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英語科で考える「２１世紀型能力」

（１）既有知識を活用すると共に客観性や論理性を持ちながら表現する能力

手続き化
proceduralization明示的知識

(explicit knowledge)

暗示的知識
(implicit knowledge)

自動化された
明示的知識

変容に効果
Suzuki&DeKeyser(2017)

客観性、論理性の知識枠への影響

①創作する英文の形式における質的変化

②創作する英文の内容

自動化Automatization

生徒が使用する英文の複雑性・正確性・流暢性
における変容ーフィードバック、適切さの検証

相手にとってわかりやすいか、自分の思いや考
えを正確に伝えられるか・納得させられるか、
英文につながりがあるか

インターフェイス
としてどう機能するかは
ブラックボックス

生徒には知識を活用して
「言いたいことが表現で
きるようにさせる」ため
の十分なintakeが必要で
ある。
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読解を通した現実事象の理解

①命題をとらえる

②推論する

自動化（Automatization）

英文に書かれている事実事象の把握をする。

今現在読解している箇所よりも先に何が書かれ
ているかを考える
英文が表現している情景、心情などを事実から
検討する

（２）表層的な理解に加え、命題をとらえる、推論する、知識を活用するなどして深く理解する力

活用

気づき
（Noticing）

③知識(スキーマ)を活用する

Noticing a hole: 自分にはない表現への気づき
Noticing the gap: 自分の表現との違いへの気づき

書かれている内容に関して既有知識に照らし合
わせる
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自動化（Automatization）

（３）多角的に物事を捉え、場に応じた方略を選択し、継続的に学びを深めようとする力

インターフェイス
としてどう機能するかは
ブラックボックス

学習の中核としての授業
Teaching：学習へのフィードバック
Learning：学習のモニタリング

自律的学習

言語学習の進展



（１）「主体的」「対話的」を考える上で必要なことは？

「主体的」 「対話的」

・英語の学びの対象は言語習得
である。
・生徒の言語習得に対しては、
教授できることとできないこ
とがある。
→いずれにしても生徒の率先した
取り組みは重要である。

・自立的な学習者（autonomous
な）への支援は教育において必要
なことである。

英語科で考える「深い学び」

・言語の学びは基本的に対話を
必要とする。
→他者意識の必要性
・対話を通して言語学習が行われる。
→（特に）言語知識の自動化に関
わって
→明示的な知識の獲得に関わる
（自立的な）学習も必要であること
の認識
・対話を通してnoticingを促してい
く必要性がある。



学
び
の
深
化

英語科で考える「深い学び」

（２）「主体的」・「対話的」から規定される「深い学び」とは？

１）生徒自身が自分の習得している（特に明示的
な）に向けた知識を活用させようとすること。

２）新しく学ぶ知識を取り入れ、より英文を段階
に応じて変化を加えながら、自分の伝えたい
ことを英語で表現しようとすること。

３）テーマについての表現、対話者の発言を通し
て、さまざまな気づきが引き起こされること、
またそれらを自ら（支援を受けて）認識する
こと。

学びが深化していくことにより、自動化
された明示的知識、もしくは暗示的知識を

発達させることを目的とする。



研究の焦点化

○生徒の学びを（主体的・対話的に）深めさせることを通して、英語科が考える「21世紀型能力」を養う。

→そのためにはどのようなことを検討することが必要か？

中学生の言語習得を追求する（言語を習得することについての実践的アプローチ）、そのための
practiceをどのように展開するか、言語を学ぶ上で重要となるインプット、intakeをどのように定義
し、実践として具体化していくか。（詳細は研究紀要2019、金谷2002、2008を参照）

→育成したい生徒像の具体は？

日常生活にありがちな話題やトピックについて、自分の考えや思いを学習してきた知識を適切に活用、
自在に使用しながら相手にわかりやすく、内容を詳述することで相手に伝えたいことをより具体的に
表現することができる。また、各技能や習得した知識をもとにやりとりを適切に行うことができる。



実践事例１

ここで言う「理解」に必要な視点は？

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

英語の基本的な性質を
飲み込ませる。
→定着・自由自在に使
える状況にする。

インプットを涵養する、
使える状態にする。
（これをintakeされて
いる状態とする）

practiceとして位置づ
く活動をいかに多様に、
かつ差異を加えながら
より高次に展開してい
くかの検討

中１における指導

読んでも、耳で聞いて
も理解でき、しゃべれ
もするし、書けもする。

NC Lesson 9 Four Seasons

単語の発音１つとっても、中学でしっかり教えて身につけさせなければその後の蓄積は望めない。
英語の基本的な構造を理解させなければ、量をこなすことは不可能である。（金谷 2002）



実践事例１

素晴らしい（herrich）という言葉について、人々がこれをどの
ように、そしてどんな時に使うかを知りさえすれば、私はこの
言葉を理解したことになるのか。それだけでもう、自分はこの
言葉を使うことができるのか。つまり、いわば確信をもって使
用することができるのだろうか。

…一面では、言葉を理解するというのは、言葉をどんな時にど
う発するか（どう振る舞うか）というパターンをマスターする
ことに尽きるように見えるが、他面では、感じること、体験す
るということが必要なのではないか。それが、「理解というも
のが成立するのは…『自分の胸の内に』感じること、当該の表
現を体験することにおいてではないだろうか」…

言葉への理解を深めるための視点（古田 2018）

この点を踏まえ、

テーマの設定（生徒が日
本語でも十分発話できる
題材）を検討する。

多様なインプットをさせ
るpracticeの実施から
intake、アウトプットへ。

output内容の共有、そし
て内容の共感へ。

中１における指導

実践においては…

NC Lesson 9 Four Seasons



実践事例１
中１における指導

Listening Comprehension
→聞くことを通した内容把握から始める。
聞き取って書く、読む、音読するなどの活動は
内容、英文に慣れ親しんでから行うのが自然な
言語学習の流れと考える。

NC Lesson 9 Four Seasons

活動と工夫
Read Aloud
→英文にある語彙の発音
を確認、英文のリズムを
音声で確認しながら発話
練習を行う。

→ペアで確認させる中で、
はっきりと発音が確認で
きない箇所、言えていな
い箇所などを相互確認さ
せる。

プリントは
半分に折り、

ペアで一枚の表裏を
見ながら活動に
取り組ませる。

インプットからintakeへ



実践事例１
中１における指導

アウトプットpractice

テーマ：My Memories of the Year

GET Part 2の展開

NC Lesson 9 Four Seasons

活動と工夫

Fill in the blanks
→聞いたり読んだり（音読）して繰り返し口に
出して表現するpracticeを行ったのちに、書
くことに取り組ませる。記述した語彙は教科
書本文を見て即時的に確認させる。

インプットからintakeへ

・生徒がクラス全員で共有している体験をもとに話をすることか
ら、聞き手に内容が共感されやすい（体験・心情の共有）。
・英文を通した体験・感情の共有を継続していくことで、使用し
ている言語の涵養を図る。

１ １）単語綴り ２）内容リスニング ３）音読（パタンプラクティス）
４）リプロダクション ５）語彙チェック ６）アウトプットに向けた
英文創作①

２ １）単語綴り ２）本文の復習 ３）本文のライティング
４）過去形の表現練習 ５）アウトプットに向けた英文創作②

活動にSmall Talkを
適切に組み入れる



実践事例１
中１における指導

NC Lesson 9 Four Seasons

本単元の目標
１）教科書の英文が表す内容や形式に読んだり聞いたりすることを通して慣れ親しむ。
２）過去形の形式を表現する際に使用することができる。
３）一年間の思い出について自分の考えを英語でまとめ，発表することができる。

時 指導セクション 指導内容
１ GET Part 1 (1) Words, Listening Practice, Read Aloud, Vocabulary, Sentence

Reproduction
２ GET Part 1 (2) Words, Review, Writing Reproduction, Grammar Explanation, Small

Output
３ GET Part 2 (1) Words, Listening Practice, Sentence Reproduction, Vocabulary, Small

Output
４ GET Part 2 (2)* Words, Review, Writing Reproduction, Writing Practice(Past Tense

Verbs), Small Output
５ USE-Read(1) Words, Listening Practice, Chunk Reading, Check Expressions(subject),

Small Output
6 USE-Read(2) Words, Review, Sentence Reproduction, Small Output, Revise
7 Speech Performance 1 Performance (My Memories of the Year)
8 Speech Performance 2 Performance (My Memories of the Year)

本単元の指導



実践事例２
中３における指導

NC３

・日々の些細なことを英語で語り合う
・見聞きしたことを自分の言葉で
reproduceする
・出来事や得た情報について、自分の
気持ちや考えを述べる
・自分の扱える英語で柔軟に表現する

この視点を達成するための実践的行動 スモール
トーク

教科書
音読

発表

ライティング

行動を具体化
する活動

単語の発音１つとっても、中学でしっかり教えて身につけさせなければその後の蓄積は望めない。
英語の基本的な構造を理解させなければ、量をこなすことは不可能である。（金谷 2002）

・日々の些細なことを英語で語り合う
・見聞きしたことを自分の言葉で

reproduceする
・出来事や得た情報について、自分の気持ち

や考えを述べる
・自分の扱える英語で柔軟に表現する



実践事例２

活動と工夫

Small Talkにおけるインタラクション
中３における指導

NC３

手順１：感情や感想を表す単語を紹介する。

happy   sad   disappointed   excited   bored   
angry   embarrassed   nervous   shocked      
funny     wonderful     scary     terrible   …

手順２：【感情】を起点にエピソードを思い起こし、
マッピングする。文を書かせることはせず、単語レべ
ルで枝をつなぐ。

手順３：（必要に応じて練習等の準備をしてから）マッ
ピングシートを使い、ペアで会話をする。生徒の座席
をずらして回転式にペアを替えて何セットか行っても
よい。

即興的なpracticeの中に、target formを使用した
フィードバックを意図的に取り入れる。（そうする
ことでそれらを使用したインタラクションを図るこ
とが可能となる）



実践事例２
中３における指導

NC３

活動と工夫

教科書のリテリングの手順

１．絵とキーワードを見ながら個人・ペアで練習する。

２．ワークシートを縦に折ってキーワードの部分を隠し、
絵だけを見て個人・ペアでリテリングする。
印刷されたキーワードにとらわれず、
自分なりの表現で行う。

３．発表時は黒板に貼ってあるピクチャーカード（ワークシー
トの絵と同じもの）を使う。リテリングに自分の考えや＋
αの情報などを付け加えて 発表する。
※分量が多いときはペアで分担して行うこともある。

発表
リテリング

スピーチ



実践事例２
中３における指導

NC３ Lesson ３ Rakugo Goes Overseas

自分の言葉で伝える・・・とは

例）
・教科書の英文の
ダイアログをモノ
ログにする。

例）
・情報を伝えると
きに意見や考えを
加える。

Lesson 3 の指導手順

１．英語落語（大島希巳江さん海外公演）を観る

２．落語を演じる

３．他国のユーモアに触れる

４．T／Fクイズを作る

５．ドキュメンタリー番組のナレーションをする

※詳細は研究紀要(2019)を参照

話すこと
（やり取り）

生徒はどのような英文を選択しているか（使用しな
いformはどれか）などをモニタリングする。
→特に生徒に使用されないformはなぜそうなのかを
検討する。
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習得を促すためのpractice指導における
本研究を通した課題

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

中学生は言語習得の上でどのようなエラーを
起こしがちなのか（学習したにも関わらず言
えないなども含む）を明らかにすること。

Ⅰの課題を克服するための適切なpracticeの
手続きをさらに深めること。

practiceの手続きをより効果的に進めるため
の生徒の言語適性を捉え、指導をマクロ的に
検討すること。


