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事業名事業名事業名事業名：：：：英語教育強化地域拠点事業英語教育強化地域拠点事業英語教育強化地域拠点事業英語教育強化地域拠点事業    連携連携連携連携地域名：地域名：地域名：地域名：東広島市東広島市東広島市東広島市    連携連携連携連携地域を構成する学校地域を構成する学校地域を構成する学校地域を構成する学校    学校名学校名学校名学校名    学級数学級数学級数学級数    児童児童児童児童生徒数生徒数生徒数生徒数    東広島市立東西条小学校 11116666    333399992222    東広島市立御薗宇小学校 13131313    295295295295    東広島市立松賀中学校 13131313    338338338338    広島県立賀茂高等学校 19191919    753753753753    （H2７.11.1現在で記入）    １１１１    研究の概要研究の概要研究の概要研究の概要 （１）研究テーマ及び研究のねらい ①研究テーマ   今後の国際社会を生きる児童生徒のための英語教育の在り方 ＜サブテーマ＞ 東西条小  英語を生活化させ，豊かに伝え合う児童の育成   御薗宇小  英語を生活化させ，知的好奇心を高め合う児童の育成   松 賀 中 生徒の発信力を高める言語活動による豊かなコミュニケーション能力の育成   賀 茂 高 言語活動の高度化に資するインプット活動・アウトプット活動の指導研究 ②研究のねらい 小・中・高等学校の各学校段階を通して，コミュニケーション能力を養い，児童生徒の英語力を向上させることを目的とし，次の４点について開発・改善をしていく。 ○小学校１年生から４年生の外国語活動の指導計画及び授 業展開例 ○小学校５・６年生の英語教科化に向けた教育課程，教材開発，評価 ○中・高等学校の英語指導内容及び方法 ○「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標の設定 （２）研究組織・体制             （３）研究内容   ①指定校共通  〇「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標の位置付けを明確にした年間指導計画の作成及び教材（単元）開発 〇児童生徒のパフォーマンス評価及びパフォーマンス評価に 係る会議の実施  ②小学校  〇文部科学省作成の補助教材活用と効果検証を含め，英語の教科 化に向けた新教材開発（児童の継続的な英語能力向上を目的と した，モジュール学習試行実施を含む）  〇英語教育指導方法や指導体制整備方法の開発（指導者英語力向 上研修の実施 等）  ③中学校 ○「CAN－DOリスト」に基づいた単元の構成  ○即興的なコミュニケーション場面のある授業の展開 ○英語で行うことを基本とする授業の展開     ２２２２    小中小中小中小中高高高高連携について連携について連携について連携について 〇各校種の授業交流を基本とした「地域拠点研修会」の実施  〇学習到達目標検討のための「研究担当者会」の実施 

３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例    【【【【東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校東広島市立東西条小学校】】】】 （１）学年・教科等名 第６学年・英語科 （２）単元の概要 ①単元名 Let’s go to Italy. ②CAN-DOリストとの関わり     ③単元のゴール           （３）本単元における授業改善のポイント  ①教科化に向けた新教材開発 ・文字に慣れ親しませるために,和英辞典で自分の行きたい国の名前等について調べさせるとともに,単語の綴りを指導し４線に書き写させた。 ・発表練習の際には,常に英語で書かれた文や単語を見て文字を追いながら発話させるようにした。また,その際にはHi,friends! Plusのデジタル教材を扱う等して,音声と文字の関係に気付かせる手立てを行った。 ・”I want to go to（自分の行きたい国）．”を言わせたり考えさせたりする際には,場所の情報が一番最後にくることに気付かせ,日本語との語順の違いを理解させた。 ②指導方法の工夫 ・自分の行きたい国名の綴りを辞書で調べ，なぞったり書き写したりする活動を仕組んだ。 ・英語の基本的な音声の特徴（主にイントネーション）を理解して応答する学習活動において，ICT機器を活用した。 ③指導体制の工夫 ・HRTとALTの英語発話内容や授業での評価内容を明確にした指導細案を作成し，役割を明確にして教室英語を使用するようにした。  ・英和・和英辞典や電子辞書を用いて，英単語の意味を調べたり，タブレットを用いて発音の難しい単語や文を即座に確認したりする活動を仕組んだ。         【【【【東広島市立御薗宇小学校東広島市立御薗宇小学校東広島市立御薗宇小学校東広島市立御薗宇小学校】】】】 （１）学年・教科等名 第５学年・英語科 （２）単元の概要 ①単元名 オリジナル絵本を読み聞かせよう ②CAN-DOリストとの関わり    ③単元のゴール           （３）本単元における授業改善のポイント  ①教科化に向けた新教材開発 ・慣れ親しんだ単語を文字として認識させるために，作成絵本

【英語の生活化を進める視点】 児童が行ってみたい国を実感をもって選択し，説明できるよう，指導者が実際に渡航経験のある40か国の外国を紹介したり，児童が紹介された国の中から国名や食べ物，名所，行事を調べたりして行きたい国を発表した。 

小学校卒業時「話すこと 発表」１ 前もって用意された内容であれば，自分のことや身近な話題について，必要に応じて補助手段を見せながらスピーチなどをすることができる。 ●パフォーマンス課題 自分の行きたい国を，理由となるその国の見たいものや食べたいものを明確にして，効果的にプレゼンテーションする。 ・評価規準  イ 外国語表現の能力          自分の行きたい国やその理由について補助手段を用いながら発表することができる。 ・評価基準    A：「行きたい」「見たい」「聞きたい」の英語表現を写真と効 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      果的に結び付けて紹介している。 B：「行きたい」「見たい」「聞きたい」の英語表現を写真と正 しく結び付けて紹介している。          C：写真と関連付けて自分の行きたい国やしたい事を紹介できない。 

小学校卒業時「話すこと 発表」１ 前もって用意された内容であれば，自分のことや身近な話題について，必要に応じて補助手段を見せながらスピーチなどをすることができる。 ●パフォーマンス課題 
“Where’s Spot?"の絵本を用い,質問や応答を繰り返しながら主人公のいる場所見つけのストーリーを読み聞かせることができる。 ・評価規準  イ 外国語表現の能力          場所を尋ねたり説明したりして,主人公の状況を確認し，絵         本を読み聞かせることができる。 ・評価基準  A：聞き手を意識し,絵本に興味をもつような工夫をしながら 正しく場所を尋ねたり説明をしたりして，聞き手に絵本 を読み聞かせることができる。 B：正しく場所を尋ねたり説明をしたりして，聞き手に絵本   を読み聞かせることができる 。                         C：正しく場所を尋ねたり説明したりできない。 
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【本単元の【本単元の【本単元の【本単元のゴールゴールゴールゴール】】】】    ●パフォーマンス課題（スピーキングテスト）●  食事の写真を基に，質問したり説明したりしながら会話をする。 ・評価規準 イ 外国語表現の能力         身近な話題（食事の場面）について，質問したり説明したりしながら話を続けることができる。                ・評価基準 A：これまでに学習した説明の表現・質問の表現を用い て会話を継続しながら，話題を広げたり，深めたりしている。       B：これまでに学習した説明の表現・質問の表現を用い て会話を継続している。       C：会話を継続しているとみなされない。 【本単元の【本単元の【本単元の【本単元のゴールゴールゴールゴールイメージイメージイメージイメージ】】】】    《B評価とみなされる生徒の発話例》  

の中に,英語で場所を表す単語を記入させる機会を設けた。 ・発表練習の際には,英語で書かれた文を手掛かりに発話させるようにし,読みの素地を養うとともに,文字と音声の関連に気付かせた。 ・前置詞（on in under 等）の理解を図る時間を設け,場所を表す時の語順について日本語との違いに気付かせるようにした。 ②指導方法の工夫  ・ペアやグループ内での読み聞かせの時間を積極的に設けることで,相互評価させたり相手意識をもたせたりするようにした。  ・ALTによる読み聞かせを繰り返し行い,正しい発音への意欲を高め，相手意識をもった読み進め方を理解させるようにした。  ③指導体制の工夫 ・研究授業に参加した教員が，本時の評価規準について明確な視点をもち，授業を参観することで，教員の評価や英語力向上のための研修の機会とした。           【東広島市立松賀中学校】 （１）学年・教科名  第１学年・外国語科 （２）単元の概要  ①単元名  Program5 国際フードフェスティバル Sunshine English Course 1［開隆堂］  ②CAN-DOリストとの関わり     ③単元のゴール                                     （３）本単元における授業改善のポイント  ①「CAN-DOリスト」に基づいた単元の構成  ・「CAN-DOリスト」に基づき，本単元のゴールイメージを明確にした。（評価規準の明確化，発話例の具体化）  ・ゴールを達成させるために必要な要素を明確にした。（言語材料の吟味，慣用表現の見立て） ②即興的なコミュニケーション場面のある授業の展開   ・その場で考えながら話す実際のコミュニケーションの場

面を設定した。  ・互いの考えや気持ちを英語で伝え合う場面を設定した。  ・教科書を素材とし，生徒の知的好奇心を刺激するような言語活動を設定した。  ③英語で行うことを基本とする授業の展開  ・生徒の発達段階に応じ，系統性のある指示及びほめ言葉を積極的に使用した。 ・生徒と教師，生徒同士が，互いに英語でコミュニケーショ ンをとるリアルなシチュエーションのある授業を展開した。 ・発話の正確さにこだわらず，内容を重視し，間違いを恐れず 自発的な発話を促す授業を展開した。  ４４４４    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題    （１）小学校 ①教科化に伴い，児童に身に付けさせる学力や英語能力（文字等の認識，音声や文構造への気付き等）の共通理解を図ることで,「児童の基礎的技能や理解」の定着を意識する教員が増加（ H26:38％ → H27:79％ ）するとともに, ６学年児童の学習満足度の向上が見られた。（ H26:77.3％ → H27:89.9％ ） ②HRTとALTとの発話計画を明確にし, 授業の中で活用する教室英語の練習を繰り返して授業を継続することで，教員の英語力の必要感が向上した。（ H26:41％ → H27:89％ ） ③タブレット端末やミュージックプレイヤー，電子黒板等ICT機器を積極的に活用することで，指導者の英語力への不安が少なくなり，児童の個別活動へも十分に対応できるようになった。 ④パフォーマンス評価の方法や評価の信頼性の確保など，評価について一層の研究が求められる。 （２）中学校 ①研究主題に関わる主な数値結果 ・「英語を話すことが好き」（H26:71.5%→H27:75.5%） ・「ALTの先生と会話をするのが好き」（H26:76.8%→H27:78.3%） ・「英語を使えるようになりたい」（H26:91.4%→H27:93.9%） ・授業における英語の使用率（H26:50%→H27:80%） ・基礎基本定着状況 H27:全体 78.9%(県平均68.2%)「話すこと」77.4%(県平均 74.4%) ・英語検定3級取得率〔第3学年〕 H26:43%（３月末）→H27:51%(12月現在) ※準２級取得者５名含 ②「CAN-DOリスト」に基づいた単元を構成し，単元のゴールイメージを明確にすることによって指導目標，指導内容，指導方法及び評価を具体化した授業展開をすることができた。 ③即興的なコミュニケーション場面のある授業を展開し，互いの考えや気持ちを英語で伝え合うリアルなシチュエーションを設定することによって，生徒は自分の言葉でやりとりができる喜びを感じ，意欲的に活動に取り組む姿が見られるようになった。 ④英語で行うことを基本とする授業を展開する中で，教師が生徒の発話の正確さにこだわり過ぎないことによって，生徒が間違いを恐れず自発的な発話をする姿が見られるようになった。 ⑤生徒と教師，生徒同士が，互いに英語でコミュニケーションを取り合うリアルなシチュエーションの授業展開の工夫等，実践的研究及び客観的評価検証の在り方について研究していく必要がある。  ５５５５    今今今今後の取組の方向性後の取組の方向性後の取組の方向性後の取組の方向性    （１）指定校共通    ○「CAN-DOリスト」の形で示した学習到達目標を見取るためのパフ ォーマンス評価の充実 ・学習到達目標との整合性を意識した評価規準の設定 ・評価の客観性を高めるための評価基準 ○年間指導計画における学習到達目標の位置付け及び小中高12年間の系統性の明確化 （２）小学校 〇文字学習や音声と文字、語順との関連に視点を向けた教材開発と「話す」「聞く」力の評価の在り方の研究 〇児童の指導や評価に不安をもつ教員に対応した研修の充実（教員の英語力向上及び評価力向上のための研修実施） （３）中学校 ○｢CAN－DOリスト｣に基づいた単元構成における，指導目標，指導 内容，指導方法，及び評価の在り方の研究 ○即興的なコミュニケーション場面を取り入れた言語活動の開発 ○英語で行うことを基本とする授業展開及び評価検証の在り方の研究 

【英語の生活化を進める視点】 本単元では，英語絵本をたくさん児童に読み聞かせるとともに，教室に置いて,英語や英語のストーリーへの興味を広げるようにした。絵本は他の単元でも積極的に活用している。 

TS: Let’s start!                       S:    This is rice and this is miso soup.     This is shogayaki.  I like it.         T:  Shogayaki? S:  Yes.  It is pork. T:  Is it delicious? S:  Of course.  Do you like pork?                 … 〔言語材料の吟味〕《言語材料》指示代名詞 ( this , that , it )  質問する  ( Do you ～?  What ○○ do you ～? Is it ～?   Is this ～?  How many ○○ do you ～? ) 説明する  ( This is ～. It is ～. I like～.) 〔慣用表現の見立て〕《慣用表現》 相づち     ( I see.  OK.  Really? ) つなぎ言葉 ( Well,  Let me see. ） 

第１学年 「話すこと・やりとり」 ４ 身近で，自分に関わりの深い話題であれば，簡単な質問や依頼について，適切に応じることができる。 
T:  Yes, I do. S:  That’s nice!  Please eat! T:  OK.  And what is this? S:  It is tsukemono. Well…it’s vegetable. T:  Oh, I see.  Do you eat this every day? S:  No, I don’t.  Because I don’t like vegetable. T:  Oh, I see.  I like vegetables. S:  Is it delicious? T:  Yes. And it is healthy. 


