
様式③ 指定研究 経過の概要報告書 

平成２９年度 県中教研指定研究 経過の概要報告書（1年次） 

 
新潟県中学校教育研究会会長 様 

英語部会全県部長  鷲尾 哲郎       
 
報告者氏名     神戸 邦子       

（学校名：上越市立直江津中学校 ） 
このことについて，下記のとおり報告します。 
 
１ 部会名    英語         
 
２ 郡市名    上越         ３ 会場校   上越市立安塚中学校         

 

４ 研究主題 

自分の考えや想いを伝え合える生徒の育成 
～主体的に学び合う課題設定の工夫～ 

 

５ 主題設定の理由 

 （１）英語教育界の動向とこれまでの県中教研に対する上越地区の取組を受けて 

        現在、英語教育界は改革の時代に移行している。平成 30 年度から中学校において全面実施さ

れる学習指導要領には、英語教育の今後の指針について明確に示されている。 

    新潟県中学校教育研究会では、５年前から「学び合う授業」を推進している。この方針を受け

て上越地域の中学校では「英語学び合い１０」に沿って実践を蓄積してきている。平成 25,26 年

度は「一人学び」を重視する取組、平成 27,28 年度は「即興的なやり取り」に重点を置いて授業

を展開し、成果を上げてきた。 

 

 （２）目指す姿の共有から 

    研究推進委員でファシリテーションを用いて、生徒の現状を分析したうえで「目指す生徒像」

を考え、議論した。以下は推進委員会で出された意見である。 

【現状の課題】 

   △原稿を準備して英語を話す活動はできるが、聞き手の生徒が理解できていないことがある。 

   △発表内容ついての生徒同士のフィードバックが不足している。 

   △グループで活動している姿はあるが、真の「学び合い」にはなっていない場合がある。 

   △定型表現を活用して英語で発話できるが、考えたことや自分の思いを即興的に表現できる段階

まで至っていない。 

   △授業者による課題設定が不十分な場合がある。 

   △即興的会話を目指すための基礎練習が十分ではない。 

   △英語を使用しようとする雰囲気、環境づくりが必要。 

 

【目指す生徒像】 

目指す生徒像を「相手の言っていることが分かり」「自分の考えや意見をもった上で」「自分の言

いたいことを伝えられる」とした。 

 

 

 



 

６ 研究の方法と内容 

    研究主題に基づいて実践をする上で、「英語の授業における学び合い」という点について、以

下のレベルを目指すこととした。 

中学生の英語の学びの段階を考えると、「自分の考えや思いを伝え合う」部分については、相手

が言ったことについて感想を英語で述べたり、相手が話した内容について返答、称賛したりする

ことができるようになる。 

具体的には、教師の適切な課題設定をした上で生徒同士の次のような発話が期待される。 

    A:  I think a volunteer work is important. 

        B:  I like your idea.  など 

 【方法】 

① 研究主題に基づき推進委員がそれぞれ授業実践を行い、推進委員会で実践発表をした。 

    ②それぞれの実践発表をプレ発表の授業構想に生かした。 

    ③プレ発表時の協議会にて、市内の英語科教員と成果と課題について議論し、来年度の方向性

を検討した。 

  【内容】 

① 興性のあるやり取りを実現するために「ひとこと英語集」やあいづちなどのインプット活

動を授業の中に意図的に取り入れる。 

② 活動などに組み入れて、継続的に行う。 

    ③１分間トークなど、教師が場面設定したうえで即興性のあるやり取りを行う。 

    ④ワードカウンターなどを使い、可視化する。 

 

７ １年次の成果（○）と課題（△） 

   ○研究主題を意識して積極的に授業改善に取り掛かることができた。何よりも委員を中心に意識

が大幅に向上した。これまでの自分の実践を振り返り、継続して行うべき点、改善すべき点を

整理し、授業を進めることができた。 

   ○これまで以上に英語を使用する目的を明確にした場面設定の大切さを意識し、英語を使う必然

性を作り出す努力ができた。 

   ○マッピングなどを活用し、自分の考えを持たせる工夫ができた。 

   △実践の期間が十分とは言えず、生徒の姿が大幅に変容する段階まで至っていない。 

   △インプットや基礎練習等の即興性を求める以前の指導が一層必要である。 

 

８ 運営の成果（○）と課題（△） 

   ○定期的に推進委員が集まり、研究の方向性についての協議を通してチーム力を高めることがで

きた。 

   ○ファシリテーションの手法を使い、議論を活性化させることができた。 

   ○指導助言をいただき、国の方向性や将来を見通した指導など最新の情報を得ることができた。 

   ○委員全員で協力して協議会の運営や会の準備を行うことができた。 

   ○推進委員会では積極的に意見を出し、失敗事例や成功事例などを紹介し合うことができた。 

   △市内全体の英語科教員に共通理解させることが徹底できず、委員中心の実践となった。今後は

推進委員だけでなく、委員の勤務校の英語科や市内の学校でも共通実践できるよう、働き掛け

を行う。 



 

   資  料                                          

 

１ 部会名     英語        
 
２ 郡市名     上越        ３ 会場校    上越市立安塚中学校        

 

４ 研究推進委員会（指定研究チーム） 

役   割 所  属  ・  職  名 氏     名 
(1) 指導者 上越市立安塚中学校    校長 東條 善夫 
(2) 研究推進責任者 上越市立直江津中学校   教諭 神戸 邦子 
(3) 会場校責任者 上越市立安塚中学校    教諭 池田 浩一（１年目授業者） 
(4) 県･郡市指導主事 上越教育事務所     指導主事 野池 康一 

上越市教育委員会    指導主事 岩片 嘉和 
(5) 研究推進委員（授業者）上越市立吉川中学校    教諭 久保 成毅 
 上越市立城西中学校    教諭 田中 崇臣 
 上越市立春日中学校    教諭 保坂 淳 
 上越市立柿崎中学校    教諭 宮川 淳子 
 上越市立牧中学校     教諭 親跡 祐子 
 
 
５ 研究推進委員会の実施日，参加人数と内容 

回 実施日／会場 人数 ファシリテーションの主な論点・方法と成果 

１ 6/13 上越市立吉川中学校 10 吉川中学校久保成毅教諭（推進委員）による授業公開と協議会。今後の予定立案

２ 6/23 上越市立直江津中学校 7 昨年度副部長による研究成果説明と今後の研究の方向性を議論 

３ 8/3 上越市立安塚中学校 7 生徒の現状、課題の把握と目指すべき生徒像について議論 

４ 8/24 上越市立直江津中学校 6 研究テーマと実施方法について決定 

５ 10/17 上越市立直江津中学校 8 プレ授業に向けての授業構想検討会 

６ 11/14 上越市立安塚中学校 9 安塚中学校池田浩一教諭、木花一則教諭によるプレ授業公開と協議会 

７ 11/29 上越市立直江津中学校 8 プレ授業とこれまでの研究の振り返り。課題の把握と今後に向けての議論。 

 

 



様式③ 指定研究 経過の概要報告書 

 

平成３０年度 県中教研指定研究 経過の概要報告書（1年次） 

 

 
新潟県中学校教育研究会会長 様 

１５部会全県部長              
 
報告者氏名    大矢 寿和        
（学校名： 十日町市立十日町中学校    ） 

このことについて，下記のとおり報告します。 
 
１ 部会名      英 語          
 
２ 郡市名     十日町・中魚        ３ 会場校   十日町市立松之山中学校         

 

４ 研究主題 

自分の思いを即興的に伝え合う生徒の育成 

～他者とのかかわりの中で気付きを促す手立ての工夫～ 

 

５ 主題設定の理由 

  本年３月に文部科学省から告示された新学習指導要領では，その目標において、４技能の１つであ

る「話すこと」が，新たに「話すこと［やり取り］」と「話すこと［発表］」に分けて示された。具体

的には,「話すこと（やり取り）」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伝

え合うことができるようにする。」「日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，

簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手からの質問に答えたりすることができるようにする。」「社会

的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じたこと，その理由などを，

簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。」と記述されている。このことからわか

るように，新学習指導要領では，とりわけ，即興で伝え合う力の育成を強く求めている。 

即興で伝え合うとは，「話すための原稿を事前に用意してその内容を覚えたり，話せるように練習

したりするなどの準備時間を取ることなく，不適切な間を置かずに相手と事実や意見，気持ちなどを

伝え合うことである。」（「中学校学習指導要領解説 外国語編 平成 29 年７月 文部科学省」より抜粋） 

  即興で伝え合う力を育成するためには，イメージマップ等を用いて自分の伝えたいこと(何を言う

か)を整理し，そして，自分の伝えたいことを英語で表すために必要な言語材料についてその場で思

考，判断，表現(どう表現するか)する活動を授業に日常的に位置づけることが必要である。 

また，生徒の使える表現の幅を広げるためには，教師も生徒も率先して英語を用いる教室空間、英

語を使う必然性のある教室空間を作って，その中で，教師や他の生徒の意味のある英語に触れ，そこ

から自分にも使えそうな表現に気づく言語活動を仕組むことが必要である。 

このような活動に継続的に繰り返し取り組ませることで，生徒に着実に即興で伝え合う力を育み，

伸ばすことができると考える。 

以上のことから，本研究主題として，「自分の思いを即興的に伝え合う生徒の育成 ～他者とのかか

わりの中で気づきを促す手立ての工夫～」を設定した。 

 

 

 

 



 

６ 研究の方法と内容 

 今年度は以下の３点を強く意識して，推進委員会やプレ授業を通して研究を進めてきた。 

① CAN-DO リストを活用した単元のゴールを明確化 

単元末に何ができるようになればいいかという「ゴール」を明確に提示し，教師と生徒が学ぶ目的

（何のための学習か）を共有する。また単元のゴールに向けて必要な力を明らかにし，単元の指導計

画をバックワード（逆向き）で設計し，ゴールに迫るための活動をスモールステップで無理なく設定

することで，生徒が目的意識をもって主体的に学ぶことができるようにする。 

 

② 帯活動としてテーマを決めての１分間モノローグ等の実施とワードカウンターの利用 

 特定の話題について「１分間のイメージマップで話す内容の整理→ペアで１分間のモノローグ→相

手を替えてのモノローグの繰り返し」という手順でモノローグ等を行う。その際に fluency を重視し

て１分間に何語話せたかを計測する「ワードカウンター」を利用したり，accuracy を重視してモノロ

ーグ内容の書き起こしを行ったりしながら，毎時間，継続して即興で話す機会を設ける。 

 

③ 生徒の気づきを促す教師の仕掛け 

・教師の意味のあるスモールトークに触れる機会を継続的に設定し，教師の英語から自身が使える英

語表現の気づきにつなげる。 

・モノローグ等で生徒が互いに英語を聞き話す機会を継続的に設定し，互いの英語からそれぞれが使

える英語表現の気づきにつなげる。 

・モノローグ等で用いるイメージマップの内容のグループ内での交流を通して，他者から自分のイメ

ージマップに情報を補足（追加）してもらう場面を設定し，自身のアイディアとグループ内の他者

が付け加えたアイディアをもとに，情報を再整理してモノローグに反映させる。グループの意見を

受けながら， 終的に自分の判断で決めることで，他者とのかかわりの中での気づきにつなげる。 

 

７ １年次の成果と課題 

成果 

・十日町市全体で，自校の CAN-DO リストを作成し，活用することで，教師自身が明確なゴールを意

識して授業を行うことができた。 

・毎授業の帯活動としてモノローグ等の即興的な Speaking 活動を継続的に実施することとペアを交

代して同じトピックを何度も繰り返し実施することによって，即興で話す力を生徒に育成すること

ができるという認識を共有できた。 

・これまでの特定の言語材料の運用練習が中心となる言語材料ありきの活動をいくら繰り返しても，

コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて生徒が自ら判断し，適切な言語材料を選択，

活用する力を育むことはできないという認識を共有できた。 

・ワードカウンターを活用したことで，生徒は語数の伸びを意識しながら取り組むことができ，発話

量を増加につながった。 

・各自が話した内容を書き起こす活動を継続的に設定したことで，生徒の英語の正確性を増進するこ

とができた。 

・特定のテーマに沿って伝えたいことの練り合う活動では，お互いに英語表現を教え合うなどして，

内容的により質の高いモノローグにすることができた。 

 



 

課題 

・プレ公開授業の検討会では，推進委員の中で「即興性」の定義があやふやになってしまっていた。

今後，「即興性」について推進委員全体で明確にする必要がある。 

・帯活動で行っているモノローグ等について，発話の「質」と「量」の問題がある。ワードカウンタ

ーを利用することで，会話の「量」はある程度確保できるが，「質」を高める指導が必要である。「質」

については，コミュニケーションを行う目的や場面，状況等を明確にしたタスクを実施することが

大切なので，しっかりとした学習タスクを生徒に与え，話す目的をはっきりとさせなければならな

い。 

・「質」の高い対話には良い聞き手の存在が必要なので、良い聞き手の育成についても考えていかな

ければならない。 

・モノローグは即興で話す力を育成するための一手段に過ぎない。 終的にどんな活動で、どんな生

徒のパフォーマンスを目指すのかについて、その姿を明確にして取り組む必要がある。 

 

８ 運営の成果と課題 

○運営の成果 

 ・毎回の推進委員会や公開授業の検討会ではではＦＴを取り入れ，研究テーマの検討や授業実践につ

いて，教師自ら学び合いを深めることができた。 

・研究主題に基づいて推進委員によるプレ授業公開を実施し，参観者の当事者意識が高まり，研究主

題に迫ることができた。 

 

 ○運営の課題 

・研究主題は確定しているが，主題に対する研究の方向性が定まっていないので、これから１月，２

月に予定しているプレ授業公開を通し，推進委員間で更に協議を深め，研究の方向性を明確にした

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  資  料                                          

１ 部会名   英 語             
 
２ 郡市名   十日町・中魚          ３ 会場校   十日町市立松之山中学校         

 

４ 研究推進委員会（指定研究チーム） 

役   割 所  属  ・  職  名 氏     名 
(1) 指導者  十日町市立松代中学校・校長 重野 準司 
(2) 研究推進責任者  十日町市立十日町中学校・教諭 大矢 寿和 
(3) 会場校責任者  十日町市立松之山中学校・教頭 渡邉  進 
(4) 県･郡市指導主事  十日町市教育委員会・嘱託指導主事 小林  豊 
(5) 研究推進委員（授業者） 十日町市立松之山中学校・教諭 中澤 寛子 
 十日町市立中条中学校・教諭 羽貝 幾生 
 十日町市立南中学校・教諭 大淵多恵子 
 十日町市立吉田中学校・教諭 中川 大地 
 十日町市立水沢中学校・教諭 大橋 直子 
 十日町市立川西中学校・教諭 石田 千紘 
 十日町市立中里中学校・教諭 岡村 翔太 
 十日町市立松代中学校・教諭 木多 貴紀 
 十日町市立下条中学校・教諭 佐藤 茂建 
 津南町立津南中学校・教諭 貝瀬  栄 
 
５ 研究推進委員会の実施日，参加人数と内容 

回 実施日／会場 人数 ファシリテーションの主な論点・方法と成果 

１ 
６月２０日（火） 

十日町市立十日町中学校
１２ 

〇前年度中教研の実践について（前年度副部長より） 
〇平成２９・３０年度 県中教研英語部研究指定のスタートにあたっ
て（今求められる英語力と必要な指導とは）（指導者松代中学校長重
野先生より） 
〇今後の流れについて 
 前副部長から，前年度まで行ってきた中教研の内容についてのプレ
ゼンを行ってもらった。また指導者重野校長先生より，今求められて
いる英語力についてプレゼンを行ってもらった。 

２ 
７月２５日（火） 

十日町市立十日町中学校
１２ 

〇英語科おける学び合いについて検討 
〇学び合う授業を実現するための手立てとポイントについて検討 
〇研究主題の検討 
 小グループでのＦＴを行い，英語科における「学び合い」について
意見を共有することができた。また研究主題についての 

３ 
８月９日（水） 

十日町市立松代中学校 
４ 

〇研究主題と授業構想についての検討 
 会場校領域担当者から授業構想について説明してもらった。また指
導者からの助言をもとに，研究主題を検討した。 

４ 
９月１４日（木） 

十日町市立十日町中学校
１２ 

〇研究主題決定 
〇プレ公開授業について確認 
 研究主題についての説明と，今後のプレ授業の日程について確認を
行った。 

５ 
１１月１５日（水） 

十日町市立松代中学校 
１３ 

〇プレ公開授業 
「２年生 Chapter Project２旅行の計画を立てよう」 授業者 本多
貴紀教諭 
〇プレ授業の検討会 
 プレ公開授業についてＦＴを用いて授業検討を行った。 

６ 
１２月２５（月） 

十日町市立十日町中学校
６ 

 
○研究主題の「手立て」についての検討 
○即興力を高めるためのアイディアの検討 
 

※ 「委員どうしによる授業の見せ合い」は実施者等実施内容を記述する。 



様式③ 指定研究 経過の概要報告書 

平成 29 年度 県中教研指定研究 経過の概要報告書（1年次） 
 
新潟県中学校教育研究会会長 様 

１５部会全県部長 鷲尾 哲郎        
 
報告者氏名  髙田 哲也          
（学校名： 新潟市立寄居中学校 ） 

このことについて，下記のとおり報告します。 
 
１ 部会名   英     語       
 
２ 郡市名   新 潟 市       ３ 会場校  新潟市立新津第一中学校       

 

４ 研究主題 

仲間とともに 4 技能をバランスよく高めていく生徒 

～見通しをもって学び合う単元構成を通して～ 

５ 主題設定の理由 

 生徒の「思考力」「判断力」「表現力」を向上させるうえで，従来型の一斉授業で

はその目的が十分に果たせなくなってきていることは，これまでの多くの実践から明

確である。これまで市中教研英語部では，県中教研が提唱する「学び合い１０」の活

用を通して，「学び合う授業」に向けた授業改善の方法の研究に取り組んだ。昨年度

の寄居中学校，新津第五中学校を中心とした実践研究の結果，生徒同士が学び合う場

面づくり，そこでの学びの質を深めるための教師の手だてなどについて，多くの成果

を得たことで，「主体的・対話的で深い学びのある授業」の推進に向けた基礎を築く

ことができた。 

 同時に今後の課題も明確になってきた。学習課題とまとめの整合性を英語の授業の

中でどのように設定するか。自校の Can-Do リストを活用して，いかに生徒の英語力

に結びつけるか。これらの課題に共通して見えてきたのが，見通しをもって学ぶこと

の重要性である。中学校３か年の英語学習の見通し，１年間の英語学習の見通し，学

期ごとの見通し，単元レベルでの見通し，そして授業１コマ１コマの学習の見通し。

生徒が目指すべき姿を教師が明確に示し，そこから逆向きに授業を設計することで，

生徒だけでなく教師自身も指導の見通しをもつことができる。 

 「主体的・対話的で深い学びのある授業」の推進を通して学び合いの質を高め，生

徒が日々の授業で「何を学んでいるのか」「どのように学んでいるのか」「何が分か

り，できるようになったのか」を自覚しながら，見通しをもって学習に取り組むこと

ができるような手だてを工夫することについて「チーム新潟市」で取り組むことに大

きな意味があると考え，本研究主題を設定した。 

６ 研究の方法と内容 

 新潟市教育委員会が指導の重点においているのが「学習課題」とそれに正対した

「まとめ」のある授業展開である。この指導法をもとに考えると「学習タスク」の段

階において，生徒に問題意識をもたせたうえで，「学習課題」を提示することがカギ

になる。その学習課題の解決に向けて学び合いの活動を設定し，課題に正対した「ま

とめ」を行う。理屈が分かったら，後はできるようになるために，各個人の「めあ

て」と「振り返り」をこまめに行わせることが大切になる。 



 

 学習タスクにおいては，生徒に動機付けが図られていないのにも関わらず，教師が

一方的に「学習課題」を提示しても，解決しようとは思わない。また，課題提示の唐

突感をなくすために，ウォームアップとの有機的なつながりも重視したい。「学習タ

スク」の「分析する段階」においては，「学び合い」が有効となる。なぜ示されたモ

デルは「よく伝わる」のかについて，仲間と分析的に考える機会を設けることで，思

考力・判断力・表現力の育成にも寄与する。思考を深めるために，英語でのやりとり

にこだわることなく，日本語を許容することも大切であると考える。「学習タスク」

の「練習段階」においては，「分析する段階」での「まとめ」をよりどころとし，

個々の能力差を考慮した上で，互いのパフォーマンスについて推敲し合ったり，評価

し合ったりする「学び合い」が効果的である。また，類似の内容，言語材料を用いた

パラレルな「練習タスク」を設定し，同様にパラレルな，かつダウンサイズされた

「評価タスク」を設定することで，全員が到達目標を達成できるよう工夫することが

大切である。この指導法においては，最終的にどのようなタスクで生徒の到達度をみ

とるのかを最初に決定したうえで，段階的な指導を展開していくバックワード・デザ

インの考え方にのっとっている。このように学習活動を，段階をおって丁寧に組織し

ていくからこそ，生徒は自らの課題を認識し，どうやってパフォーマンスを高めてい

けばいいのかということについて，見通しをもつことができると考える。 

７ １年次の成果と課題 

研究の成果としては，以下の２点が挙げられる。 

① スピーキングの指導における多様な手立ての有効性が実践を通じて検証された。

特に，ペアでの Small Talk などの帯活動に継続的に取り組ませることが即興的な

スピーキングの力を高める上で有効である。 

② ペアやグループでのスピーキング活動をスムーズに進めるために必要な表現を，

活動が変ってもくり返し使わせることで，生徒が英語で活動を進めることができ

るようになり、定着が図られる。 

一方課題としては，以下の２点が挙げられる。 

① 即興的な発話を促すためにはどのような力を身に付けさせることが必要なのかを

洗い出し，それらを身に付けさせるための手立ての有効性を検証する。 

② スピーキング評価のためのパフォーマンステストとリンクした学習タスク・練習

タスクに関する実践を積み重ね，指導と評価の一体化の手立てを提案する。 

８ 運営の成果と課題 

運営の成果として，昨年度に引き続き，リレー方式で研究推進委員同士が授業を公

開し合うことを通して研究のタスキをつなぐことができたことが成果としてあげられ

る。今年度は全英連全国大会開催の年ということもあり，昨年度よりも授業の数は減

少したものの、それでも推進校の先生方による授業実践を踏まえ，スピーキングにフ

ォーカスした効果的な指導の手立てに関わる提案ができた。学校の枠を越え協力し合

うことで，英語教育改革に対応する地盤づくりをさらに進めることができたことも，

確かな成果と言える。 

一方課題としては，推進校の先生方の負担を軽減するための手立てが十分ではない

ことが挙げられる。近隣校同士で，共通のタスクシートを基にした授業を公開し合う

など，取組のさらなる工夫が求められる。 



 

  資  料                                      

 

１ 部会名   英     語       
 
２ 郡市名   新 潟 市       ３ 会場校  新潟市立新津第一中学校       

 

４ 研究推進委員会（指定研究チーム） 

役   割 所  属  ・  職  名 氏   名 
(1) 指導者 新潟市教育委員会学校支援課・指導主事 大岩 樹生 
(2) 研究推進責任者 新潟市立寄居中学校・教諭 髙田 哲也 
(3) 会場校責任者 新潟市立新津第一中学校・教諭 馬場 雅子 
(4) 県･郡市指導主事 新潟市立総合教育センター・指導主事 本図 直美 
(5) 顧問 新潟市立大江山中学校・校長 竹之内 佳子 
 新潟市立白根第一中学校・校長 渡邉 由紀夫 
 新潟市立高志中等教育学校・校長 山賀 淑雄 
(6) 研究推進委員 新潟市立鳥屋野中学校・教諭 安宅 いずみ 
 新潟市立赤塚中学校・教諭 山本 優子 
 新潟市立宮浦中学校・教諭 小田 久美子 
 新潟市立上山中学校・教諭 梁川 暁男 
 新潟市立小針中学校・教諭 中川 久幸 
 新潟市立白新中学校・教諭 佐藤 優子 
 新潟市立亀田西中学校・教諭 間    美和 
 新潟市立五十嵐中学校・教諭 鈴木  啓 
 新潟市立坂井輪中学校・教諭 熊倉 了子 

（１年目会場校・授業者） 新潟市立大形中学校・教諭 坂井 健人 
（１年目推進校） 新潟市立木戸中学校・教諭 三浦 桜子 
（１年目推進校） 新潟市立岡方中学校・教諭 宮嶋 文子 
（１年目推進校） 新潟市立横越中学校・教諭 田中 聡子 

（１年目会場校・授業者） 新潟市立小新中学校・教諭 濱中 深雪 
（１年目推進校） 新潟市立小針中学校・教諭 星野 由実 
（１年目推進校） 新潟市立臼井中学校・教諭 山田 和歌子 
（２年目会場校） 新潟市立藤見中学校・教諭 鈴木 佐栄子 

 
 
５ 研究推進委員会の実施日，参加人数と内容 

回 実施日／会場 人数 ファシリテーションの主な論点・方法と成果 

１ 6/1 宮浦中学校 18 
・授業者の構想検討 
・授業公開（委員どうしの授業の見せ合い）の計画立案 

２ 6/27 亀田西中学校 10 ・間教諭による授業公開，協議会 

３ 6/29 小針中学校 15 ・中川教諭による授業公開 

４ 7/4 横越中学校 8 ・田中教諭による授業公開，協議会 

５ 8/7 小新中学校 7 
・授業公開の成果と課題の整理 
・西ブロック発表校授業者（濱中教諭）の指導案検討 

６ 8/8 大形中学校 11 
・授業公開の成果と課題の整理 
・東ブロック発表校授業者（坂井教諭）の指導案検討 

７ 9/22 岡方中学校 5 ・宮嶋教諭による授業公開，協議会 

８ 9/26 木戸中学校 10 ・三浦教諭による授業公開，協議会 

９ 9/28 臼井中学校 8 ・山田教諭による授業公開，協議会 

10 10/3 大形中学校 11 ・坂井教諭による授業公開，協議会 



 

回 実施日／会場 人数 ファシリテーションの主な論点・方法と成果 

11 10/12 小新中学校 7 ・発表原稿の検討 

12 10/16 大形中学校 9 ・発表原稿の検討 

13 10/18 小新中学校 10 ・濱中教諭による授業公開，協議会 

14 10/24 小新中学校 8 ・西ブロック実践発表リハーサル 

15 10/26 大形中学校 9 ・東ブロック実践発表リハーサル 

16 1/18 宮浦中学校  
・今年度の研究の成果と課題の洗い出し 
・来年度の研究の方向性と具体的な方策の検討 

 



様式③ 指定研究 経過の概要報告書 

平成２９年度 県中教研指定研究 経過の概要報告書（1年次） 

 
新潟県中学校教育研究会会長 様 

１５部会全県部長  鷲尾 哲郎            
 
報告者氏名  桜井 洋子          
（学校名：  新発田市立本丸中学校   ） 

このことについて，下記のとおり報告します。 
 
１ 部会名  英 語          
 
２ 郡市名  新発田市         ３ 会場校  加治川中学校            

 

４ 研究主題 

 

自分の考えや気持ちを整理し、話すことができる生徒の育成 

～主体的にコミュニケーションを図ることのできる学び合いの工夫～ 

 

５ 主題設定の理由 

  年度当初の研究推進委員会で、授業者のかかえる課題として「語彙力の不足などから、話したいこ

とを話せていない生徒が多い」「自分が本当に表現したいことが表現できていない生徒が多い」「表現

活動をやりたいが、やりすぎると時間がかかる」などの問題点があげられた。また、NRT の結果から、

「話すこと」「書くこと」など英語で表現する力が他と比べて低い学校が多いという実態もあった。 

  平成 29 年３月末に告示された新学習指導要領の方向性の中には、「主体的・対話的で深い学び」の

実現が掲げられた。また、現在は４つに分類されている技能が、新学習指導要領では「聞く」「読む」

「話す（やり取り）」「話す（発表）」「書く」の５領域に分けられることも新たに加わった重要な変更

点である。したがって、２年間の県中教研指定研究では、新学習指導要領外国語の目標にあるとおり、

外国語の知識を実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能を身に付けるとともに、目的や場

面、状況などに応じて自分の考えや気持ちを整理して、相手と伝え合うことができる生徒の育成を目

指していこうと考え、上記の研究主題を設定した。 

 

６ 研究の方法と内容 

  研究主題にせまるためには、昨年度までの研究の成果と課題をふまえ、帯活動などを位置づけて無

理なく表現活動を取り入れたり、自分の考えや気持ちを整理して英語で伝え合う統合的な表現活動を

行うなどの工夫が必要であると考えた。以上のことから、次の３つのステップで効果的な指導方法（手

立て）を探った。 

（１） ステップ１【習得】(Input) 

 習得させたい語彙や文法を繰り返し学習する。 

（２） ステップ２【定着】(Practice) 

  より自然な状況に近い場面でのコミュニケーションを通して目標構文に繰り返しふれ、活

用できることを目指す。 

 （３）ステップ３【表現】(Output) 

 これまでに学習してきた語彙や表現等を実際に活用して、自分の考えや気持ちを表現する

自己表現活動（まとめ、発表、質問、掲示等）を実施し、目的に応じて情報や意見等を発信し

たり受信したりする言語活動を充実する。 



 

７ １年次の成果と課題 

 【成果】 

  ステップ１～３の手立ては有効だった。 

特に、Input が丁寧で、使用が予想される英語表現について帯活動で事前に練習を積み重ねた成果

が出ていた。このことから、改めてたくさんの Input（ステップ１）と練習（ステップ２）が大切だ

ということがわかった。引き続き、英語表現を繰り返し練習する帯活動を設定して英語で発話する量

を増やし、習得すべき英語表現に慣れさせたい。 

また、ステップ３の Output の場面では、良い雰囲気で堂々とスピーチが行われ、英語で即興的や

り取りもできていたので良かった。お互いを認め合う学級経営や、英語が使える雰囲気作りといった

ベースがしっかりしており、生徒同士の学び合いがスムーズにできる準備が整っていたことが大きい。 

 課題設定が具体的かつ興味を引くもので、何のための発表活動か目的もはっきりしていた。ルーブリ

ックが細かく出ていたので評価しやすく、評価基準を生徒と教師で設定することで、モチベーション

を上げることができたと考えられる。 

  

【課題】 

  ステップ３の Output の場面で、いくつかのグループに分かれて発表する場合、他のグループとの

距離が近く、発表の声が聞こえにくい状況があったので、発表の場所の工夫が必要である。また、発

表の際の教師の支援の仕方も工夫できると良い。発表をより良いものにするため、教師のアドバイス

も残しておいた方が良い。評価については、もっと具体的なアドバイスを明確にできると良いという

意見があった。さらに、せっかく評価し合っても、時間の関係でそれを生かせるところまでたどり着

かず、５０分でどこまで盛り込めるかという問題もあった。発表及び英問英答の場面では時間が余っ

たグループもあり、時間配分にも工夫が必要であると考えられる。英問英答の場面では、発表者から

質問してみる等の方法もあり、より自然で高度なやり取りに発展させることができると考えられる。 

 

８ 運営の成果と課題 

【成果】 

  お互いの授業を見るのは大いに参考になった。ホワイトボードを使った CKPT 法は、少人数で話し

やすい雰囲気で、遠慮なく意見が言うことができ、とても有効だった。いろいろな先生方と意見交換

がなされ、勉強し直すきっかけにもなった。日頃困っていることや課題を共有でき、勉強になると同

時に安心することができた。指導案についても、たくさんの視点、観点で考えられ、授業者だけでな

く、みんなで作り上げることができた。 

 

【課題】 

  特に夏の日程調整が難しいと思われるが、本発表に向けての準備分担を早めにしていくことが必要

である。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

１ 部会名  英 語              
 
２ 郡市名  新発田市             ３ 会場校  加治川中学校               

 

４ 研究推進委員会（指定研究チーム） 

役   割 所  属  ・  職  名 氏     名 
(1) 指導者 新発田市立佐々木中学校・校長 篭島 洋 
(2) 研究推進責任者 新発田市立本丸中学校 ・教諭 桜井 洋子 
(3) 会場校責任者 新発田市立紫雲寺中学校・教諭 津野 雅之 
(4) 県･郡市指導主事 下越教育事務所    ・指導主事 辻川 英夫 
(5) 研究推進委員（授業者）新発田市立第一中学校 ・教諭 中野 奈保子 
 新発田市立加治川中学校・教諭 猪俣 理恵子 
 新発田市立猿橋中学校 ・教諭 山口 恵 
 新発田市立東中学校  ・教諭 小林 栄貴 
 新発田市立川東中学校 ・教諭 廣澤 正文 
 新発田市立七葉中学校 ・教諭 田澤 佳穂利 
 新発田市立佐々木中学校・教諭 鈴木 伸 
 新発田市立豊浦中学校 ・教諭 加藤 裕子 

 
５ 研究推進委員会の実施日，参加人数と内容 

回 実施日／会場 人数 ファシリテーションの主な論点・方法と成果 

１ 6／9  本丸中学校 11 
・研究の概要（前年度副部長 荒川中学校 井上定浩教諭） 
・県中教研「学び合い１０」に基づく授業実践の確認  

２ 7／27 本丸中学校 11 
・目指す姿の実現にはどのような手立てが必要か  
・研究主題の仮決定 

３ 8／23 本丸中学校 12 
・１年次公開授業の構想（指導案）検討
・研究主題（正）の決定 

４ 9／26  加治川中学校 12 ・公開授業 皆川真弥教諭（加治川中学校）

５ 10／12 第一中学校 12 ・公開授業 澤田隆広教諭（第一中学校）

６ 11／8  紫雲寺中学校 12 ・１年次公開授業 津野雅之教諭（紫雲寺中学校） 

７ 11／30 豊浦庁舎 11 ・今年度の成果と課題

８    

９    

10    
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