい。 

・2年リスニング集中レッスンに関しては継続して成果を見たい。 

・全体として英語の学力が上がってきていることはわかるが、習熟度授業の成果がどのように上がって

いるのかが見えない。 

・上位生と中・下位生を分けた分析が必要である。 

・運営指導委員会においては、中間報告以降の方針の改善に対して大学の先生方からは比較的好意的な

意見が寄せられた。 

○ SELHi 運営指導委員長渡邉教授からの指導 

・インプットを大事にするという方法論は理解され、定着している。そこからアウトプットに結びつい

ていくための方法論を研究したい。 
・The Power of Reading を参考にし、ライティングの力を上げるためのリーディング指導のあり方を研

究する。 
・Reading 指導については授業の進め方として、読みの指導においてどう読ませるかを徹底する。具体

的には、概要や要点をつかむ読み方、質問の迫り方、vocabulary の指導、速読などを検討する。 
・多読を行う。授業内 Reading として 10 分間 Reading をさせるとか graded readers などの読書カー

ドを作るといった方法がある。 
・訳先渡し授業とタスク活動において、どのようなタスクを用いるか１つ１つのレッスン毎にあらかじ

め考えておく。訳渡しについては先に渡すといった方法はやめた方がよい。 
・Writing の評価については英語で書くことにおいて特別なことをするクラスとしないクラスを作って

差をみるとよい。 
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① インプットだけに力を入れるクラス 
② インプット＋Writing を意図的にやるクラス 
③ インプット＋Writing は普通にやるクラス 

・実践的に Speaking の時間を使わずに Writing の時間を取ることで Speaking の力が伸びる。 
・Thinking を大切にするアプローチ-----考えて書くようにする。 
・生徒の英語力の測定については Writing と Speaking でやるのがよい。対象生徒については上・中・

下各２０名、各クラス数名ずつ選ぶといった方法がよいと思われる。 
・Writing Test の方法として英文を読んで考えを書かせるものとする。 
・Speaking Test の方法 
 タスクを与える。例）日本とアメリカの人口構成のグラフを見て、気付いたことを述べる。 
 
９．２．３．平成１７年度 (第３年次) 

(1) 運営指導委員会での指導事項 
① 運営指導委員会開催 平成 17 年 6 月 24 日 出席者 18 名 

 指導助言  清泉女学院大学人間学部長 渡邉 時夫 

長野県教育委員会高校教育課主幹教育支援主事 志摩 晴樹 

       長野県教育委員会教学指導課企画幹 高田 雅子 

長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 笹 行夫 

       JICA 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長 加藤 高史 

       長野県須坂高等学校長 河面 清 

       長野西高校 神津校長、南島教頭、宮澤事務長、小松、横森、西村、鈴木、西澤、鶴田、

青木、佐藤、宮尾教諭 

1) 討議内容  ① Ｈ16 年度研究報告およびＨ17 年度事業計画についての概要説明 

        ② Ｈ17 年度 1・２学年計画との実施状況 

        ③ JICA 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所見学について 

        ③ 質疑及び指導・助言 

2) 指導・助言 

・これまでの焦点が絞りきれなかった研究をより整備していこうという姿勢がある。3 年目のまとめで

はしっかりとした整理をするようにしたい。 
・具体的な読みの指導について 
 「言語活動は教科書の内容理解や言語知識の定着のみに終始せず、自己表現活動へとつなげる」とあ

るので、さらにそのあたりを、目標があってそれに向けて具体的に○○○といったタスク活動を行う

などもう少し明確に授業内容が説明されているとよくわかるのではないか。 
・2 年生の言語活動が羅列されているので procedure を整理する必要がある。 
・英語そのもの学習だけではなく文化的視点から交流をさらに活性化していくことが必要である。 
 
② 運営指導委員会開催 平成 18 年 3 月 16 日 出席者 21 名 

 指導助言  清泉女学院大学人間学部長 渡邉 時夫 

       信州大学教育学部助教授 酒井英樹 

       長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 笹 行夫 
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       長野県須坂高等学校長 河面 清 
       長野西高校 神津校長、南島教頭、宮澤事務長、近藤、土屋、山本、横森、西村、小松、

鈴木、西澤浩、西澤博、鶴田、中村、青木、佐藤、宮尾教諭 

1) 討議内容  ① Ｈ17 年度事業報告 

        ② Ｈ17 年度の研究成果と課題 

        ③ SELHi3 年間のまとめ 研究成果報告 

        ③ 質疑及び指導・助言 

2) 指導・助言 
・研究開発課題の「人種民族や文化の違いを越えて真のコミュニケーションを図る」という部分の分析

がまだ不十分だと思われるので改善する。生徒の英語力に加えて国際交流の結果などを加えて対応し

ていく。 
・生徒が英語を話せないことの理由に自分の英語に自信がないということが挙げられる。これを解決す

る手立てが必要である。 
・独自のライティングテストや評価法の開発については、初年度の文科省実地調査の折に、上智大の吉

田研作教授から外部テストに頼らない自分たちの評価について検討すべきであるという課題が出てい

たが、それについて取り組むことが出来たということになった。 
・こういうことをやったという成果として自分たちがやった実験と評価を結び付けてやることが必要で

あり、GTEC より自分の学校で評価方法を考えるといった方向に研究が向いてきたことはよかった。 
・3 年目の成果として外国語系を含めて難関大への進学実績が向上している。 
・3 年間のまとめは、やったことの単なる羅列ではなく目標の研究課題に沿ってまとめるようにする。 
 
(2) 平成 17 年度 SELHi 公開授業研究 
１．期日 平成 17 年 11 月 15 日 
２．来賓・指導助言： 調査委員氏名 広島大学大学院教育学研究科助教授 柳瀬 陽介 
           本校 SELHi 委員長 清泉女学院大学人間科学部 渡邉 時夫 
           SELHi 運営指導委員 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所長  加藤 高史   
           SELHi 運営指導委員 長野県上田染谷丘高等学校長 河面 清 
           長野県教育委員会教学指導課教育支援主事 笹 行夫 
３．調査概要 
(1) 公開授業に関する研究協議について  
○ 公開授業に対する質問およびコメント 
① 2 時間目 国際教養科 1 年 7 組 英語理解 Reading  授業者：横森昭一郎 
 （資料：９－３ H１７横森研究授業指導案） 

1) ２つの授業は対照的だったが、英語を思い切って使ってみるというやり方である。 
2) 普段、どのようにこのような活動を積み上げているか。 
3) ペアワークの時、生徒の中にとても良い英文を言っていた生徒がいた。どのようにクラス全体に

share され、また教師の feedback が与えられているか。 
4) 英語を話すことについて積極的な生徒が多いが、目的に沿って意見を言い合うようにすることが大

切である。復習も工夫し、内容的なものか、function の復習かなど整理することが必要である。 
(授業者) これまで 1 学期からなるべく易しいテーマでディスカッションにつながる活動を行ってきた。
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研究授業では生徒のペアワークで出された意見を発展させていくことができなかったが、テーマが

難しかったので語彙力不足であったことも一因である。指摘されたことを今後授業に組み入れ、改

善していきたい。  
② 3 時間目 2 年１，３組講座普通科 英語Ⅱ Reading  
○ 公開授業に対する質問及びコメント 
1) 「文法訳読授業」をやめて、「訳渡し授業」を取り入れるなど次に何をするかが見え始めている。活

動が変わってきたということが明瞭にわかる。ただし、もう少しアウトプットに結びつける要素が

見えるとよい。 
2) １年生の研究授業とは異なり、実際のコミュニケーションの前段階としてつけるべき力が丁寧に積

み上げられていくというタイプの授業であった。 
3) 生徒への指示がさらに Motivation を促すようなものにしていく。例えば、どのような英文を、何文

くらい書くかなどといったゴールを明示する。 
4) 授業中、生徒の言語活動に対しての指示はあったが、その前、生徒が作業している間、またその後

の指導がどのようになっているか。 
(授業者) 指摘されたことを今後授業に組み入れ、改善していきたい。 
 
○ 今後の授業改善に対するアドバイス 
1) 今までの訳読中心、個人プレー的な授業をやめ、全学年共通の指導目標を立てて取り組んできたこと

は大変良い。例として、授業中の和訳を止め訳の先渡しを行うなど授業内の活動が変わったわけだ  が、

それに伴う指導はどのように行っているかが見えるようにする。 
2) 授業内では生徒がアウトプットする内容に対して assessment、feedback を与え、生徒を励ましてや

ることが必要である。そこに学びが生まれる。 
4) Inferential question を与える。答えが出ない質問をたくさん出してどういう効果が出るかを開発で

きるか。気づきが出る教育を積み重ねることで生徒が自ら考えるようになっていくようにする。 
4) 今まで文法訳読式のマニュアルがあった。新しい形のマニュアルを模索する。 
5) 教師同士のコミュニケーションが深まるようにすることが大切だ。 
 
○ 研究体制についてのコメント 
1) 外部講師ではなく自分たちの指導をどうするかというところに目が向いたということは素晴らしい。 
2) まとめの年に当たり、文法訳読をやめて何を作るかが課題である。新しい形を模索し、それに代わる

ものをみせていただきたい。教授法を体系化し、モデル的なレシピを示していく。その中で、教材を

分類化することが必要である。 
3) All English の体制とするには教師の英語力を上げることが必要であり、また生徒の英語力を伸ばすに

はどうするかといったことを更に研究する。 
4) 教員間の正直なコミュニケーションが不可欠で、教えていることが楽しいという雰囲気を作っていく。 
5) インプットからアウトプットへの流れを体系化する。なぜこのような生徒になっていくのかといった

ことがわかるように、いい意味でのマニュアル化をして示していく。どういう指導をすれば生徒が英

語を話せるようになるかといったもの、例えば、リーディングやリスニングによる効果的インプット

のありかた、テキストについての「生徒に考えさせる発問」の仕方など、具体的な指導方法をはっき

りと見せていくということが求められる。 



 85

6) どのような生徒を作るのかという目標を立て、目的に沿った形で教材の共有化を図る。教材を Web
に上げるなど工夫していったらどうか。 

○ コメントに対する回答 
渡邉先生、柳瀬先生からご指摘いただいたことを、残りの実践の中に取り入れて追求していきたい

と考える。また、3 年間の取り組みの成果については、実践報告書をまとめ、Web を作成して、しっ

かりとした形で他校への普及を図るように努力したい。 
 

１０ 外部講師の講演、授業外活動の記録 

１０．１．外部講師の講演会 

「国際交流の機会等を利用した英語運用能力の向上を図るための学習法・指導法の実践的な研究」の

中で既述されているように、本校では３年間の取り組みに置いて国際教養科主催および授業内での外部

講師を招いての講演会が多数行われてきたが、それ以外で全校生徒対象で実施された講演会は以下の通

りである。 
(1) イラク情勢と解放された日本人ジャーナリストによる全校講演会 

実施日： 平成１６年５月２１日 

講師：  フリージャーナリスト 安田純平氏 

講演内容： 今、イラクで何が起きているか---戦争の実態と人々の暮らし 

安田氏は、イラクで拘束された時の状況およびイラクの人々が置かれている実情について、実際に自

ら体験した出来事を通して報告してもらった。Ｈ１５年度に交流があった国際教養科２年７組の生徒た

ちと再会し、全校講演の後、クラスで生徒たちが考えてきた「自己責任」論について意見を述べた。ま

た、講演会に向けた事前指導として、３年生英語 Reading 授業においては、講演会の直前に TIME 誌に

掲載された安田氏についての英文記事を読み、理解を深めた。  

(2) アレン･ネルソン氏講演会 

実施日：  平成１６年１０月１９日 

講師：   米人平和運動家 アレン・ネルソン氏 

講演内容： 戦争の真実と平和な世界を目指して 

アメリカ海兵隊員としてベトナム戦争に動員された体験を持つネルソン氏を招き、平和人権教育とし

て全校生徒対象の講演会を開催した。講演はすべて英語で行われ、国際教養科３年生３名と普通科３年

生１名の生徒が通訳を務めた。   
(3) 英語落語講演会 
『英語で楽しむ日本の古典芸能：英語落語』  
実施日： 平成 18 年２月７日 
出演者： 英語落語家 桂 かい枝氏、クリス・リー氏   
当日は、講演会に先立って１・２年生英語スキットコンテストが行われ、英語落語家のクリス・リー

さんにはコンテストの審査員も務めていただいた。日本の伝統文化の一つである古典芸能が現代の身近

な話題をテーマとして英語になって発信される模様を初めて体験し、日本語がどのように生きた英語と

なって生まれ変わるかを目の当たりにし、新鮮な感動を与えられ、大いに興味を持って講演を楽しむこ

とができた。 
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１０．２．授業外活動の記録 

(1) 翻訳・エッセイコンテスト 
H１６年度第３回しずおかジュニア翻訳コンクール  
外国文学の部和訳部門  優秀賞 ２年 市川 直美 

奨励賞 ２年 北村  操 
日本文学の部（英訳部門）  佳作 ２年 高山 春花  

（資料：１０－１翻訳コンクール受賞作品） 

(２) 「清泉女学院大学スピーチ・レシテーションコンテスト」 
・H１６年度１１月 レシテーション部門優勝  １年 山本 亜未 
・Ｈ１７年１１月１２日 レシテーション部門参加 ３年 市川 直美 

スピーチ部門参加    ３年 正嵜 信子 
（資料１０－２ 清泉女学院大学スピーチ・レシテーションコンテストスピーチ原稿） 

 
(３) 長野県高校生英語ディベート大会  

年１回１１月初旬に行われる長野県高等学校文化連盟英語部会主催の高校生英語ディベート大会に、

国際教養科生を中心として英語班に所属する生徒２～３チームが出場している。Ｈ１５年度では本校チ

ームは３チーム９名が出場し、うち１チームはベスト８に勝ち残った。その後も毎年出場し、班活動や

授業で鍛えた英語ディベートを披露している。大会に向けての準備では、ALT の多大なる協力を得てき

た。ALT は授業の中で積極的にディベートを取り入れたり、週１回の英語班の活動および「長野県高校

生英語キャンプ」(６月)、「長野県高校生英語ディベート大会」(１１月)に向けた練習などに積極的に関

わっている。特に大会では県下各高校強豪の英語クラブが対戦し、その準備のために大変なエネルギー

を割くことになるが、本校 ALT も JTE と蜜に連携して生徒の練習を熱心に担当している。今後も英語

コミュニケーション力を向上させるため、授業の中にディベート的言語活動を組み入れたり、練習とし

て他校生徒との対戦を交えながら大会に積極的に参加していく方針である。 
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