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<外国語>

即興で話す力を育成する指導の工夫
―インプット・インテイク・アウトプットの段階を踏まえた会話活動を通して
（第３学年）―
石垣市立大浜中学校教諭
Ⅰ

山

内

みどり

テーマ設定の理由

急速なグローバル化が進む今日、人や情報、様々な文化や価値観が国境を越えて移動し、世界の動
きが直接地域社会に影響を与えている。本校が所在する石垣島は、世界最大級旅行サイトの「人気上
昇中の観光都市 2018」で一位にランクインし、平成 29 年に入域した外国からの観光客数は 22 万人近
くいた。今後も増加傾向が予想され、観光業など島の産業が一層賑わうことや、国境を越えた交流が
拡大していくことは確実である。このような国際社会に生きる生徒にとって、多様な文化背景を持つ
人々と交流し、相互理解を深め、共生していくため、英語でのコミュニケーション能力が必須である。
本校の３年生に昨年度行ったアンケート結果を見ると、
「英語を話すことは好きですか？」という項
目に肯定的な回答は 40％に留まった。これは読む、聞く、書く、の技能に比べ最も低い数値であった。
しかしながら、毎学期初めに英語学習の目標をたずねると「英語で会話できるようになりたい」とい
う声が圧倒的に多いことも事実である。
「英語で話したいけれど難しいから嫌いだ」という生徒の気持
ちを読み取ることができるだろう。このようなギャップを解消するためには、話すために必要なフレ
ーズの引き出しづくりや実際のコミュニケーションの場面を想定した会話活動、「言いたいことを伝
えられた」という達成感が味わえる場面を授業内で継続的に取り入れていく必要があると考える。
平成 29 年３月に告示された新中学校学習指導要領外国語（以下、指導要領外国語）では、これまで
一つの技能であった「話すこと」が「やり取り」と「発表」の二つの領域に細分化された。その背景
には中央教育審議会の答申を踏まえ「授業では依然として，文法・語彙等の知識がどれだけ身につい
たかという点に重点が置かれ，（中略）『やり取り』・『即興性』を意識した言語活動が十分ではない」
という点にある。
「やり取り」の目標には「関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて即興で
話すことができるようにする。」と記述されており、「即興性」が今回の改定の重要なキーワードであ
ることがうかがえる。
これまでの自身の授業実践を振り返ると、あらかじめ質問や答え方が決まっているワンパターンな
会話活動を繰り返すことで、話す力をつける指導をしてきたつもりになっていた。そこには、実際の
コミュニケーションの場で必要とされる、その場で思考して自分の気持ちや考えを述べたり、瞬時に
相手とやりとりしたりする「即興性」という力を付けさせる視点に欠けていた。そのような指導から
脱却できなかったため、突発的に英語で話しかけられると返答に詰まる、言いたいことを英語で表現
できず会話が続かない、という生徒の現状を改善することは喫緊の課題である。
本研究では、即興で日常的な話題について質問したり答えたりする中で会話を継続できる力がつく
よう、ペアでの会話活動を通して話す力を高めていく。そのためには、インプット、インテイク、ア
ウトプットの一連の流れの指導を工夫することが効果的だと考える。単元の最後には、実際のコミュ
ニケーションの場を想定したペアでのパフォーマンステストを実施することを予告し、単元を通して
インプットからアウトプットにつながるよう、また、毎時の授業でも到達目標に向けて力がつくよう
活動を取り入れることで、単元計画および授業づくりを工夫する。単元の到達目標達成を意識して活
動に取り組むことで、即興で話す力を育成できるであろうと考え、本テーマを設定した。

<研究仮説 >
到達目標を意識したペアでの会話活動において、インプット、インテイク、アウトプットの段階を
工夫して活動を行うと、実際のコミュニケーションの場において即興で話す力が育成されるであろう。

Ⅱ
１

研究内容
即興で話す力の育成について
(1) 即興でやり取りする力
指導要領外国語では、
「話すこと」は相手と会話や交渉などをする「やり取り」と、スピーチ
やプレゼンテーションなどに見られる「発表」の二つに分けられる。新中学校学習指導要領解
説外国語編（平成29年）
（以下、解説外国語編）では、やり取りの目標に「即興で」が掲げられ
た理由として「実際のコミュニケーションの場面においては，情報や考えなどを送り手と受け
手が即座にやり取りすることが多く，英文を頭の中で組み立てる時間を長く取れないからであ
る」としている。話すための原稿を事前に準備したり、話す内容を練習したりすることなく、
考えたことを瞬時に伝え合う力が求められる。また、やり取りする際には相手の発話に応じる
ことが重要である。相手の発話を受けそこから関連する質問をしたり、自分の意見を述べたり
する指導を通して会話を継続する力をつけさせたい。以上のことより、本研究では「話すこと」
の「やり取り」に焦点を絞り、突発的に話しかけられても臆することなく相手に応じ、自分の
言いたいことを積極的に表現できる力が育まれるよう取り組む。
解説外国語編にある、やり取りの指導事項を表１

表１

やり取りの指導における留意点

にまとめた。それら三つの点を特に意識し て指導
にあたりたい。文法の正確さよりも「相手に伝わる」
という内容の伝達に重きを置くことで、間違いを恐
れず発話しようとする態度が芽生え、発話量の増加
と会話の継続にもつながると考える。間違いに対す
るフィードバックのタイミングについても、十分考慮する必要がある。会話活動などを行った
後は「言いたかったけど言えなかった」ことなどを振り返ることで、生徒が適切な表現方法を
主体的に確認し「次は使えるようになりたい」という意欲につながるであろう。これらの視点
を持ち授業実践する上で、話す力を育成する指導の工夫を図りたい。
(2) コミュニケーション方略
即興で話す際には、相手の言っていることを聞き返したいときや伝えたいことをうまく言葉
に表せないとき、不要な間が生じたときなど、予期せぬ問題に遭遇する。そのような場合に、
どうにか相手に伝えようとしたり会話をつなげようとしたりするには「コミュニケーション方
略」の指導が不可欠だと考える。コミュニケーション方略には様々なものがあげられるが、本
研究では下の表２にある①から④の場面に絞って活用できる表現を指導する。コミュニケーシ
ョン方略を身につけているかいないかでは、コミュニケーションを行う際に大きく影響してく
ると考える。
コミュニケーシ
ョン方略の種類

２

表２

コミュニケーション方略の種類・使用場面・具体的な表現
使用する場面

伝えたいことがうまく出てこ
ず言葉を補うとき
間を埋めたり沈黙を避けたり
するとき

具体的な表現

①

ジェスチャー

（ものを指さしたり身振り手振りで表現したりする）

②

つなぎ言葉

③

あいづち

相手の発言に反応して返すとき

Aha. / Wow! / Oh, no. / Really? / Good!
That’s nice.

④

繰り返しの要求

相手に発言を繰り返してほしい
とき

Pardon? / Excuse me? / Could you repeat that?

Well…/ Uh… / Let’s see… / I mean,

インプット・インテイク・アウトプットについて
言語を習得する際、正しい習得プロセスを取り入れ継続していくことが重要である。「話す力
を育成し高めるためには、リーディングやリスニングなどのインプット（入力）とインテイク
（内在化）が不可欠である」と泉惠美子は述べている（2016）。つまり、インプットした情報を
アウトプットできるようにするには、耳や目から入ってくる言語データを取り込み、インテイク

する必要がある。
本研究ではインプットを「学習者が言語情報に触れ、言語（本研究では英語）を聞いたり読ん
だりすること」、インテイクを「インプットされた言語情報を使用できるよう理解して、知識体系
に取り込み内在化する訓練」、アウトプットを「学習者自身が自らの言語知識を使って、自分の伝
えたいことを表現すること」と捉え、研究を進めていく。これら三つを適切な段階を踏まえ、バ
ランスよく授業に取り入れるよう工夫したい。そうすることによって、生徒がどの程度学習事項
を定着・活用して、即興で話す力がついたかを指導方法とともに考察する。
(1) インプット
「言語習得はかなりの部分がインプットを理解することによって起こる」と白井恭弘は述べ
ている（2012）。英語学習教材などでよく見かける「聞き流すことで英語のシャワーを浴びる」
のような謳い文句は、インプットの重要性を強調していることがわかる。しかし、白井は「い
くらインプットを聞いても意味が分からないものを聞いていたらあまり効果はないであろう」
としている。インプットは学習者が意味を理解したものでなければ、インテイクやアウトプッ
トにつなげるのはむずかしい。
指導要領外国語では「生徒が英語に触れる機会を充実するとともに，授業を実際のコミュニ
ケーションの場面とするため，授業は英語で行うことを基本とする」とある。これは教師の使
用する英語は生徒にとって効果的なインプットとなり得ることから、授業内でのインプットの
量を増やすことを狙いの一つとしている。また「その際，生徒の理解の程度に応じた英語を用
いるようにすること」との文面から読み取れるよう、教師が一方的に生徒の理解度を越えた英
語で発話するのではなく、生徒の理解度も考慮しながら「理解可能なインプット」を与えるよ
うに工夫が必要である。授業内での指示や活動の説明など、生徒が理解可能と思われる英文を
用いて教師の発話はできるだけ英語で行う。加えて、新単元導入時には、単元内容を生徒の日
常と関連づけるなどして「現実味のあるインプット」を行うよう留意する。このようなインプ
ットを継続して行うことで、話す際に必要となる引き出しづくりにつながると考える。
(2) インテイク
インプットした内容はインテイクによって取り込まれ、すでに習得されている語彙や文法知
識に組み込まれることで、アウトプットにつながっていく。つまり、インテイクの段階を踏む
ことで学習内容が定着し、使える表現が身についていく。この段階では「いかに意識的・顕在
的な知識を自動的にアウトプットに活用できる力に変えていくかがポイント」だと泉は述べて
いる。
村野井仁（2006）は「スピーキングにおいて，瞬間的にあるメッセージを語彙と文法（音韻
知識も含む）を使って言語化できる場合、その言語知識は自動化されているとみなすことがで
きる」としている。また「自動化された文法知識が多ければ多いほど，瞬間的に流れていく現
実の対人間コミュニケーションで，伝えたいことを自由に伝えることができるようになる」と
続けている。つまり、
「即興的で話す力」はこのインテイクの段階でいかに言語知識を自動化に
向かわせるかが鍵となる。
活動例として、単語の発音練習や文型練習、シャドーイング（教科書本文などの音声を聞き
すぐ後から追いかけて音声と同じように発音する）、インテイクリーディング（ペアで片方が
教科書本文などをまとまった区切りごとに読み上げ、もう片方は何も見ずにペアの音声を正し
く復唱する）などがある。
(3) アウトプット
知識の伝達を重視する授業形態では、アウトプットの機会はほとんど設けられてこなかった。
習得した知識を使い発信することで、現代社会において必要とされる、英語でのコミュニケー
ション能力が身についてくる。
白井によると、アウトプットの効用は「(1)すでに知っている知識を組み合わせて使うことに

より、知識の自動化につながる。(2)自分の言語のどこが不十分かに気づくことができ、それが
学習につながる」としている。知識として語彙や文法事項等を理解していれば実際に使えると
いうわけではない。考えたことが自動的に即興で話せるようになるのはアウトプットの機会を
少しずつ継続的に授業で取り入れ、「言いたいことが言えなかったのは何が不十分だったのか、
どう言えばよかったのか」という点などに気づかせ、振り返らせることが効果的だと考える。
３

評価について
(1) バックワード・デザイン
本研究で行う単元計画と一時間ごとの授業計画には、中嶋洋一（2011）が提唱するバックワ
ード・デザインの考え方を取り入れる。バックワード・デザインではまず到達目標を考え、そ
こから逆算し目標に到達できる力が付くよう授業内容を構想して、活動を入れていく。
本研究では、単元目標にどの程度到達すること
ができたかを測る評価方法も構想した上で単元計
画を立てていく。単元目標、評価方法、毎時の授
業目標を教師と生徒が共有することで教師は目標
に到達させるため一貫した指導ができ、生徒は見
通しを持って学習に取り組めると考える。
また、単元の最後に「ペアで即興的なインタビュ
ー活動ができる」というゴールを設定し、パフォー
マンステストで評価を行う。インタビュー活動か
ら逆算しその活動が可能になるよう授業を計画し
ていく（図１）。そうすることで、ゴールに到達さ
せるために選んだ個々の活動が意味を持つように
なる。活動に意味を見出すと生徒が必要性を感じ、
主体的に取り組もうとする効果を生み出していく。 図１ 本研究におけるバックワード・デザイン
の活用イメージ

(2) ルーブリック

パフォーマンステストを実施する際、どのように評価するのか、主観的な評価にならないか、
という心配もある。採点指針として「ルーブリック」と呼ばれる評価基準表を作成することで
前述の問題をクリアすることができる。
西岡加名恵（2016）は「ルーブリックとは，成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と，そ
れぞれのレベルに対応するパフォーマンスの特徴を記した記述語からなる評価基準表」と述べ
ている。ルーブリックを作成することで評価基準が明確になり、複数の評価者がいる場合は共
通理解を図ることができる。また生徒にも「見える評価」としてテスト後のフィードバックが
明瞭になり、自分の到達度を知ることから自己評価能力が高まると考える。
本研究ではつけさせたい力やテストの内容から、評価の項目を４つに絞ってルーブリックを
作成した。作成後はテストの
説 明をす る際に 生徒に 配 布
し、評価基準を前もって示す
こ とで意 欲と明 確な目 標 を
も ってテ ストに 取り組 む こ
とができると考えた。表３は
実 際に使 用した ルーブ リ ッ
ク の評価 項目と 評価基 準 で
ある。表中の下線部は、特に
注 目して ほしい 個所と し て
生徒に提示した。

表３

ルーブリック

Ⅲ

指導の実際

１

単元名

２

単元目標

NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition ３, Lesson３ “ Rakugo Goes Overseas”

(1) 現在完了を使ってペアで即興のインタビュー活動を行うことができる。（表現）
(2) これまで学習した語彙や文法を使ってコミュニケーションを図ろうとすることができる。
（関心）
３

単元の評価規準

１．コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

≪コミュニケーションの継
続≫間違うことを恐れず、
ペアで積極的に即興の会話
やインタビュー活動に取り
組んでいる。

４

２．外国語表現の能力

現在完了形（完了・経験用
法）を使って、ペアで即興
の会話やインタビュー活
動をすることができる。

３．外国語理解の能力

現在完了形（完了・経験用
法）を含む新聞のインタビ
ュー記事を読み、その内容
を理解することができる。

４．言語や文化についての
知識・理解

≪言語についての知識》
現在完了（完了・経験的
用法）に関する知識を身
につけている。

指導計画と評価方法

時
●ねらい
・学習活動【段階】
評価規準、評価方法
間
日 本 の伝 統 文化 を世 界 に発 信す る
１ ●本単元で身につける技能や理解する内容について知る。
・日本の伝統文化及びそれを世界に発信することに関心を持つ。
【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】こ と に関 心 を持 ちパ フ ォー マン ス
・ルーブリックを見て、パフォーマンステストの目的や評価方法を知る。 テ ス トの 目 的や 評価 方 法を 理解 で
きる。
【関心】振り返りシート
２ ●「もうしてあること、まだしていないこと」についてペアで積極的に聞 現在完了（完了）を用いて「もうし
いたり答えたりする。
てあること、まだしていないこと」
・本時に学習する文法事項を用いたモデル対話文を理解する。【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】 についてペアで会話ができる。
・Have you ～ yet? を用いてペアで会話活動に取り組む。【ｲﾝﾃｲｸ】
【関心】観察、振り返りシート
・ペアで会話した内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【知識・理解】ワークシート
現在完了（経験）を用いて「したこ
３ ●「したことがあること、一度もしたことがないこと」についてペア
で積極的に聞いたり答えたりする。
とがあること、一度もしたことがな
・本時に学習する文法事項を用いたモデル対話文を理解する。【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】 いこと」についてペアで会話ができ
・Have you ever ～? を用いてペアで会話活動に取り組む。【ｲﾝﾃｲｸ】
る。
・ペアで会話した内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【関心】観察、振り返りシート
【知識・理解】ワークシート
４ ●教科書の対話文を参考にして、設定された場面においてペアで積極的に 教 科 書の 対 話文 を設 定 され た場 面
会話を続ける。
に合わせて変え、ペアで会話を続け
・新出語句および対話文の内容を理解し【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】、ペアで対話文を参考に られる。
した会話活動に取り組む。【ｲﾝﾃｲｸ】
【関心】観察、振り返りシート
・ペアで会話した内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【表現】発表
教科書の本文の内容を理解し、音
５ ●教科書の本文の内容を読み取り、ペアで音読活動に取り組む。
・新出語句および本文の内容を理解し【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】、ペアで本文の音読活動に 読することができる。
取り組む。【ｲﾝﾃｲｸ】
【関心】観察、振り返りシート
・ペアで練習した内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【表現】発表
６ ●英語落語についてのインタビュー記事を読み、インタビューを行う際に 記 事 の内 容 を理 解し イ ンタ ビュ ー
必要な表現を探し出す。（前半）
に必要な表現を探すことができる。
・新出語句およびインタビュー記事の内容を理解し、グループでインタビ 【関心】振り返りシート
ュー活動に必要な表現を探し出す。【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】
【理解】ワークシート
７ ●英語落語についてのインタビュー記事を読み、インタビューを行う際に 記事から探し出したインタビュー
必要な表現を探し出す。（後半）
に必要な表現を使えるようになれ
・新出語句およびインタビュー記事の内容を理解し、グループでインタビ る。
ュー活動に必要な表現を探し出す。【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】
【関心】観察、振り返りシート
【理解】ワークシート
●会話を広げる表現方法を知り、教科書の対話文を参考にして設定された
教 科 書の 対 話文 を参 考 にし て設 定
８
場面においてペアで会話を広げたり続けたりする。
さ れ た場 面 でペ アで 会 話を 広 げ た
・対話文の内容を理解し【ｲﾝﾌﾟｯﾄ】、ペアで対話文を参考にした会話活動に り続けたりできる。
取り組む。【ｲﾝﾃｲｸ】
【関心】観察、振り返りシート
・ペアで会話した内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【表現】発表
コ ミ ュニ ケ ーシ ョン 方 略を 用い な
９ ●ペアでパフォーマンステストを行う。
・ペアでインタビュアー（地元メディア）とインタビュイー（地元に住ん が ら ペア で イン タビ ュ ー活 動を 行
でいる外国人）に別れ、それぞれのインタビューカードに書いてある情 うことができる。
報を伝え合う。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【関心】振り返りシート
【表現】ルーブリック
ペアでパフォーマンステストで会
10 ●パフォーマンステストの振り返りをする。
・パフォーマンステストで会話した内容を英文にし、より良い表現や他の 話した内容の英文を作成し、より
表現があるかペアで確認する。【ｲﾝﾃｲｸ】
よい表現を探すことができる。
・ペアで作成したインタビュー内容を発表する。【ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ】
【関心】観察、振り返りシート
【表現】ワークシート

５

本時の学習指導（10／10 時間）
(1) 本時の目標
パフォーマンステストを振り返り、言えなかったことやより良い表現をペアで確認してイン
タビューを作成し、発表することができる。
(2) 本時の評価規準

具体的な評価規準

Ａ

Ｂ

Ｃの生徒への手立て

関心
・
意欲
・
態度

ペ ア で互 いに協
力 し なが らイン
タ ビ ュー の文言
を 完 成さ せるこ
とができる。

ペアでワークシートを活用
し積極的に活動に取り組
み、互いに協力しながらイ
ンタビューの文言を完成さ
せることができる。

ペアでワークシートを活用
し活動に取り組み、互いに
協力しながらインタビュー
の文言を完成させることが
できる。

ペアで活動へ取り組む声か
けや、モデル文の提示など
個別支援を行う。

インタビューに必要な文言
を正確に用いて、近くのペ
アに発表することができ
る。

インタビューに必要な文言
を用いて、近くのペアに発
表することができる。

必要な表現を与え一文でも
言えるように支援する。

表現

イ ン タビ ューに
必 要 な文 言を用
い て 、ペ アで発
表 す るこ とがで
きる。

(3) 本時の展開
過
程
導
入
5
分

学習活動
教師の活動
1. Greeting
明るい雰囲気で授業をスタートする
2.おっちゃん
チャンク集の６月を発音する
3. めあての確認
めあてを提示し生徒と確認する

生徒の活動
あいさつする

ペアでテスト課題だったインタビューの
文言を考える過程で、言えなかったこと
や適切な表現を確認する

展
開

良くできていた項目や
今後改善したい項目を
確認するよう促す

説明を聞いた後、各ペアで活動 机間指導を行い、取り組
に取り組む
めていないペアには声
【お役立ちフレーズ】や【おっち かけして促す
【関心】
ゃん】、教科書等から使えそうな
観察
表現を見つけたり、分からない
表現は近くのペアや教師にたず
ねたりする

“How do you say 〇〇 in
English?”

6. 近くのペア同士の発表及び相互評価

学習用具を整えさせる

声に出してめあてを読む

英語でどういうか分からない
語を聞きたいとき：

38
分

評価の観点
及び方法

活動していない生徒に
６月のチャンクを教師に続きリ は声かけして促す
ピートした後、ペアで日→英で発
話する

4. パフォーマンステストの結果返却
テストの結果を確認し、自分の
前時のパフォーマンステストのルーブ 達成度を確認する
リックを返却し、テストの結果を確認
させる
5. ペア活動
ワークシートを配布し活動を説明する

指導上の留意点

活動が難しいと思われ
る生徒には、モデル文の 【表現】
提示や個別に支援する
発表

ルーブリックを用いて近くのペ 提示例：
アのインタビューのやりとりを ◆質問①
すでに車は買ってあるの?
評価する

7. 活動の発表
Have you bought a car
選抜ペアを指名して全体に発表しても 選抜ペアの発表を聞き、内容を yet?
らう
理解する
◆質問②
Can I ask you a
few questions?

今までに八重山そばを食
べたことあるの？
Have you ever eaten
Yaeyama soba?

Sure!
8. 本時のまとめ
ま
と
め
7
分

9. 振り返り
本時に学習した表現で、今後使えそう
なものと、どのような場面で使えそう
かを振り返りシートに記入させる

「すでにしてあること」や「今ま 現在完了形
【関心】
でしたことがあること」を聞き ＜完了＞＜経験＞の
振り返り
たいときの表現を確認する
意 味 と 文 型 を も う 一 度 シート
確認する
振り返りシートに記入する

６

仮説の検証
到達目標を意識した一時間ごとの授業及び単元全体を通して用いた「インプット、インテイク、
アウトプットの段階の工夫」と「毎時間行ったペアでの会話活動」が即興で話す力の育成にどう
つながったかを、授業中の生徒の様子やアンケート結果、パフォーマンステストの結果から検証
していく。
(1) インプット、インテイク、アウトプットの段階を工夫した活動について
①

毎時の帯活動
単元終盤に実施したパフォーマンステストに向け、毎時間 10
分程度の帯活動に「お役立ちフレーズ」と称した表現集を用い
て会話活動を行った。表現は単元の言語材料である現在完了形
の疑問文とそれに対する答え方等の 10 フレーズを選定した。
インプットの段階ではフレーズの意味等を確認し記載されて

写真１

帯活動の様子

いる表現通りに会話することで、話す際に必要となる引き出しづくりを行った（写真１）。
これまでの授業では、
「あらかじめ完成された英文を用いた、準備された会話活動」を行う
ことで話す力をつけさせているつもりになっていた。そのため、実際に会話しようとすると
自分の言葉として英語が出てこず「話せない、会話が続かない」という課題が残った。その
課題を解消すべく、本研究では次の段階を取り入れた。
インテイクでは、得た引き出しを参考にして話す練習を行った。“How many times have
you been to ～ ? ”
（～には何回行ったことがあるの？） の質問に対し、
“I have been there
～ times. ”など、
「～」には自分で考えた場所や回数を入れるなどして、思考しながら会話
していた。また“Oh, really? ”や“Me too. ”など相手の発話に対して即興で反応できる姿
も見られた。練習を重ねることで、これまでのように「準備された英文を話す」のではなく、
その場で考えやり取りができるようになってきた。アウトプットの段階と捉えたパフォーマ
ンステストでは、インタビュー開始・終了のあいさつはおよそ９割の生徒ができていた。イ
ンタビューテストの結果は、後述「(3)パフォーマンステストの考察」の通りである。
②

新出文法を用いた活動
２、３時間目に新出文法を学習した。新出文法を導入する際には「現実味のある理解可能
なインプット」を与えるよう留意した。生徒の日常の会話にも起り得そうな興味を引く話題
を選び、理解を助けるために写真などの視覚情報を提示しながら新出文法をインプットした。
そうすることにより、英文を和訳したり教師の質問に答えたりする姿から、未習の英文でも
理解している様子がうかがえた。
インプットした文法は、インフォメーションギャップの手法を用いてペアで質問し合う会
話活動を行い、インテイクの段階を踏んだ。学習文法が実生活でどのように使われるのか場
面設定を工夫し、役割を決めて会話活動を行うことで、より現実味のあるやり取りに近づけ
た。場面を意識して活動に取り組むことで意欲的に話そうとする姿が見られ、
「この文法を使
うとこういうことも言えるのではないか」と、実際に使うことを想定しながら主体的に会話
する生徒もいた。
また、この段階では「正しい文型を用いて会話
する」ことを意識させた。帯活動とリンクして活
動することにより新出文法の定着を図り、即興で
使える表現を身につけることを、大きな目的とし
た。表４に定期テストの語順整序問題の正答人数
と正答率をまとめた。昨年度までは、当問題を苦
手とする生徒が特に下位層の生徒に多く見られ
たが、検証後は正答率 39％以下の生徒は検証前

表４

定期テストの語順整序問題
正答率と人数 (N=29)

と比較して半分以下に減少した。また、正答率 40～84％および 85％以上の生徒はそれぞれ
10 ポイント以上検証前と比較して上昇し、全体的に改善が見られた。
この結果から、新出文法をインプットした後、実際に使われる場面を想定して会話活動を
行うことで言語知識が定着し、正しい語順で表現できる力が向上したと考える。この取り組
みを今後も継続することで、即興で話す際に使える表現がストックされていくことが期待で
きる。
インプットで得た知識をインテイクの段階で使う練習を行った後は、自分の言葉で表現す
るアウトプットの段階に進んだ。ここでは新出文法を用いてペアで考えたオリジナル会話文
をワークシートに記入し、発表する活動を行った。
「会話文を書く」活動は「即興で話す力の
育成」と関連性がないように感じるかもしれない。しかし、会話した内容を記すことで視覚
的に表現を見返せること、教師がチェックしフィードバックすることでうまく使えている表
現や間違いを確認できることをねらいとした。
活動に取り組む中、既習の文法を思い起こして表現したり、
「 ～は英語でどう言うのだろう」
など疑問に思ったことを調べたりして懸命に英語を使う姿が見られた。図２は生徒が作成し
たおじいちゃんと孫のオリジナル会話文
である。
「質問する・答える・一文加えて
会話を継続させる」という流れで会話文
作成を設定場面を変え２回行い、１回目、
２回目とも 16 ペア中 12 ペアが完成して
会話することができた。会話文作成の振
り返りには「文を早く作ることができた」
「沈黙を少しでも減らした」
「 ペアとうま

図２

生徒のオリジナル会話文

く英語で話すことができた」など、即興で話す力が高まったとうかがえる記述が見られた。
この活動は一時間の授業においてはアウトプットの段階と捉えたが、実際のコミュニケーシ
ョンの場において即興で話せる力を育成する目的のための活動と考えると、話す引き出しづ
くりになるインプットの段階にもなり得ると考える。
以上のように、知識として語彙や文法事項等を理解した後、会話練習から自己表現へと段
階を踏まえ、学習した英語を生徒が使うことにより、活動量が増え英語で話す力の高まりが
見られた。同時にその場で思考して発話するという即興性の高まりも見ることができた。英
語に触れ理解する（インプット）→定着に向け練習する（インテイク）→表現する（アウト
プット）のプロセスは、即興での会話を習得するのに適切であると考える。
(2) ペアでの会話活動について
①

授業中の活動の様子
ペアで会話活動を行う際は「不自然な間をつくらず相手の発話に反応すること、会話を継
続させること」を特に意識するよう指導に当たった。
「不自然な間」とは「５秒以上の沈黙」
とし、共通確認した。毎時の帯活動や７時間目に行った「会話を続ける」ことを目的とした
インタビュー活動では、発話する内容を考えているときも沈黙せず、前述「（表２）コミュニ
ケーション方略」を用いてつなぎ言葉を使う姿が見られた。また、言いたいことをうまく言
葉に表せないときなどはジェスチャーを用いるなど、準備時間を設けなくても即興で伝え合
っていた。
ペアの組み方は座席の隣同士とし、毎回固定されたペアで活動を行った。生徒がこれまで
ペア活動に慣れていなかったため同じペアだと安心して活動できるであろうと考えたこと、
毎時間活動を行う中でお互いのレベルアップを実感してほしいこと、の２つのねらいがあっ
た。回数を重ね慣れてくると教え合ったり、自然なアイコンタクトやスムーズに相手に反応
できたりと、人間関係が良好に構築され、互いが会話しやすいように行動する姿が見られた。

それにより会話量が増え、会話の継続へつながったことも活動の様子から確認できた。
しかし、ペアの片方が意欲的に活動しようとしているにもかかわらず、もう片方の意欲が
なく活動にならないという場面も、少数のペアではあるが見受けられた。
「ペアの人のやる気
がないので活動できない」という声もあったため、ペアの組み方やペア活動に対する意欲の
高め方を工夫する必要性を感じた。
②

ペアで積極的に会話を続けようとしているか
(N=30)

生徒のアンケート結果
図３と図４は生徒アンケート結果である。図３

12%

検証前

36%

40%

12%

では事前から事後では肯定的回答は 28 ポイント
上がり、７割以上の生徒が「積極的に会話を続け

21%

検証後

55%

17%

7%

ようとしている」と答えた。例えば“Have you
ever practiced the sanshin? ”の質問に対し、こ
れまでは“No. ”のみの答えで会話が終わってい

0%
20%
40%
とてもしている
あまりしていない

図３

が、「一文加えることで会話を継続させる」とい
う活動を重ねることで“No, because I don’t like

英語学習アンケート

準備されたシナリオを見ずに、会話を続けるこ
とができそうか（N=30）

the sound.”など質問に関連する情報を即興で加
え、会話を継続することができるようになった。

60%
80%
100%
まあまあしている
まったくしていない

検証前 3% 21%

35%

41%

このように図３のアンケート結果および教師の
観察からは、即興で会話を継続することに対し生

検証後

7%

21%

34%

38%

徒の意欲が向上し、活動の様子からも即興で話す
力がついたこと考察できる。しかし、図４では事
前・事後とほとんど変容は見られず「シナリオを

0%
20%
40%
とてもできそう
あまりできなさそう

図４

見ずに会話を続けることができそうか」の質問に

60%
80%
100%
まあまあできそう
まったくできなさそう

英語学習アンケート

対し、肯定的に回答した生徒は３割に満たなかった。これまでの話す活動が「準備されたシ
ナリオを見て、または暗記して話す」という指導に偏っていたため、シナリオなしにその場
で相手とやりとりしながら会話を続けることにまだ不安を感じていることがわかった。その
課題を解決するために①話す活動を継続して取り入れることで会話に慣れる、②作成したメ
モを用いて話すなど段階を踏む、の２点を今後検討して取り入れていきたい。
(3) ルーブリックを用いたパフォーマンステストの考察
①

ルーブリックの活用

目標があらかじめ分かっていると、話す力が高
まると思うか (N=30)

単元最後に行ったパフォーマンステストは前述
「（表３）ルーブリック」を生徒に配布し、評価基

検証前

11%

検証後

10%

39%

36%

14%

準を前もって伝えた。活動中ルーブリックを意識
し「アイコンタクトをするにはワークシートばか

52%

21%

17%

り見ていたらできない」や「プラス一文を言うに
は相手の質問をしっかり理解する」などの生徒の
意識の高揚や気づきから、ルーブリックに基づい
て評価を高めようとしている様子が確認できた。

0%
20%
とてもそう思う
あまり思わない

図５

40%

60%
80%
100%
まあまあそう思う
まったく思わない

英語学習アンケート

図５のアンケート結果からは、
「 目標があらかじめ分かっていると、話す力が高まると思う」
と肯定的に回答した生徒は検証後 12 ポイント上昇した。目標を見据えながら活動に取り組
むことができる工夫として、ルーブリックの活用は有効だったと考える。
②

テスト結果
テストの評価項目は前述「（表３）ルーブリック」の通り４つ設定し、それぞれの項目に対
してＢ評価以上を目標とした。即興で話す力に関する「即興性（５秒以内に相手に質問でき
る）」と「内容（質問に関する一文を即興で付け加える）」の二項目の結果を表５にまとめた。
即 興 性 に つ い て Ｂ 評 価 以 上 の 生 徒 は 30 名 中 16 名 と 全 体 の 53 ％ だ っ た 。 Ｃ 評 価 だ

表５ パフォーマンステストの結果 (N=30)

った生徒から「テストで提示されている指示文
（日本語）の意味が理解できなかった」との声があっ
た。設定された場面に合わせて質問する内容まで考
える問いだったことが生徒にとって戸惑いの原因だ
と考えられる。
「即興で話す力」を測定するテストの
妥当性が適切でなかったという反省点が実施後浮か
び上がった。

「質問に関する一文を加える」ことで即興で会話を継続できた生徒は全体の半分であった。
検証前の様子では、英語で質問すると黙ったり、“Yes.”や“No.”などの一言のみでしか応
じない生徒がほとんどだった。しかし本研究を通して「相手の質問に答えさらに関連する一
文を加える」ことで会話を継続する力が半分の生徒についたのは、一定の成果である。
定期テストの結果から対象生徒を成績上位・中位・下位の３つの層に分け、パフォーマン
ステストＡ・Ｂ・Ｃ評価と照らし合わせてみた。すると、下位や上位の生徒が中位に位置す
るなど、筆記テストだけでは測れない英語力がパフォーマンステストで測れることが分かっ
た。知識や語彙を問う筆記テスト以外にも、相手とやり取りができるなどのコミュニケーシ
ョン力を評価するパフォーマンステストを今後も継続して取り入れる必要性を実感した。
今回のテスト実施にあたり、「生徒対生徒」の形式や「その場で考えて発話する」という、
これまで行ってきた「教師対生徒」や「暗記したことを話す」などとは大きく異なる２つの
新しい試みを取り入れてみた。前述の通り妥当性などにおいて反省点も浮かび上がったが、
今後のパフォーマンステストの作成や実施方法にあたり大きな示唆を得られた。
③

生徒の感想

表６

パフォーマンステストの感想を表６にまとめ
た。ａの記述からその場で思考して会話する力が
付いたこと、ｂやｃからは会話を継続する力や相
手の発話に応じる力が付いたことがうかがえる。
一方、ｄからｆにあるよう「～が難しかった」
等の感想もあった。「難しかったことをどうすれ

パフォーマンステストの生徒感想（抜粋）

a. 表現に困った部分もあったけれど落ち着いて適切な表
現を思い出し会話することができた。次につなげたい。
b. すべての文でプラス１文つけられた。
c. いっぱい相づちを打った。
d. 質問をする側が難しかった。
e. あまりスラスラ答えることができなかった。
f. プラス１文付け加えるのが難しかった。

ばできるようになるのか」を振り返る授業を 10 時間目に行った（前述５「本時の学習指導」）。
授業後の感想に「Have you ever ～は動詞を変えると色んな場面で使えることがわかった」
「自分たちで文を作ってちゃんと言えた」等の記述があり、できなかったことを振り返るこ
とは話す力を高める有効な手立てだったと考える。

Ⅳ
１

成果と課題
成果
(1) インプット、インテイク、アウトプットの段階を取り入れ学習事項を定着・活用すること、
学習した文法事項を用いてペアで毎時間会話することにより、即興で話す力が高まった。
(2) 「質問に関連する一文を加えて答える」ことを意識して会話することで、即興で会話を継続
する力が検証前の様子と比較すると高まった。
(3) パフォーマンステストに「生徒同士が即興で会話する」など新しい方法を試みたことで、今
後のテスト作成につながる示唆を得ることができた。

２

課題
(1) 全員がペア活動に参加できるよう、ペア組みと活動への意欲の高め方を工夫する必要がある。
(2) シナリオを見ずに会話を続けられるようメモの活用等、段階的な指導も今後検討する。
(3) 「即興で話す」力をより正確に評価できるよう、妥当性の高いパフォーマンステストの作問
と実施方法を検討する。
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