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は じ め に 

 

 北海道教育大学（H），愛知教育大学（A），東京学芸大学（T），大阪教育大学（O）の

４つの国立教員養成系大学は，平成 24年度から６年間の国立大学改革強化推進補助金を

得て，教員養成開発連携機構を組織し，大学間連携による教育研究活動の成果を広く全

国に発信していくこととしています。この教員養成開発連携機構には，ＩＲ部門，研修・

交流支援部門，先導的実践プログラム部門の３部門が置かれ，４大学の頭文字をとった

通称「HATO プロジェクト」として約 20 にも及ぶ取組みが展開されています。このう

ち，研修・交流支援部門での活動の一環として，グローバル人材の育成に繋がる英語に

よる教授法研修をテーマに平成 25・26 年度の２年間，４大学の附属学校教員を対象に

大阪教育大学が大学間協定を締結しているビクトリア大学（カナダ）において，次の３

つの研修を実施しました。 

 ・平成 25年度小・中学校教員対象研修 

 ・平成 26年度小・中学校教員対象研修 

 ・平成 26年度ＴＥＦＬ研修（高等学校教員対象） 

※ TEFL（Teaching English as a Foreign Language）は，ビクトリア大学が提供する英語教育指導者資格認

定プログラムです。 

これらの研修を終えた先生方は，帰国後の教育実践の中で，その成果を応用・深化さ

せることにより，児童・生徒のこれまでとは異なる積極的な反応や理解度の向上を実感

されています。そこで，こうした貴重な実績を記録として残し，地域更には全国に発信

していくため，この教育実践事例報告書を作成いたしました。 

報告された事例は，今後，詳細な検証・評価が待たれるところですが，実践期間も浅

く，カナダと日本の文化や学校教育を取り巻く環境の違いなどから未だ手探りの状況も

少なからずあります。そこで，多くの方々に本報告書を活用いただき，多種多彩な実践

経験を交流いただくことにより，今後の初等・中等教育における新たな視座獲得の一助

となり得るのではないかと期待しているところです。 

 つきましては，関係の皆様におかれましては，引き続き，御指導・御鞭撻をお願いい

たしますとともに，本報告書に関し御意見・御感想等がございましたら，是非とも御一

報くださいますようよろしくお願い申し上げます 

 

 

  平成 28年 3月 

北海道教育大学教員養成開発連携センター長・理事・副学長  阿 部   修 

愛知教育大学教員養成開発連携センター長・理事・副学長   中 田 敏 夫 

東京学芸大学教員養成開発連携センター長・副学長      岸     学 

大阪教育大学教員養成開発連携センター長・理事・副学長   入 口   豊 
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校種別実践事例【小学校１】 

「小学校の一般教諭が英語の海外研修で学んだこと・学ぶことができたこと」 

     北海道教育大学附属函館小学校 冬 野 恒 史 

 

1. 研修参加動機 

 私自身の英語力について，より高めた

いという気持ちはだいぶ前からあった

ものの，なかなか実際に取り組める時間

も機会もなく過ごしていました。実際，

中学校で数学教諭として勤務していた

頃から，生徒と一緒に英語検定を受ける

などはしていましたが，「いつか，もし

かしたら小学校勤務になり，英語を教え

ることがあるかもしれない。」と感じて

いました。 

 実際に小学校教諭になり，附属函館小学校も文部科学省の指定を受けて，外国語ではなく英語

教育の開発校になり，自分の英語力の必要感が十分出てきた算段になり，最高のタイミングで今

回の研修のお話を聞き，是非とも参加したいと思いました。 

英語はツールであるとよく言われます。しかし，その「英語」という言葉の中には，言語とし

ての文化的な背景が大きく関わっています。どんな意味を持って，感覚を持ってその言葉を使っ

ているかについては，使っている人の気持ちや感覚，すなわち文化そのものを感じ取ることがで

きなければ，伝えることも聞くことも，まともにすることはできないと思っています。 

もちろんツールを使いこなす技術としての英語力（この場合は語彙力に近い）の高まりがなく

ては，表現することからはほど遠いと思います。そのために必要な力を身につけるのにも，現地

で学ぶということには，日本で学ぶこととは比較にならない大きな利点があると考えます。それ

は，必要感であったり，理解したいという意欲であったり，共有したいという思いであったり，

様々なものを含みます。 

実はそれらのことは，私たち教員にとって子どもたちに伝えるべき，学びの醍醐味とも言える

部分ではないかとも思っています。教える側に長らくいることで，それらの気持ちを少し忘れて

しまっているのではないか，もっと子どもの視点で学びについて考えたい。それらの思いが，今

回の研修では十分達成できるような気がしたのです。 

私の専門は算数・数学ですし，海外留学の経験もなければ，日本から出ること自体も 11年ぶ

り 2回目のことです。拙い英語力であることは，自分なりにわかっているつもりです。しかしだ

からこそ，一人の学習者としてたくさんの経験を積み，教師として 12年目にして新たなスター
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トを切れるような，そんな研修になるよう，がんばっていきたいと思い，この研修に参加しまし

た。 

 

 

2. 研修内容 

 研修内容について以下の 2点でまとめていきます。  

(1) 指導法について 

  (2) マイクロティーチングについて 

  

(1) 指導法について 

  

各講義は，理論的な説明の後，実際にその方法

で学びを展開するという手法で，主体的な学び

が展開されていました。具体的なテーマなどに

ついては，それぞれの写真にある通りです。 

 

 

 

 

 

 現在日本でも進められている「アクティブ・

ラーニング」の考え方の基礎となる，学習者が

主体的・協同的に学ぶためのノウハウがたくさ

ん詰め込まれており，知識としての獲得はもち

ろん，それらを自分たちがどのように活用する

のか，ということまで参加者同士で研修を深め

ることができました。 
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 さらに，授業を組み立てる上で教師の支援の

分類についての内容がありました。これは脳科

学的視点からの分析に基づいており，非常に興

味深いものでした。私自身にとって言えば，帰

国後すぐに教育実習生の指導に当たったため，

指導者の傾向を知る上で，非常に重要な要素で

あることを実感することができました。 

 

 

学習者が主体的・協働的に学ぶために，授業

者はどのような手立て（支援）をすることがで

きるかは，非常に考えさせられる内容でした。

教師主導で（直接的に）支援を行うことと，学

習者が受動的に学ぶことは全く別物であること

に，気づくことができました。 

 

 

 

 講義の他にも，大学の掲示物や図書館，メディアセンターなどでもこれらに関わる内容をたくさん

学ぶことができました。 

 後述の言語力の向上だけでなく，学校での研究内容についても改めて考え，さらに世界規模での教
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育的背景について考えるきっかけとなりました。そしてそのことは，本校の研究にも大きく影響を与

え，今の研究協議の場でも度々話題になります。まさに生きた学びをすることができたことに大いに

感謝しています。 

 

 

 

(2) マイクロティーチング（以下MT）について 

講義の一つとして，MT 作りを行うことができました。これは，カナダ滞在の最後の週に，これま

での学びの集大成として上記のような要素を取り入れた授業作りに取り組むものでした。 

 

 



- 6 - 

 

私が行ったのは，多様な指導法の実践と教師の専門性を生かすことを大切にしたMTでした。表現

することが難しい分，Activityでその必然性を押さえたり，ICTを活用したりすることで，視覚的・

動作的にわかりやすくなるよう，工夫をしました。 

指導者の立場に立ってみて，特に小学校時点での英語指導において，Activity が重視される理由を

強く実感することができました。 

 

 

3. まとめ 

参加動機にあるような目標については達成できたように思います。英語力の高まりは，特に流して

聞くような場面で，かなり聞けるようになったと感じています。ただその聞いた文が，理解できるか

というとまた別な話で，特に教育学の授業など，単語が難しくなると，その都度辞書を引くことにな

り，逆に全体の意味が掴みにくくなったりもしました。とにかくボキャブラリーの獲得は必要だと感

じました。 

教育学の内容については，現在取り組んでいる研究内容とも大きく重なる部分があり，大変興味深

いものでした。新たな視点を持って研究を進め，今回の研修での教育学の面からの成果をさらに高い

ものにしたいと考えています。 

愛知・東京・大阪の附属学校の先生方との交流は，大変成果があったと言えます。英語教育の面で

はもちろん，現在取り組んでいる校内研究についても，たくさん交流することができました。現状の

交流に留まらず，平成 27年現在，相互の研究大会への参加や，メールなどを利用した情報交換も盛
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んに行われており，とても有意義なものでした。それは全 21名のHATOメンバーが望ましい人間関

係の下に，今回の研修を進められた何よりの証になると思います。 

喫緊の課題として，向上した英語力を基に理解が浅かった初期の講義内容について再びまとめよう

と考えています。 

また，今回の研修では英語が出てこずに「もがく」体験がとても多くありました。この夏の経験を

生かして，今後も英語の学習を進めたいと思います。合わせて，英語をどのように教えるかについて

は，今回のマイクロティーチングの授業を通して，評価の仕方など見えてきた部分がたくさんありま

した。これについては，本校の英語担当教諭と連携して，さらに高めて行きたいと考えています。 

研修日程を終えて,一つの区切りとなったものの，HATOメンバー同士の交流や，他教科への還流

など今後もさらに多方面での高まりが期待できます。本当に価値の高い研修だったと思いますし，今

後も成果を含めて多くのことを他の先生方に伝えたいと思っています。 
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校種別実践事例【小学校２】 

「子どもの主体的な活動を目指した研修成果の活用」 

      北海道教育大学附属旭川小学校  堀   智 大 

 

1. ビクトリア大学で学んだこと 

 HATOビクトリア大学英語教授法研修で学んだことは，UDLの考え方や脳科学を基にした教授法，

授業で活用できるアクティビティ，カナダで実践されている授業実践等様々である。どの内容におい

ても，子どもの実態に合わせた主体的な学びを確立し授業をするための考え方や工夫を学ぶことがで

きた。その中から，次の２点を生かし授業実践した。 

 （１）脳のタイプから学習スタイルを把握した思考ツールの選択 

 （２）英語の学習における“Clock buddy”を活用した交流の仕方の工夫 

 

 

2. 授業実践 

 （１）脳のタイプから学習スタイルを把握した思考ツールの選択 

   総合的な学習の時間では，探究的な学習過程の整理・分析の場面において思考ツールを活用す

ることの大切さが言われている。思考ツールは得た情報を整理し，自分の考えをまとめるのに有

効なツールである。その思考ツールを使うことが目的になってしまうことはないだろうか。その

原因として，思考ツールの有効性を子ども自身が理解していないこと，どのような思考ツールを

選択するとよいのかが分からない，思考ツールを使う経験が少ないなどが考えられる。思考ツー

ルを選択するときに，思考ツールで何を明らかにすることができるのか，そのツールは自分に合

っているのかを判断できなければ有効に活用することができないと考える。そこで，子ども自身

に自分の学習スタイルを理解させるための脳のタイプ診断を行った。 

 

① 右脳派か左脳派か 

   脳のタイプとして右脳派か左脳派かを診断した。診断にはビクトリア大学で学んだ内容を３つ

実施した。診断結果は，おおよそ右脳派，おおよそ左脳派というように大枠で捉えるように子ど

もたちに促した。脳のタイプは成長に伴って変わることがあり，常にそのタイプであると言い切

ることができないからである。左脳派は論理的で文章による表現や理解が得意であり，右脳派は

感覚的で絵や図に表すのが得意であると言われている。この診断結果は，思考ツールを選択する

１つの要素として生かすことができることを子どもたちに伝えた。この脳のタイプだけを思考ツ

ール選択の判断材料にしないためである。 
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② 思考ツールの活用 

  

図１と２は，おおよそ右脳派という診断がでた児童の思考ツールである。図１では，得た情報

をプラス面とマイナス面，興味深さ（おもしろさ）という視点で整理している。情報をメモして

いるときから，自分に役立つ情報としての枠組みが見えていたＨである。その感覚的に捉えてい

た情報を整理するために，適している PMIシートを選択して整理した結果である。図２は，情

報を得たときにメモを取ることに集中しいていたＮの思考ツールである。その情報を整理すると

きに，共通点を明らかにしたいという願いからフラワーチャートを選択している。チャートを使

って共通点を明らかにするというよりは，視覚的に分かりやすい図を作りたいという思いが現れ

たようにも捉えることができる。Ｈは右脳派という視点から思考ツールを選択していなかったが，

Ｎは右脳派という視点が思考ツールの選択の判断材料となっていた。 

 

  ③成果 

   上記は思考ツールを活用した整理・分析の結果である。左脳派のある子どもは，思考ツールを

活用しなくてもよいかを聞いてきた。思考ツールを使うと分かりにくくなるからという理由であ

った。左脳派であることを自分でもよく理解できている子どもであった。この子は思考ツールを

使わずに得た情報を整理し，まとめまで学習を進めていった。 

以上のように，脳のタイプの診断は子どもの思考ツール選択の判断材料の１つになる可能性を

見いだすことができると考える。ただし，強制力を強めてしまうと子どもの思考を妨げてしまう

ので注意が必要である。 

 

図１ Ｈの思考ツール 図２ Ｎの思考ツール 
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 （２）英語の学習における“Clock buddy”を活用した交流の仕方の工夫 

  ①英語の時間における交流 

   本校は高学年で外国語活動ではなく英語の授業を実践している。英語の授業では，学習した表

現を活用して交流する時間を毎時間設けている。その交流相手については，隣の席の子や生活班

等，その時々で教師が設定していた。子どもの交流に対する意欲を高めるため，交流相手を子ど

もたちで決める “Clock buddy”を活用した。 

 

  ②“Clock buddy”を活用した交流 

   “Clock buddy”とは，時計の時刻に交流相手を当

てはめて１２人のパートナーを決めるものである。こ

の相手を決める時間が必要となるため，朝の英語の時

間を活用し短い時間で決めることができるようにした。

交流相手を探すときには，“Do you have appointment 

1 O’clock ?”という表現を使う。相手が“Yes”であれ

ば，もうその時刻の相手は決まっている。反対に“No”

であれば，まだその時刻の相手は決まっていないので，

交流相手が見つかったことになる。全ての時刻に名前

が入ると交流の準備が整ったことになる。 

   英語の時間の交流をするときには，“Today’s clock 

buddy is ４ O’clock !”と子どもたちに伝え交流が始

まる。 

 

  ③成果 

   “Clock buddy”を活用した交流は，以前の交流の仕方に比べると盛り上がりを見せた。交流

相手を自分たちで決めていること，次は誰と交流することができるかという期待感が高まること

等が理由としてあげられる。１２人全員と交流が終わると，次の相手を決めることができるため，

交流することへの意欲を持続することができる。交流場面がマンネリ化してしまうと交流の活性

がみられなくなってしまう。その時の対処として“Clock buddy”を活用することも可能である

と考える。 

  

図３ “Clock buddy”シート 
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前時までに たまごをゆでて、ゆでると食材が変化すること、その変 

化は時間によって調節すること 

ができることを体験的に学んでいる。 

 

野菜ができた場所を考えると、野菜のゆで方が分かってくるよ  
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方を変えると・・・  

ゆで方を考えることは大切だ  
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違っているよ  

校種別実践事例【小学校３】 

「HATOビクトリア大学英語教授での学びを生かした家庭科」 

      北海道教育大学附属札幌小学校  渡 部 まどか 

 

1. はじめに 

 私は 2013 年に実施された小・中学校教員向けプログラムに参加しました。他附属の小学校・中学

校の先生と３週間過ごし，ビクトリア大学英語教授法研修会で学ばせていただきました。英語を学ぶ

のではなく英語で学ぶ環境の中で，分からない時にどうすればいいのか。分かった時できた時の嬉し

さも改めて味わうことができました。そしてそれは教員生活の中で忘れかけていたことだったように

感じます。学んだ内容だけではなく，学んでいくための環境についても考える３週間でした。 

 数多く学んだ中で，授業をつくる際に参考にしたことが，Learning Styleの違いを生かした授業を

取り入れていくことでした。「子どもたちが得意とする学び方も多様である」ということを，「自分た

ちの得意とする学び方も異なっている」ことから学びました。ビクトリア大学の講義の中では，場面

を変えながら，視覚，聴覚，体感的に学ぶ方法があることを知りました。同様に多様な方法で学ぶこ

とができるように授業を構成しました。北海道教育大学附属札幌校では，家庭科の研究を行っていま

したので，家庭科の授業の中での実践を報告します。 

 

 

2. 授業では ～Part１～「つくって おいしく 食べよう」 

 小学校５年生の家庭科で，ビクト

リア大学で学んだ Learning Style

の要素を取り入れて授業づくりを行

いました。本題材では，家族がふだ

ん当たり前のようにおこなっている

ことを，子どもたちが体験しながら

考える中で，目的や食材に合わせた

ゆで方を身に付けさせることをねら

いました。ゆでる調理を行うことで，

食材が変化しおいしく食べやすくな

るだけでなく，食べ方のバリエーシ

ョンが増えたり，消化が良くなったりします。更に，よりおいしくゆでるためには，目的や食材によ

るゆで方の違いやゆで時間を考えることが必要であると，実際に体験しながら気付いていくことで，

実感を伴った学びになると考えました。子どもたちが視覚，聴覚，体感的に体験を通して学ぶことが

できるように授業を構成しました。 



- 12 - 

 

まず，家庭での経験を想起させ，野菜の絵を基に，ゆで方を考えさせました。経験を基に，ほうれ

ん草はお湯から，大根は水からと，ゆで方を明らかにすることで，解決への手掛かりを示しましたが，

はっきりしない野菜もありました。はっきりしない野菜を「水から」「沸とうから」に根拠を明らかに

して分類することしました。 

次に一人一人に，野菜の絵を渡し，「水から」

と「沸とうから」ゆでる野菜の共通点を探らせま

した。実際の野菜も用意して，触った感覚も大切

にしました。子どもたちはそれぞれ，「色」「固さ」

「厚さ」「調理方法」などそれぞれ多様な見方をし，

分けるための根拠をもって分類しました。右のワ

ークシートの子どもは，「固さ」でゆで方を分けま

した。しかし，友だちの考えを聞くなかで「色」

や「育った場所」も考えると，アスパラは「お湯

から」と正しいゆで方に気付きました。根拠を伝

え合うことで多面的に野菜を見ることができました。 

分類した結果をホワイトボードに貼り，子どもたちが動

かしながら，分けた理由を伝え合いました。分類した根拠

を共有することで「水から」「沸とうから」ゆでる野菜の特

徴が見えてきました。ゆでる際の野菜の見方や考え方を広

げ，どんな野菜でも話し合って見つけ出した根拠を基に，

ゆで方を考えることで，正しくゆでることができることに

気付きました。 

多様な学び方ができるように，授業を構成することで，

子どもたちは主題的に自ら学んでいこうとする姿が見られ，

実際の生活の中で活用する姿へ繋がりました。 
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実践「季節に合わせ快適に暮らそう～冬編～」から 

  
 

 
衣服の重ね方によ
ってあたたかさが
違うのかな？ 

 

 
衣服を」重ねたり厚くした

りするとどのくらいあた
たかさが違うのかな？ 

 

 環境を考えてあたたかく住まうた
めにはどうすればいいのかな？ 

 

重ね着や、厚着をす
るとあたたかい。風

が当たると寒い。 

風通しを良くしたり、日光をさ

えぎったりする工夫ができる。 

 

涼しく過ごす方法
は、着方と住まい方
で共通している。 

 

 
空気を溜めたり、日光を取
り入れたりする工夫をす

るとあたたかく過ごせる。 
 

着方と住まい方
の共通点が多い。 

 
涼しい過ごし方

と逆になってる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○隙間が多い 

○生地が薄い 

○透けている 

○糸がきつい 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

○隙間がない 

○生地が厚い 

○透けない 

○糸がゆるい 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

夏服になる
と涼しくな

るのはどう
してだろう 

 

 

制服のスカ

ートは同じ
形なのに着
替えるよ 

 

布地や糸を多角的に 

調査したいな。 

 
布を重ねたり隙間テ
ープを使ったり窓周
辺を強化しよう 

 

 

窓に対して
工夫してい

る方があた
たかいよ 

 

 

１０分間で

３度も温度
が違うよ。 

 

窓から冷気を入れな
い工夫をすることが
ポイント 

 

下から冷えてくる
から、床を絨毯で厚

くして強化しよう 

 

3. 授業では ～Part２～「季節に合わせ快適に暮らそう～冬編～」 

同様に小学校６年生の家庭科で

もLearning Styleの要素を取り入

れて授業づくりを行いました。本題

材では，寒い冬をできるだけ暖かく

過ごすための工夫を考え，子どもが

自ら実践していくことを目的としま

した。着方では，衣服と体の間に空

気の層を作り動かさないことで暖か

く過ごすことができ，住まい方では，

冷気が入るのを防ぎ，日光を室内に取り入れ空気を動かさないことで，暖かく過ごすことができます。

簡単な実験を行うことで，住まい方も着方も暖かい空気をできるだけ溜めることや冷たい空気を入れ

ない工夫をすることがポイントであることに気付かせたいと考えました。 

 

＝住居場面では…＝ 

側面に窓が二か所ある段ボールハウスを保冷剤で急激に冷やす

際に，できるだけ温度を下げないための方法を考え実際に段ボール

ハウスに工夫を行いました。ブランクと比較し，工夫はどの程度効

果があるのか，子どもは興味をもって取り組みました。工夫の仕方

により下がり方が異なっていたことから他の方法が気になり，なぜ

下がり方に違いが生まれるのか原因を追究する姿が見られました。

多様な考えを生かし，自らの段ボールハウスに工夫をすることが，

主体的に子どもたちが学ぶことに繋がりました。 

 

 

 

 

4. おわりに 

 ビクトリア大学で過ごした３週間で「学ぶ」ということを改めて考えました。学び方は一人ひとり

異なっている。理解するスピードも違えば，得意な学び方も異なっている。今まで感覚で分かったつ

もりになっていたことを，改めて実感することができたと思います。研修を終えて授業をつくる際に

は多様な方法が選べる，多角的に考える事ができるなど，より個に対応することができるようになっ

たと思います。そして，私がそのことに気付くことができ，多くを学ぶことができたのは，一緒に過

ごしたメンバーのおかげです。  
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校種別実践事例【小学校４】 

「他国の文化理解とユニバーサルデザインを意識した学習」 

      北海道教育大学附属札幌小学校  三田村   剛 

 

1. はじめに 

（１）本プロジェクトに参加して 

  平成２６年の夏，北海道教育大学・東京学芸大学・愛知教育大学・大阪教育大学の４つの大学が

共同で取り組むＨＡＴＯプロジェクトのビクトリア大学英語教授法研修に参加させていただきま

した。小学校英語の教科化に向けた取組が本格化する中，生の英語やカナダの文化に触れ，自らの

資質向上につながる素晴らしい機会であったと感じています。さらに，日本とは異なる文化の中で

３週間生活したことは，日本における自分の生活を客観的に見つめ直す素晴らしい機会でした。 

 

（２）カナダから学ぶこと 

  大学時代のカルガリー短期留学に続き，カナダには２度目の訪問でした。この２回の訪問を通し

て，日本とは違う様々な文化を肌で感じることができ，次に挙げるカナダの状況から，日本の情報

や社会の形態が全てではないことを再認識しました。 

 

１、 障害者に対して優しい社会 

 路線バスに当たり前のように，車椅子用の乗降板が設置されていること，トイレの手拭き用の   

紙の高さに合わせて２箇所設置されていることなど，車椅子の方が何も不自由せずに，生活でき

る環境が整えられていました。日本も地下鉄駅のエレべーターや段差の解消などの取組はありま

すが，カナダには及ばない点が多いことに気づかされました。 

 

２、 外国の多様な文化を受け入れる風土 

 日本は島国であるため，他の国から移住する人々は多くありません。それと比較すると，カナ

ダは多様な国の人々が生活している国であり，明らかに日本と異なります。それが影響している

のかはっきりしませんが，カナダの人々は，全ての人が同じものを求めたり，同じ行動をしたり

するように感じませんでした。また，自分と違うもの（服装や生活スタイル）を抵抗なく受容す

る感覚が身についているようでした。 

「同じでなければダメ」「みんなと同じにしたい」 

という，従来の日本の風潮は変わりつつありますが，多文化理解が進むカナダでは，自分と違う

ものを受け入れることについて，より柔軟な風土の国でした。 
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３、 ゆったりとした時間の流れとワークライフバランス 

  カナダの商店は日本と比べると早い時間に閉店します。ある店では店員に，「You have to go 

out.」と強制的に退店させられました。日本では考えられないことです。また，日本の教員の勤

務時間をカナダの教員に伝えると「Crazy. You need to spend time with your family.」と家族と

の時間を大切にすることを勧められました。ワークライフバランスを考えることの必要性に目を

向ける研修となりました。 

 

（３）帰国して思うこと 

  グローバル化が急激に進む中，英語教育の重要性はますます高まっています。そのことを強く実

感する出来事がありました。 

 

〜平成 27年７月 夏の学校から〜 

  本校では，７月末に行われる夏の学校において，高学年の児童が観光客に北海道の都市「小樽」

を紹介するプレゼンを実施しています。５年生の児童は，日本人を相手にすることを前提にして，

準備に取り組みましたが，いざ本番となると，予想とは大きく違う状況に出合いました。プレゼン

を聞いてもらおうと話しかけると，多くの場合が中国や台湾からの観光客だったのです。「I’m sorry. 

I can’t speak Japanese.」と断られたり，興味をもって快く立ち止まってくれる方には「In English, 

please.」と言われて，プレゼンを進められなくなったりしました。そのうち，子どもたちは，話し

かけることに抵抗を感じ始めました。そして，準備中や開始前に感じられた子どもの意欲が，徐々

に失われていったのです。数年前までは考えられない光景でした。 

  この状況をみて，「英語は使えて当たり前」という時代に入っていると気付かされました。日本は

島国であり，これまで，外国の言葉を必要とする機会は多くありませんでした。しかし，状況は変

わり，英語の必要性が益々高まってきたのです。つまり，小学校段階においても，実際の場でも臆

することなく英語で簡単な会話ができるようにしていくことが求められていると言えます。英語教

育の普及，推進は小学校教員に課せられた新しく緊急性のある課題であると考えます。 

 

〜平成 27年８月の韓国研修（日本アジアユネスコ協会・韓国ユネスコ協会共催）から〜 

  HATOカナダ研修から約１年後，韓国の教育現場を視

察する機会に恵まれました。韓国はアジアの国であると

いうことで，学校の教室環境や国民の仕事に対する取り

組み方など，日本と多くの共通点がありました。自分の

中にあったカナダと日本という視点に，韓国という３つ

目の国が入ったことで，アジアと欧米の違いが認識でき
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たと共に，様々な国の文化を認め合い，多様な考えを受け入れることの必要性を強く感じました。 

  英語という言語を学習する過程で，英語圏の文化に触れる機会が多くあります。グローバル化が

急速に進む状況から，異文化を受け入れる態度を育成することも英語教育に含めるべきであり，大

変重要な要素だと考えます。 

 

 

2. ビクトリア大学の講義から 

 カナダの研修を通して学んだことを紹介します。 

 

（１）Brain-Based Learning Strategies より 

   脳科学の観点から，記憶するための効果的な学習方法に

ついて学びました。これまでの自分の授業スタイルとして

は，問題解決の過程を児童自身が作り出していくことに力

を注いでいました。理科を専門としているという教科の特

性によるところも大きかったのでしょう。しかし，様々な

学習スタイルがあってしかるべきであり，この講義から，

自分の考えを説明することが長期記憶に残る学習となる

ことを知りました。 

 

（２）UNIVERSAL DESIGN for LEARNINGについて 

  附属札幌小学校でも，2013年８月〜2015年７月までの

２年間，問題解決的な学習のユニバーサルデザイン化とし

て， UDLについての研究を進めていました。これは，ど

の児童も問題解決に没頭しながら学びの過程をつくって

いくことを目標とした研究です。カナダで，初めてユニバ

ーサルデザインを耳にしたときに，本校とどのように違うのかに，非常に興味がありました。しか

し実際に内容が明らかになるにつれ，本校のものとは全く違う考え方の下でユニバーサルデザイン

化が進められていることを知り，大変驚きました。 

  カナダのユニバーサルデザインは，学習者を様々な尺度で分類し， 

① それぞれが理解しやすいような教材を扱う 

② 学習者それぞれが別々の活動ができる展開を保障する 

③ 学習者が理解できる多様な活動を提供する 

HOW WILL WE REMENBER  

    WHAT WE LEARN 

   

READ  10% 

HEAR  20% 

SEE    30% 

SEE and HEAR  50% 

SAY     80% 

SAY and DO 90%   

LEARNING STYLE 

 

Kinesthetic Learner 体験重視 

Visual Learner    視覚重視 

Auditory Learner    聴覚重視 
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の３点を意識して学習を構成していることを学びました。つまり，附属札幌小では，様々な児童が

知的好奇心を抱きながら解決できる問題との出合わせ方に重点を置いているのに対し，カナダでは

活動や習得の方法の多様化に重点を置いているのです。 

（３）Learning with Foldables より 

 ユニバーサルデザインでは，学習のまとめにおいても様々な方法を取り入れていました。その中

の一つ，Foldables は紙を折ることで，様々な形状の報告書を作るもので，児童は文・図・グラフ

などを使って学習をまとめていきます。多様な形式の本（下記参照）ができあがり，教師はそれを

基に評価をします。 

 これ以外にも，歌でまとめたり，レポートでまとめたりと，ユニバーサルデザインの下では，多

様な形式が認められていました。 
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（４）CALL facility より 

 CALLとはComputer Assisted Language Learningの頭文字をとったものです。ビクトリア大

学では，ここで扱える ICTを活用した英語の技能アップの教材等を使った研修を行いました。日本

の小学校では，電子黒板などに映像を写したり，音声を聞いたりしながら英語の授業を進めること

が多くありますが，一人一人がパソコンを扱い，自分のスキルにあったコンテンツを使って英語の

技能向上を図る学習も，今後取り入れていくべきだと感じました。 

 日本の小学生が扱えるコンテンツがあるのかどうかを探す必要があります。 

 

 

3. 実践から 

 今回の研修で得た情報は多く，非常に価値の高いものでした。その中で，上記の研修内容を中心に

して，実際にどのように活用したのかについてご紹介いたします。 

 

（１） ３年英語「どれにする？」 

①本校の英語の取組 

  本校では，文部科学省指定の研究開発学校として認定を受け，英語教科化に向けた取組を進

めています。附属学校としての特性を生かし，大学が作成したカリキュラムに基づいて実践し

ており，３年生にWhichを扱う学習があります。そこで，今年２月に行われた冬季研究会に

おいて，カナダの研修を生かした実践を公開することにしました。 

  ②実践について 

   ユニバーサルデザインの３つの学習者スタイルを考慮した展開 

 授業では，Kinesthetic Learner（体験や活動）・Visual Learner（視覚）・Auditory Learner

（聴覚）の学習者のスタイルに合わせた展開としています。体験や活動が理解の手助けになる

児童（Kinesthetic Learner）をターゲットとし，Which ~do you like?を使って友達と会話を

する機会をできるだけ多く取り入れました。ケーキ・クッキー・ドーナツの種類を選びながら

お菓子ボックスを作り，Which ~do you like?のフレーズを使って目的を達成する活動に子ど

もは，活動を通して新しいフレーズを覚えようとしていました。 

 また，視覚情報が理解の手助けになる児童（Visual Learner）には，イラストのカードを利

用し，イメージと言語を結び付けながら学習を進めました。「What’s missing?」ゲームを通し

て，黒板から消えた単語を思い出す手立てを取り入れることで，頭の中の視覚情報を引き出す

手立てを増やしています。この手法は，以前から取り入れているものですが，ユニバーサルデ

ザインの手立てという意味付けがあることで，明確な意図をもって扱うようになりました。 

 聴覚からの情報が理解の手助けになる児童（Auditory Learner）に対しては，教師や友達

が話すキーフレーズを何度も聞いたり口にしたりする活動を増やしました。同時期に，東京学
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芸大学附属大泉小学校の研究会において， 

「インプットがなければアウトプットは生まれない」 

という主張を聞き，Auditory Learnerはインプットから理解が深まる児童であるという解釈

に至りました。本実践においても，インプットの量を増やすことを心がけた授業展開としまし

た。その結果，スムーズな会話活動が生まれたと感じています。 

 

このように，３つの学習スタイルを組み合わせて授業を進めました。授業後に参会者から 

「子どもが生き生きと活動していた。」 

「子どもが英語を使う時間が十分保障されていた。」 

という評価をいただきました。これは様々な学習者を意識したユニバーサルデザイン化の成果

だと考えます。 

 資料： ３年英語指導案「どれにする？」（本冊子の 26ページ参照） 

 

（２） ３年理科「電気の通り道」 

多様な活動を認める学習展開 

 日本では一律な学習の中で，全児童が同じ活動に取リ組む授業が多く展開されています。

昨今は，その傾向が少しずつ改善されてきたとはいえ，ユニバーサルデザインという視点か

ら考えると，まだまだ改善する余地は多く残されています。本校では，単元の終わりに子ど

ものパフォーマンスを評価することに着目した学習展開を，研究の一つの視点として位置付

けています。そこで，本実践３年理科「電気の通り道」では，電気が導線の中を流れている

ことの理解度を，子どもの活動（身の回りのものを使ってスイッチを作る活動）から評価す

る展開としました。これは Learning with Foldablesの考え方と同様だと考えます。 

 子どもは，それまでの電気の学習経験を生かし，筆入れの金属部分を使ったり，コインを

つなげたりしながら，様々なスイッチを作っていました。テストなどの得点による評価では

なく，自由な発想と学習の狙いが一致する活動を取り入れることで，子どもの中で，電気の

流れについての考えが整理されることが明らかとなりました。 

 子どもにとって意味のある評価活動が展開できたと感じています。また，子どもが自由に

活動を進める FREE型の授業が展開できた実践でした。 
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4. おわりに 

 今回の研修は英語のみならず，様々な教科・領域で活用できるものであると考えます。例えば，理

科や社会では，Picture World Induction Model(PWIM)の手法を用いることで，自然事象や社会事象

の問題点や改善点を見いだすことができます。また，国語科においてはDramaを通じた言語理解や

心情の把握など，日常の学習に生かせることは数多くあります。このような意味で，英語の専門教員

だけではなく，様々な教科の教員が研修出来たことに価値があると考えます。 

  

 英語だけではなく，様々な教科を通してユニバーサルデザインの考え方が広まるように，実践を積

み重ねていきたいと思います。 
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1.想創の学びとしてねらう姿 

 英語の教科化に向けた学習として，これまでの英語活動の内容に加え，知識・技能面の育成が目的の一つになるが，

それらを子どもの主体的な学びの中で獲得していくことが本校で目指す想創の学びである。そのために，目的の達成を

目指す場を設定し，「英語ではどのように伝えれば良いのだろう。」という英語の表現方法を求める必要感が生まれる活

動を取り入れる。必要感に支えられた子どもは，自分事として新たな表現方法を獲得していくのである。このように，

これからの小学校英語において，知識伝達型の学習形態に加えて，問題解決的な学習を取り入れることで，様々な場面

や状況に応じた英語の表現方法を身に付けていくことができると考える。 

 

2.見えない学力を育み，発揮させる活動構成 

 活動Ⅰでは，お土産の「おかしボックスを作ろう」という目的を設定し，そのために必要な英単語について触れてい

く。ここでは，これまで取り組んできたキーワードゲームやリレーゲームなどの活動を通して，友達と交流しながら新

しい単語が身に付くようにする。お菓子の単語を想起させながら，日本語と音が似ている単語でも，その発音の仕方が

異なることを実感させていく。活動Ⅱでは，店頭でお菓子を買う場面を設定する。店員とお客さんの会話を通して，子

どもがWhich～do you like?を繰り返し使うことで，新しいフレーズを身に付けコミュニケーションを支える表現の幅

を広げていく。活動Ⅲでは，作ったおかしボックスを紹介する場を設定する。簡単な英語で自分の好きなお菓子を紹介

する経験を通して，英語のスピーチ力の基礎を身に付けていく。 

 単元全体を通して，おかしボックスを作ろうという目的を常に意識させることで，積極的に英語に触れる子どもの姿

を引き出し，場面に応じた表現を身に付けていくことができるようにする。 

 

 

 

 

 

  

活動構成（４時間扱い 本時 ２/４） 

 

 

指導者  三田村 剛 

学 級  ３年 ２組 

＜知識・技能＞ 

・Whatを使った表現 

・友達とのロールプレイ 

＜生活体験＞ 

・店頭に並ぶケーキやお菓子を店

員に伝えて購入する 

店員とお客さんの会話活動を通して，場面や状況に応じた表現方法に目を向ける授業 

研究開発実践発表 

英 語 

３ 年 

どれにする？ 

本本単単元元ににつつななががるる子子どどももののベベーースス  

＜見方や考え方＞ 

・日本語と似ている単語でも  

発音が異なる 

 

【活動Ⅰ】お菓子を表す英語 

               1/4 

sweets/chocolate/honey 

candy/cookie/cake 

・日本語と同じようだけど，発音の仕方が

違うね 

 

 【活動Ⅲ】 お菓子ボックスを紹介しよう  3/4～4/4 

○みんなに聞いてもらおう 

  I’m〜. This is my sweets box.  I like cookie and cake.   

I like strawberry cake.  Thank you. 

日本語と英語の発音には

違いがある 

【活動Ⅱ】お菓子ボックスを作ろう    

             2/4（本時） 

○店員とお客さんになろう 

・お客さんにどう聞けば良いのかな 

Which～do you like? 

・自分の好きなお菓子をそろえよう 

I like this one. 

・  
場面に応じた表現を使

うことができる 

場面に応じた 

英語の表現を 

使う 
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3.個の思考の変化・深まり・広がり 

 これまでの学習では，What～do you like?やWhat’s this?など，疑問詞what使った表現方法を身に付けている。こ

こに，which という新しい疑問詞を知り，それを活用することで，表現の幅が広がると考える。which は，選択肢の

中から相手の求めるものを尋ねる表現であり，what に比べてより限定された状況の中で使う疑問詞である。お土産に

持っていくお菓子ボックスを作るという目的の達成を目指す中で，新しい尋ね方の必要感に支えられながら，店員とお

客さんの会話表現を知りたくなる。そして，複数の選択肢の中から相手が好きなものを尋ねる表現を身に付けていくの

である。 

 またWhat～do you like?の表現方法が使えない訳ではないことに配慮し，表現の幅を広げることで，コミュニケーシ

ョンが豊かになっていくことに気付かせていく。 

 

4.本時の展開 

目標：Which～do you like? の表現を使ってお菓子ボックスに入れるお菓子を選ぶ活動を通して，選択肢か

ら相手が意図しているものを尋ねたり選んだりすることができる。 

学 習 展 開 思考の変化・深まり・広がり 
響感を生む 

教師の手立て 

 

 

 

○英語による絵本の読み聞かせを

聞き，声に出す。 

○学習した単語を用いてリレーゲ

ームをする。 

 

 

○おかしボックスを作るために，

お客さんに尋ねる表現方法を知

り声にだす。 

 

 

 

 

 

○店員とお客さんを交代しなが

ら，自分のお菓子ボックスを作

る活動をする。 

 

 

 

 

 

 

○新しく覚えたフレーズを振り返

る。 

 

 

○振り返りカードに記入する。 

 

  

 

○Pete the Cat. 

 

○I like a donut. 

→I like a cake. 

         →I like a ~. 

 

honey/banana/strawberry/apple/ 

sweets/chocolate/donut/cookie/cake 

 

 

 

 

A:Which～do you like? 

   B:I like this one. 

A:Here you are. 

B:Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

○Which cookie do you like? 

        ○Which donut do you like? 

○Which cake do you like? 

お菓子ボックスができたよ。 

 

 

 

○英語の読み聞かせに

合わせて，リズム感

のあるフレーズを声

に出すことで，英語

のアクセントに慣れ

るようにする。 

○単語を定着させるた

めに，楽しみながら

単語やフレーズを表

現できるようにす

る。 

 

○店頭のお菓子の中か

ら，相手に好きな物

を尋ねたり，自分が

好きな物を選んだり

する状況を設定する

ことで，新しい表現

を用いる必要感を生

む。 

 

 

 

○ケーキやドーナツな

ど，お菓子の種類毎

に好きなものを選ぶ

場を設定すること

で，繰り返し新しい

表現を使うようにす

る。 

今日のピートは 
どんな話かな。 

どのドーナツやクッキーを 

箱に入れようかな。 

どの商品が良いのか，お客さんには 

どのように尋ねれば良いのかな。 

 

前時までに 相手の好きなものを尋ねる「What ~ do you like ?」や自分の好きな物を表す時に使う「I like ~.」 の

フレーズやお菓子を表す単語を学習している。 

 

どんな組み合わせに 
しようかな。 

どのクッキーに 
しようかな。 
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校種別実践事例【小学校５】 

「指導タイプを生かした小学校英語授業実践」 

      北海道教育大学附属札幌小学校  佐々木   歩 

 

 カナダ研修においては，三つの指導タイプについて学習した。三つの指導タイプとは以下の通りで

ある。 

・Controlled     （制御型）指導者が学習者の学習活動の流れを細かく設定し，学習者の個

人の意志や思考を必要としない。指導者の意図が反映されやす

い反面，学習者の主体的な学びが少ない。 

 ・Semi-Controlled  （半制御型）指導者が学習者の学習活動を設定するが，その設定された範囲

内で学習者の意志や思考が反映される。 

 ・Free         （自由型）学習者の意志や思考を最大限生かして学習が進められる。学習

者が主体的に学ぶことができるが，指導者の意図と離れた方向

に進む危険もある。 

 

 ５年生の小学校英語学習において，Semi-Controlled型の学習活動を取り入れて授業実践を行った

ところ，子どもが積極的に他者や英語に関わりながら学習しようとする姿が見られた。 

 

1. Semi- Controlled型の学習を取り入れた経緯 

現在本校において主流になっている指導法は，Free～Semi- Controlled型のものになると考える。

特に，Problem-Solving Techniques（Free Techniquesの一つ）は，「問題解決学習」として様々な教

科において重視されている。子どもの創造性を伸ばし，主体的に学ぶ子どもを育てることを目指す本

校の教育に合致した学習の形と言える。 

 一方で，英語という言葉を学習する教科は，Controlled型の指導法が使われることが多い。例えば，

言語学習によく登場するTranslation，Dictation，歌やチャンツを取り入れたWarm-Upなどは，全

てControlled型に分類されている。 

 英語を聞いたり読んだりしてから，それを真似ることによって言葉を獲得する英語学習において，

このControlled型の学習は欠かすことができないが，この型の学習は，学習者が受動的になってしま

うという側面がある。また，Controlled型の指導法のみで授業が構成されると，指導者の意図が反映

されやすい反面，子どもが主体的に考えたり，活動を工夫したりという場面が作りにくい。 

 英語学習においても，子どもが自分の思いや工夫を活動に反映させ，創造的に英語に関わろうとす

ることによって，学ぶ意欲が向上し，自分について積極的に英語で伝えようとする子どもが育成でき

ると考える。Controlled型の指導と Semi-Controlled型の指導を組み合わせることにより，発話の機

会を保証しながら，子どもが創造的に学習することができると考えた。 
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2. 単元について 

  単元名 ５年生『道案内をしよう』 

 現在の小学校外国語活動で使用されている教材『Hi, Friends!』では，６学年の活動において同様

の学習が行われる。Turn right.など，方向を指示する表現を用いて友達を目的地に案内するのである。

文部科学省の研究開発学校に指定されている本校では，新しく作成されたカリキュラムに基づき，５

学年で同様の学習を行っている。他にも，４学年において街の中の色々な場所の名前や，”Where”を

使って場所を尋ねる表現を学習している。同じような表現や単語を複数学年にまたがって取り扱うこ

とによって定着を図っているのである。 

 方向を指示する表現は，予め何を話すのか準備してから会話に望むような表現とは異なり，現在地

や指定された場所によって，その場で指示する内容を考え発話につなげなければならない。現在の英

語学習で求められている，「即興性」を活動に盛り込みやすい題材と言える。とはいえ，子ども同士で

即興的に伝え合うことを可能にするためには，ある程度の表現の定着が欠かせない。 

 また，本単元は，「道案内をする」という場面設定の難しさもある。外国からの観光客が増えてきた

北海道において，生活の中で英語を使って道案内をする状況を子どもが想定することは難しくはない。

しかし，それをどのように教室で再現するかというところについては課題を感じてきていた。英語は，

日本語を介して意味を理解するだけではなく，実際の動作やイメージと連動させながら学習すること

が大切であると考える。実際に歩いたり体の向きを変えたりできるような活動を取り入れ，子どもが

日本語だけでなくイメージで意味を掴めるようにしたい。そのためには，教室全体を使って大がかり

な場づくりを行う必要があった。 

 

 

3. 取り入れた指導法とそのねらいについて 

 本時では，Information exchangeという，Semi-Controlled型の指導法の一つを取り入れた。ペア

になった二人の子どもが，お互いのもつ情報を出し合いながら目的を達成させていくものである。本

時では，この仕組みをメインアクティビティに取り入れ，以下のような活動を設定した。 

 

 ①教室全体を一つの町に見立て，机の上に様々な「お店」を位置づける。 

 ②子ども同士で２人一組のペアを作り，Aには買い物リスト，Bには町の地図を与える。 

 ③Aは自分の買い物リストに書いてあるタスクを達成させるために，町の中でどのお店に行くと良

いかを考え，Bにお店の場所を尋ねる。 

 ④Bは，尋ねられたお店の場所を地図上から探し出し，Aをナビゲートする。 

 ⑤目的地のお店にたどり着いたら，そこに置かれてあるカードを引く。Aの買い物リストに書かれ

ているものであれば，目的達成となる。 
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与えられた情報がAとBで異なっており，それを総合させることによって「買い物リストに書かれ

たものを集める」という目的を果たすことができる仕組みになっている。A役の子どもは，書かれた

リストからどのお店に行ったらよいかを考え，B役の子どもは，自分達のいる場所から，どのような

道を通ると目的のお店にたどり着けるかを考え，道案内の表現を使って相手に指示していく。ここで，

子どもが自ら英語で友達に働きかけようとする姿が期待できる。 

また前述の通り，こうした活動を成功させるには，ある程度子どもが表現に慣れておく必要がある。

そこで，単元を通して方向指示に特化したゲームを取り入れ，繰り返し活動させていくことにした。 

 

“Maze”は，HATO研修で紹介されたゲームの一つである。画用紙上に，細長いシールを組み合わ

せて迷路を作り，ペアになった相手に目隠しをして挑戦してもらう。目隠しをした状態で，指先の感

覚を頼りに進み，ゴールするまでにかかった時間を計測していくというものだった。 

本単元では，目隠しをした相手に進む方向を指示するというルールを新たに設定した。”Go 

straight.” ”Turn right.”などの方向指示表現のみを使い，繰り返しゲームに取り組むことによって，表

現に慣れていくことができると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATO研修でのMaze作り                授業でのMazeゲーム 
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4. 実施の成果 

「互いに異なる情報をもち，それを伝え合いながら目

的を達成する」という活動は，子ども同士で協力的なコ

ミュニケーションを図ることになる。競い合うのではな

く，協力するための方法として英語を使うことができた

のは価値が高い。本時では，自分が指示した内容が本当

に伝わっているかどうかを，実際に歩いたり向きを変え

たりという相手の行動を見ることによって確かめられる。

自分が英語を話し，それが相手に通じたという喜びを分

かち合えることで，学習意欲の向上につなげることができた。 

 本時は，Information exchangeをできるだけ日常に近い形の活動に落としたところに意義があった

と考える。ターゲット表現を使うためだけに，日常とかけ離れた不自然な場面設定やルール作りをし

てしまうことが，小学校の外国語活動では度々あると言われている。そのような「活動のための活動」

になってしまっては，子どもが表現を使う場面を想像したり，積極的に使ってみようと働きかけたり

することは難しい。地図を使って道案内をしながら，買い物リストに書かれたものを集める，という，

自然なストーリーの中で子どもが活動することができた。 

 実際の活動において，リストには「ゲーム機」「切手」

など，お店をイメージしやすいものの他にも，「肉まん」

「商品券」といった，お店をイメージしづらいものも

あり，クイズのように目的のお店を考えながら活動に

向かわせることができた。また，同じお店に行くにも，

どの道筋を通ると便利か，それによっても指示の仕方

が変わるため，工夫しようとする子どもの姿が見られ

た。「迷いながらお店を決めて，目的のものがあったと

きに嬉しかった。」「道案内をしたときに，友達にうまく伝えることができた。」など，振り返りの言葉

からも，子どもが手応えを感じて活動できたことがうかがえた。 

また，本単元では，授業の冒頭にControlled型の指導も取り入れてきた。マザーグースの”Humpty 

Dumpty”の素読に毎時間取り組んできたのである。本時のメインアクティビティとの直接的な関連は

ないが，毎回短時間声に出すことによって，徐々にすらすら

と言えるようになり，挿絵や既に学習した単語から意味を掴

もうとすることができた。こうした学習は，直近の学習に生

かされることはなくても，英語独特のリズムを感じ取る，あ

るいは，外国の文化に触れるきっかけにできるなど，非常に

意義があると考える。本時では，自宅にある実際の”Humpty 
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Dumpty”の絵本を持参した子どもが現れ，学級全体でその絵本を見ながら英語を「読むこと」を楽し

むことができた。 

 

 

5. 今後の課題として 

 前述した通り，実際に近い形で道案内をするということを追求していくと，複雑な表現が必要にな

り，子どもが表現できなくなってしまうということが生じる。本時では，子ども同士のペアが実際に

目的のお店にたどり着いた際に”It’s on your left.”のように，どちら側に,目的のお店があるのかを教え

るような発話を期待した。しかし実際の活動では，目的地付近まで来ると場所の見当がついてしまい，

英語でのコミュニケーションがおろそかになってしまった。 

この点については，①使用する表現が多すぎたこと，②その表現を使う必要性のある状況設定が不

十分だったことが原因として考えられる。子どもの既習や発達段階を考慮してターゲット表現を厳選

する，ターゲット表現が必要になるような状況を意図的に盛り込むといった手立てをとる必要がある。

具体的には，目的地付近までたどり着いた後で，道の左右にお店があるという場を設定することによ

って，”It’s on your ---.”の表現を確実に聞き分ける必要が出ると考える。 

 また，地図を持って道案内する際に，地図を持った側が後ろからついていく，というスタイルはや

はり不自然さが残る。現実で考えると，地図を持った側が先導して道案内をする方が自然だからであ

る。この点は，外国語活動においても繰り返し指摘されていることではあるが，この点を「ゲームの

ルールだから仕方ない。」という捉えのみで解決するのではなく，より自然な状況設定ができると，日

常に生きる英語学習にできるはずである。 

 そして，「町の中の色々なお店を案内する」という場面設定を生かせば，子どもの意志，願いをより

反映できる展開も考えられる。本時では，子どもの好みで目的のお店を選ぶことができない側面があ

り，見方によっては，指示されたお店に向かうだけ，という捉えをされかねない。「自分のお気に入り

のお店はこれ。」「自分の町を作るなら，こんな場所を入れたい。」といった，自分なりのこだわりを活

動に取り入れることによって，より子どもの「伝えたい」という願いが高まり，能動的に学習に向か

うことができると考える。こうした展開を考えるならば，より自由度の高い Semi-Controlled型，あ

るいは Free型の指導法を取り入れる必要がある。 

 しかし，三つのタイプの指導法は，どれが優れているというものではなく，指導法の特性を理解し

て，異なるタイプの指導法を組み合わせることによって，学習を効果的に進めることができるという

ことであると実感している。前述の通り，本校では問題解決学習を研究対象としているため，Free型

に近い学習展開が取り入れられることも多いが，言語学習にはControlled型の活動も欠かせない。ど

ちらかに偏るのではなく，どの型もバランスよく取り入れることによって，創造的な英語学習の授業

作りが可能になるのだと考える。 
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１．想創の学びとしてねらう姿 

 北海道教育大学附属学校８校は，平成 25 年度より文部科学省の研究開発指定校として，小学校において英語科を新

設し，１学年から取り組む英語カリキュラムの作成や，評価の在り方についての研究を行っている。話したり聞いたり

という音声面の学習を中心にしながら，文字を書いたり読んだりする活動も取り入れ，４技能をバランスよく育成して

いくことを目指している。 

外国語活動の教材『Hi, Friends2』では，地図を使って道案内をする単元が盛り込まれている。ここでは，学習指導

要領では相手の行動を促すコミュニケーションの例として取り上げられている。命令形の文章で相手に目的地まで案内

する対話例が考えられる。また，道順を尋ねたり案内したりする表現は，日常でも頻繁に使用するため，児童が使う場

面をイメージしやすく，目的意識をもって活動に取り組めると考える。簡単で，なおかつ日常により近い形の表現にな

るよう，本単元では”Go straight 2 blocks.”のように，数字と組み合わせて伝える方法を取り入れた。地図上の区画をブ

ロックという単語を使って表す方法は，日本語でも定着しつつある。ユーザビリティの高い表現であることを実感させ

たい。 

 

２．活用力を図る授業を通して「見えない学力」を見える化する活動構成 

本校の新カリキュラムでは，場所を尋ねたり答えたりする表現”Where is ----?”と，restaurant, book storeなどの場所

を表す単語を，４学年で扱っている。単語を段階的に，系統的に扱うことで，定着を促すねらいがある。 

英語でのコミュニケーションを図る時，子どもの実態として，「予め準備してある表現は言えても，その場で考えて

表現を選ぶことは難しい」ということがある。特に方向を指示するような表現では，right と leftを間違えてしまうこ

とが非常に多い。そこで，その場で表現を選択して発話する活動に繰り返し取り組めるような構成を考えた。目隠しゲ

ーム，迷路など，活動を変化させながら，表現に繰り返し関わることによって，即時的なコミュニケーションに対する

自信を高めさせていきたい。 

 

 

 

 

 

 

  

活動構成（４時間扱い 本時 ４/４） 

Z 

11月 14日（金）５校時 

指導者 佐々木 歩 

学 級 ５年 ２組 

行き方を説明する表現を，具体的な場面で使用していくことで，コミュニケーションの楽しさ
を味わいながら，相手の行動を促す表現の力を高める授業 

＜見方・考え方＞ 

頭の中で地図をイメージしながら，

日本語で案内の仕方を考えようと

する。 

道案内をしよう 

＜生活経験＞ 

日本語で道案内をする経験 

外来語の方向などを表す表現 

   Right / left / turn 

＜知識・技能＞ 

場所を尋ねる表現Where is ---? 

街の中の様々な店の表現 

book store / restaurant / bank 

活動Ⅲ【FUZOKUTOWNを案内しよう】2h（本時） 

Where is----?  Go straight 2blocks. 

案内の表現を活用する 

数字と組み合わせて説明すると分かりやすい。 

英語を使って友達を案内できた！ 

活動Ⅱ【様々な場所の名前】1h 

FUZOKUTOWNの場所の名前 
 bank / hospital / supermarket 

色々なお店を 

 英語で言えるようになったよ。 

活動Ⅰ【方向を教えてあげよう】1h 

方向の案内の仕方 
Go straight./Turn left. 

目隠しした友達を， 

上手にナビゲートしてあげよう。 

行き方を説明 

しながら協力的な 

コミュニケーション 

を楽しむ 

FUZOKUTOWNへやってきたよ 

英 語 

５ 年 



- 29 - 

 

３．問いの変化・深まり，広がり 

本時は，ペアで教室の中を実際に歩き回りながら道案内をする活動を設定した。ペアの片方だけに地図を持たせ，パ

ートナーに訊かれた場所を案内していく。片方だけが地図を見ることができるという条件によりインフォメーションギ

ャップが生まれ，子どもは必要感をもって尋ねたり答えたりするようになる。児童が実際に歩きながら表現と動きを対

応させ，活動の中で表現を身に付ける姿をねらう。また，パートナーと競い合うのではなく，協力しながら活動するこ

とによって，伝え合うことの良さ，伝わった時の喜びを味わわせたい。 

 

４．本時の展開 

目標：進む方向を指示する表現を使って道案内をする活動を通して，的確な指示を出すことができるようになるとと

もに，協力的なコミュニケーションの良さを味わうことができる。 

学 習 展 開 教師の関わり 

 

 

 

Warm Up  チャンツ“Humpty Dumpty” 

Game  目隠し迷路 

 目をつぶって指で迷路をたどろう。 

 

 

 

 

 

Activity  お買いものリストでナビゲーション 

 

 

 

 

   A : Where is the flower shop? 

   B : Go straight 2blocks.Turn left. It’s on your right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○授業の冒頭の時間を使って英語の歌や

チャンツに繰り返し取り組み，英語を

声に出すことの抵抗感を低めるととも

に，英語独特のリズムを感じ取らせて

いく。 

 

○方向の指示に特化した活動を取り入れ

ることにより，表現の定着を図るとと

もに，相手の立場に立った指示の仕方

の大切さを考えさせる。 

 

 

 

 

 

〇前時の学習から，進む方向とブロック

数を組み合わせて表現する方法を想起

させる。 

 

○相手の反応を見ながら，正しく伝わっ

ているのかを確かめさせていく。 

 

○中間交流の時間を取り，どの言葉をし

っかり聞きとると分かりやすいかを交

流させ，次の表現活動に生かせるよう

にする。 

 

評価 

たずねられた場所に案内するために的確な指示を出すことができるとともに，協力的なコミュニケーションの良さ

を味わうことができた。 

前時までに “Go straight.” ”Turn right.”などの進む方向を指示する表現と”2 blocks”のような表現を使っ
て，友達に指示するゲーム的な活動をしてきた。また，街の中の様々な場所の名前を英語で表現する活動を行っ

ている。 

街の中を歩きながら，何度も道を尋ねたり答えたりしていく
うちに道案内ができるようになったよ。 

Turn right! Left! 

相手にとっての

右，左を教えよう。 

よく聞いて

早くゴール

したい。 

それぞれのペアに地図とリストが渡される。Aがリストに書かれた

品物を買うために行く場所を決めるが，Aは地図を見ることができな

い。AはBにお店の場所を尋ね，案内してもらう。Bは地図を見なが

らAに行き方を指示する。 

Shopping list 

・お花 

・ゲーム機 

・ケーキ 

お花を買うには flower shop

に行こう。 

Flower shopだと，ここから行くために

は… 

このお店にあ

ると思ったの

に… 

ちゃんとわか

ってくれてい

るみたいだ

ぞ。 

Turn right. Go straight 3 blocks。 

ここをきちんと聞き取ることが大切。 

言い方を工夫したらも

っと伝わりやすい。 

友達と協力して目的地にたどり着きたいな。 
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校種別実践事例【小学校６】 

「学習タイプを意識した授業づくり」 

      北海道教育大学附属札幌小学校  谷 坂 俊 典 

 

1. はじめに 

 カナダで研修したことは多岐にわたるが，Universal Design for Learning(UDL)の考え方を学べた

ことが大きな価値であると考える。ビクトリア大学で学べたことは，外国語習得やその活用を鑑みる

と極めて効果的であった。また，UDL の考え方を日本で学ぶ場合には，特別支援教育と切っても切

れない考え方になっている。しかし，カナダで学んだことは，一般的な学校において，すべての児童

生徒の学習の仕方，捉え方，表現の仕方について効果的な方法があるということである。当然，特別

支援教育も含まれてくる考え方であるが，普通教育を普段から実践している私にとって，日常の授業

に生かせるという点において，大変示唆に富んだものであった。 

 UDLの基本的な考え方である学習の仕方は次の 3通りである。第 1に，Auditory Learner（聞い

て学習することが得意），第 2 に Visual Learner（視覚を用いて学習することが得意），第 3 に

Kinesthetic Learner（身体の動きを伴って学習することが得意）と，3タイプに分類できるという考

え方である。能力差はあるのかもしれないが，この 3タイプに分類することで，より子どもにとって

理解しやすく，表現しやすい手立てを講じることが可能となる。 

 例えば，総合的な学習の時間で考えると，調べ学習を行う際にも，ビデオ資料から見たり聞いたり

することで学ぶことに困難さがない子どもがいる一方，体を使ってフィールドワークに出かけたり，

手作業を通すことで，そのもの自体を学ぶことに困難さがない子どももいる。まとめとして発表する

際も，プレゼンテーションを作って映像的に発表することが得意な子どももいれば，話すことが得意

な子どももいる。また，Kinesthetic Learner のように，作品をつくって発表することが得意な子ど

もがいるなど，UDL の考え方を取り入れると，調べる段階から発表に至るまで子どもの活動が多岐

にわたると同時に，子どもに寄り添ったカリキュラムを編成することが可能となるだろう。 

 ただし，この考え方を既存の枠組みで取り入れることは難しい。とりわけ，発表の段階において，

総合的な学習の時間ならば可能な単元もあるだろうが，私が担当している音楽科において多様な発表

ということは，音楽科の趣旨から外れる場合も出てくる。つまり，発表をする段階で，子どもたちが

その方法を選択するような学習ではなく，発表そのものが学びとなっているため，表現方法を一つに

しぼらなければならないということが実情である。 

 発表に適合しにくいのであれば，学習として学ぶ過程において UDL をうまく取り入れることがで

きないかと考え，以下の実践に取り入れた。はたして UDL と言えるのか検証が必要だと考えるが，

現時点で私が考えているUDLを踏まえた実践を報告する。 
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2. 音楽づくり「F-Rapをつくろう」の実践を通して 

 F-Rapとは，「附属小ラップ Fuzoku-sho Rap」の頭文字をとったものである。F-Rapはオリジナ

ル教材であるため，私が作詞作曲を行っている。ただし，この題材で中間部分であるRap部分にどの

ような言葉を入れてリズムをつくるのかということを考えさせたかったために，中間部分の詞はすべ

て削除している。 

 本題材は，言葉のもつ語感を生かしたリズムを用いて拍の流れにのり，問いと答えを意識しながら

自分自身に関することについて，Rapで歌うことを目標としている。 

 ペア学習を主体としており，お互いがつくった言葉を拍の流れに乗せて歌唱していく際に，掛け合

ったり，ともに声を出したりと，音楽の仕組みである問いと答えの模倣や合いの手を用いて学習を展

開していった。この「F-Rapをつくろう」を題材として考える際に大事にしたいと考えたことは，カ

ナダで学習した学習タイプによる理解の仕方，いわゆるUniversal Design for Learningの考え方を

応用できないかということである。音楽の表現として音楽づくりの学習においても，表現方法は音楽

で表現することに違いないため，UDL でいわれている多種多様な表現方法はできない。しかし，学

習タイプ別に理解する方法が提示されていたため，どのような教具を用いて，どのように学習をすす

めていけばよいのか，UDL の考え方を用いながら音楽科で学習をより深めていけるよう授業を構築

していった。 

 実際には，F-Rapの楽曲を聴覚から拍の流れを感じたり，リズムを聴き取ったりする際に，オリジ

ナル動画を作成して，それに合わせて表現できるように設定した。二人一組で学習を行ったが，一組

ごとに iPadを持たせ，その iPadに保存した動画に合わせてRapができるようにした。 

 つまり，Auditory Learnerは動画の「音」そのものから拍の流れや小節を感じ取ることができるで

あろうと考えた。また，Visual Learnerは視覚的なものから学習することが得意なため，小節数毎に

何小節目かわかるよう「動画に数字を入れて理解」できるようにした。Kinesthetic Learner に関し

ては動画だけでは学習が深まらないと考え，Rapを歌唱する際に「体を使ってリズムを取ること」や，

合いの手を入れる際に「ポーズを取ること」など，自然と体が動いてもいいように環境を整えた。つ

まり，Rapという教材に動画という具体的な教具を組み合わせることで，どの学習タイプにも合う学

習が成立すると考え，この題材を構成した。 

 授業を終えて，この学習には，どの子も積極的に参加し，普段表現をすることに苦手意識のあった

子どもも楽しんで拍の流れに乗って歌唱する姿が見られた。学習タイプ別に学習を深める具体的な手

立てを取っていたことが，題材最後の表現に生きたことを見て取ることができた。とりわけ，Visual 

Leaner が動画を用いて学習したことにより，拍の流れを強く意識したように感じている。日常の音

楽で用いている楽譜は静止しており，視覚的に楽譜を追っていても耳から入ってくる音がメインであ

る。音楽は時間の芸術であるため，リアルタイムで繰り広げられる拍の流れを動画で学習したことは

今後の授業づくりにも生かしていきたいと思う。今後も学習タイプを意識しながら題材を構成し，学

習効果を高めていきたい。  
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2．歌唱共通教材「冬景色」の学習を通して 

 「冬げしき」は第 学年の共通教材であり，短い文語で日本の原風景ともいえる美しい情景を描

き，今の世に伝えている重要な曲である。この曲は，1913 年(大正 2 年)に尋常小学唱歌として載せ

られて以来，文部省唱歌として現在まで扱われている。長きにわたり共通教材として取り扱われてき

た背景として， 律や歌詞の表す情景の美しさが挙げられる。100 年も日本人に歌い がれてきたこ

の曲を，今を生きる自分たちが改めて理解し，表現することに価値があると考えた。 

 本題材では，より学習意欲が向上し，能動的に学習することで学習効果が高まるような学習形態を

考えた。一曲を通して考える基本グループを設定し，一人一人が問題意識をもてるように自分の曲番

を担当させた。グループ学習の大まかな流れとしては，基本グループ→担当グループ→基本グループ

という場になるように展開した。各グループでは，担当した曲番について十分に話し合い，感じとっ

た情景や，それを表すために表現した部分をホワイトボードに記した。再び基本グループに戻る際に

は，担当グループで話し合った内容を持ち帰って説明するために，タブレット端末を用いて，写真に

残した。その後の展開として，担当グループで話し合った内容を，タブレット端末を用いて撮った写

真をもとに話し合うことで，自分の思いが見えるようにしながら話せるように設定した。 

 この授業の流れの中にも UDL の考え方を取り入れている。歌唱の表現を工夫する学習であるが，

子どもたちが基本グループや担当グループでグループワークを行う際に，歌いながら表現を考えるよ

う指示した。また，日常的な学習においても音楽を口ずさみながら表現を考えられるよう関わってい

るため，歌唱の学習時にはAuditory LearnerとKinesthetic Learnerは学習に取り組みやすい。歌唱

は身体を用いるため，身体を用いながら思考することはKinesthetic Learnerには効果的であると考

える。Auditory Learnerも同様に，歌を口ずさむことを通して聴覚から音楽を認識するため，学習効

果を高められる。そこで，Visual Learnerに対する具体的な手立てとして考えたのが，ホワイトボー

ドとタブレット端末である。工夫したことやお互いの意見をホワイトボードに視覚的にまとめていく

方法や，ホワイトボードを写真に撮り，それを基本グループに戻ってから行う交流活動でもタブレッ

ト端末の画面を見ながら話し合い，意見をまとめていくため視覚が重要になってくる。 

 音楽の学習は，基本的に身体を用いており，聴覚をフル活動させている。視覚を生かした学習方法

を構築することができれば，UDL の考え方を生かした音楽科の学習をつくることができ，どの子ど

もにも効果的な学習を行うことができると考える。 
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4. UDLを学習に取り入れることの成果と課題 

 子どもの学び方に沿った学習方法を選び，発表の方法を子どもの思考が最も表れる方法で表現させ

るということが，UDLの基本的な考え方だと教わった。 

 上記の学習を行い，子ども達の姿を追ってみていくと，学習の中に 3タイプが設定されていて，自

分の得意なタイプを選択しながら学習することで，より意欲的になり，学習の定着もよいと感じてい

る。UDL を忠実に再現したのではなく，その要素とも言える部分を抽出して音楽科の学習に設定で

きたことは，大きな成果であるとともに，今後に向けても 続していきたいことである。 

 しかし，成果ばかりが実践を行ったことで見えてきたわけではない。なぜなら，UDL をそのまま

教科に落としていくことに難しさが伴う。こと音楽科の学習と考えた時に困難さが出てきたのは言う

までもない。日本の音楽科で求められていることは，表現や鑑賞の活動を通して，音楽的な感性を育

て，基礎的な音楽の技能を身につけ，豊かな情操を養うことである。つまり，音楽的な感性を育てる

ためには，表現方法が音楽以外のものであってはならないし，技能を身に付けるためには，歌唱や器

楽などの音楽的表現でなければならないのは疑う余地もない。UDL の考え方をどの程度教科ごとに

落としていけるのか未知数であるとともに，何か決まった技術や知識を得たり表現したりする際に，

本当に効果的であるかどうかということは，この先，検証していかねばならない課題であると捉えて

いる。 

 

 この新しい学習スタイルを根底に据えておくだけで，ちょっとした子どもの躓きや困難さに対応で

きるようになると実感している。カナダで学んだ UDL の考え方をさらに生かすべく，資料としてい

ただいたワークシートの例や，グルーピングの仕方などを学習に取り入れることで，授業展開にさら

なるバリエーションをつけながら，学習効果を高めていきたい。 
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校種別実践事例【小学校７】 

「多様な解決方略を保障するカナダの理念を基にした算数科教育の実践」 

      北海道教育大学附属函館小学校  神野藤  均 

 

1. はじめに 

平成 26 年度小・中学校教員向けプログラムを筆者なりに分析したことについて，まず述べたい。

なぜなら，筆者は小学校の算数科教育を中心に研究を進めている人間であるからだ。英語教育を主と

しない者が本研修を受けるにあたって，どうしても本研修自体について，分析していくことが必要と

なる。そこで，手がかりとなるのは，本研修の実施要項の「１ 目的」である。 

平成 26年度小・中学校教員向け海外研修プログラム実施要項によると，本研修の目的は大きく分

けて以下の２つある。 

① 大学及び附属学校におけるグローバル人材の育成 

② 英語教育の充実・高度化 

 

 研修に参加する者は，目的①と②の両方の達成を目指すこととなる。目的②については，本研修内

容と直結している。これ以上分析する必要はないと考える。目的①については，詳細に分析していく

必要がある。キーワードは「グローバル人材」である。 

グローバル人材とはどんな人材であるのか。「グローバル人材育成推進会議 中間まとめ（文科

省,2011）」によると，グローバル人材としての三要素が挙げられている。  

 

ア 語学力・コミュニケーション能力 

イ 主体性・積極性，チャレンジ精神，協調性・柔軟性，責任感・使命感 

ウ 異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー 

※ グローバル人材の能力水準の目安 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

海外旅行会話 日常生活会話 業務上の文書・

会話 

二者間折衝・ 

交渉 

多数者間折衝・

交渉 

人材育成は着実に進捗 一定数の確保が重要 

 

 この三要素に加えて，文科省が平成 24年度より進めている「グローバル人材育成推進事業」によ

ると，以下の能力も必要であるとしている。 

 

 これからの社会の中核を支える人材に共通して求められる，幅広い教養と深い専門性，課題発見・

解決能力，チームワークとリーダーシップ，公共性・倫理観，メディア・リテラシー等の能力 
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以上より，グローバル人材には一定以上の語学力が必要である。さらに，強い責任感をもって新た

なる課題にチャレンジしていく精神と，リーダーシップを発揮して課題を解決していく能力が総合的

に必要であることが分かる。大学や附属学校の教員がグローバル人材たりえることが求められている

ことが分かる。 

ここで，本研修が「英語教育を主とする教員」だけを対象としていないことが，重要な要因となっ

てくる。英語教育を主とする教員は，グローバル人材の要素アは概ね満たしていることが予想される。

故に，目的①の能力を高めながら，目的②を主眼において研修することが予想される。 

 一方，筆者のように「英語教育を主としない教員」については，目的①を主眼におくことが望まし

いはずだ。なぜなら，グローバル人材要素イ，要素ウや課題解決能力などの向上を図る為に，本研修

が適しているからだ。英語の語学力が低い教員は，英語のネイティブスピーカーと意思疎通を図るこ

とが困難である。簡単なアクティビティやカナダでのクラスターハウスでの生活自体が，まさに課題

発見・解決の連続となるのだ。異文化の中で生活することで，日本人としてのアイデンティティーは

高まるであろうし，語学力も高まるであろう。他国の語学教育を生で体験できることも，教科を超え

て大きな価値があるであろう。 

 また，平成 25年度の研修報告によると，ビクトリア大学の講師の方は本研修を通して，カナダの

教育の基本理念を我々に伝えようとしているように感じる。”ユニバーサルデザイン”や”子ども中心”，”

右脳・左脳”といった言葉や様々なアクティビティから，強い意志がにじみ出ている。 

 また，カナダは，PISAなどで歴年好成績を記録しており，教育の先進国である点も見逃せない。 

従って，算数科教育を主として研究している筆者は，本研修によって，英語の指導法を学ぶことに

主眼をおくのではなく，自分がグローバル人材になることができるようにすることを，最大の目的と

した。そして，カナダにおける算数科教育の基本理念について筆者なりに理解し実践したことについ

て報告することとする。 

 

 

2. 日本とカナダの算数科教育について（本研修の講師からの聞き取り調査と筆者の教

科書分析より） 

（１）実用性の重視 

日本の算数科の目標は，「算数的活動を通して，数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び

技能を身に付け，日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え，表現する能力を育てるととも

に，算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き，進んで生活や学習に活用しようとする態度

を育てる。」（学習指導要領算数編より）である。雑駁にまとめると「活動を通して，算数の能力，思

考・表現を育て，算数のよさに気付き活用する態度を育てる。」ことが目標である。カナダの教育方針

と基本的には変わらない。しかし，優先順位に違いが観られる。顕著なのは，「実生活への適用の重視」

だ。カナダでは，実生活への適用を最も重視しているようだ。 
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 日本でも，実生活への適用をうたっている。最重要事項の一つではあるが昨今の日本の算数実践を

見ていると，どうしても希薄さを感じてならない。生活との関連というとかつての生活単元学習が想

起されてしまい，マイナスなイメージを抱いてしまうところはある。しかし，日本の算数教育におい

て「実生活にいきる算数」という観点は，もっと重要視されるべきである。 

 

（２） 個を重視（足し算の指導法について） 

足し算の指導法がある。日本では，数の一対一対応，数唱，数の合成，足し算の導入という流れが

一般的で，繰り上がりの指導の際は分配法則を使うことが通例である。しかし，カナダでは＋１の累

加が基本となっている。１＋１＝２，２＋１＝３，３＋１＝４，４＋１＝５，５＋１＝６，６＋１＝

７，７＋１＝８…とあくまで１を加えるという考え方で指導している。 

８＋７のように繰り上がりのある問題では，大きく分けて３つの方略がある。 

①  数え足し（countble） 

８＋７＝８＋１＋１＋１＋１＋１＋１＋１ 

② W addition 

８＋７＝（７＋７）＋１ 

 ８＋７のように，数字が近い場合は２倍の考え方をする。この方法を強く指導する。 

事前に２＋２＝４，３＋３＝６・・・については，指導をしているようだ。 

③ Make 10 

８＋７＝（８＋２）＋５ 

 １０の合成を基本とする日本と同様の方法である。 

 

 足し算の指導法は，日本とカナダの指導法が大きく違う好例である。本研修の講師の話及びカナダ

の教科書を見ると，③ Make10をさほど重要視していないのである。日本においては，10進位取り

法とのつながりを非常に重視することから，１０のかたまりで考えることをとても大切にしている。

更に，繰り下がりのある引き算においては，所謂，減加法と減々法の指導においては，少なくとも北

海道の南部では減々法は淘汰され減加法を優位に指導することが通例とされている。また，所謂「は

かせ」（速い・簡単・正確）に代表されるように，最もよい解法を一つに集約することが日本の算数科

教育では求められる。しかし，カナダにおいては，一人一人が自分に一番あった方法を選択すること

が望ましいとされている。実際に，教科書の副読本においても，最低４つ程度の方略が紹介され，学

年が上がっても担保され続けていた。 

 従って，子どもの多様な考え方を認めず，教科の系統性の名の基に，１時間ごとに子どもの考えを

一つに無理に集約しないで，多様な方略のよさを認めながら，長期的な視野で子どもの成長を見守る

のがカナダの算数教育である。 

 そこで，以下のように方針を定めた。 
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① 子どもの多様な考えを認め，子どもの考えを無理に集約しない。 

② 子どもが自分の考えを表出する場を保障する。 

③ 子どもの学習成果物や発言から逐次形成的評価を行い，子どもの学習を見守る。 

④ 多様な交流方法の選択。 

 筆者はこの方針に基づき，算数科の単元を構成し実践，分析した。次章より詳しく論述していく。 

 

 

3. ５年生算数科子どもの多様な学びを保障した「割合」の授業 

（１) 割合概念の難しさ 

割合は二つの量を見比べるときに生まれてくる概念である。相対的でそのままでは数値化できない

内包量を数値化できるところに大きな価値をもっている。しかし，2量の関係を表すこととなるので，

数の相対的な見方が必要となり，具体的操作期終盤の子どもにとって理解しづらい概念である。 

全国学力学習状況調査によると，数量関係では「割合の意味を理解すること」が報告されており，

その際，基準量よりも比較量の方が小さい場面で，割合が１より小さくなることへの理解に課題があ

ると示されている。（国立教育政策研究所教育課程研究センター，2012を筆者が要約） 

平成２６年度全国学力学習状況調査のＢ問題５（３）は，「示された情報を整理し，筋道を立てて

考え，小数倍の長さの求め方を記述できる」ことを出題の趣旨としている割合に関わる問題である。

これは，Ｂ問題の中で最も正答率が低く，無回答率が高くなっている。この解決策として，「示された

情報を整理し，解決の見通しを立てることができるようにする。」とある。立式するために，問題場面

を理解し，必要な数量の関係を判断する力を高めることが必要なのである。 

平成２６年度全国学力学習状況調査のＢ問題５（２）は，「示された情報を解釈し，基準量の１．

５倍の長さを表している図を選択することができるかどうかをみる」ことを出題の趣旨としている。

正解率は４６．３％であり，基準量を誤って捉えていたり，割合を絶対値として考えてしまったりし

ている傾向にある。解決策としては「小数倍の意味を図と関連付けることで，基準量や比較量の関係

を的確に捉えることができるようにする。」とある。（国立教育政策研究所，2014を筆者が要約） 

すなわち，基準量や比較量などの関係を明らかにする為に図を活用することの重要性が示唆されて

いる。割合の問題場面を多様な図に整理・表現することで，演算を決定し，問題を解決できるように

なるのではないだろうか。 

 日本の教科書では，どのような図を扱っているのかを調査したところ，複線図が支配的で，段階的

に，具体的な図，帯グラフ，数直線，線分図などが使われている。あえて，複線図の優位性を教師が

指導せず，多様な図を有効に活用しながら，学習を進められるように単元を構成した。 

 

（２）分析にあたっての基本方針 

ア アクティブ・ラーニング 
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主体的・協同的な学習が展開される単元構成，授業構成による実践。また，主体的に判断して選択

する場の保障。 

イ 子どもの思考の可視化 

個，グループごとに，考えをホワイトボードに表現するよう促すことと，子どものノートによって，

子どもの思考を可視化する。 

ウ 子どもの思考の分析 

子どもの選択する図の変遷を顕在化し，分析することで，研究の目的の達成状況を考察する。 

 

（３）対象 

ア 児童と授業者 

 北海道教育大学附属函館小学校５年２組。男子１９名，女子２１名。授業者，学級担任 神野藤均。 

イ 単元 

 「比べ方を考えよう（２）～百分率とグラフ～」（東京書籍）１３時間扱い。 

平成２６年９月に本単元を実施し，図１のように単元を構想した。教材は５社の教科書比較から実

態に応じて東京書籍の問題を一部改変して使用した。第１小単元は割合と百分率について導入する。

第２小単元は百分率の問題に取り組む。第３小単元は割合を表すグラフについて学習する。本研究に

おいては，割合の概念形成の中心的役割を果たす第１小単元と，２小単元の中盤までを分析の対象と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 単元を貫く課題と単元構成 

本単元は，「図やグラフの活用」について単元を貫いて追究する。第一，二小単元では，百分率の

問題を数直線や複線図に表現して解いたり，説明したりする。その際に，問題に応じたよりよい図に

ついて議論を深めていく。第三小単元では，グラフや表の活用に進んでいく。 

とりわけ，第一，二小単元では，「数直線」「複線図」「線分図」の有用性にスポットをあて，数時

間に渡って子どもに議論をさせる。その際には，以下の２点を視点とするよう促す。 

① 問題場面を理解し解決する過程で，その思考を整理するツールとしての図。 

（図１：本単元の構想イメージ） 
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② 考えたことを表現するツールとしての図。 

 

（イ）１単位時間に選択・判断の場を２回は設ける 

人は選択と意思表明を求められると，能動・受動に関わらず個人の価値観に基づき判断する。また，

集団の一員であっても，判断の主体は個人である。ゆえに，子どもが選択する機会を短いスパンで設

けることで，学習の主体であり続けると考えた。 

主たる問題を１問解き交流する。そして，類題を１問解く。その際に，本時で登場した図の中で最

適と思われるものを選択して解くという学習構成にした。 

 子どもは方略選択の度に，それまでの学習を振り返り，主体的に判断して現時点における自分の最

適解を選択する。そして，自分で状況を判断して最も効果的な行動を選ぶ主体性をも獲得していくと

考えた。 

 

（ウ） 協同的な学習 

算数科の目標として算数を進んで生活や学習に活用する態度の育成が求められている。算数を道具

として使う為には，授業構成の中に子どもが主体的に判断し行動する場面を作っていくことが必要で

あると同時に，自分たちの学習をメタ認知することが大切である。また，算数科の学習を進めていく

上で，学び合いによって生じる相互作用は大きい。 

そこで，本単元では，目的に応じて子どもが，交流方法を多様に選択できるようにした。これまで

の学習を振り返り，問題を解く為に最適な方法を模索するのだ。これは，子どもが学習をモニタリン

グし，解決方略を獲得していく上で，重要な意味をもつと考える。子どもが選択できる交流方法は既

習のものに限られる。 

本研修では，ギャラリーウォークなどの多様な交流方法について研修した。その経験を基に，本学

級では表１にあるような５つのグループ交流を行っている。それぞれに長所・短所があり，子どもた

ちは，それらを実感している。 
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（エ） 本単元における思考・表現のツールとしての図 

既習の図としては，テープ図，線分図，数直線，複線図（教育出版編集部，2014）などがある。自

分はどの図を選択するのか，その理由を問題文との照応関係の中で明らかにしていく。量感が必要な

のか，一本の数直線で表現できるのか，複線図で説明をすべきなのか，まずグループで話し合い，次

に全体で話し合う。 

問題を解く為の道具であり，説明の為の道具である図を使い，吟味し合うことで，図に対する理解

 概  要 長  所 短  所 

函館小 

ワールド・

カフェ方式 

複数のグループの情報を短時間でシェアする

為に行う。各グループの一人はホスト役とし

て残り，仲間は分散してゲストとして他のグ

ループの席に着く。ホストはゲストに考えを

説明する。ゲストは分からない点などについ

て質問する。これを１セットとして，３セッ

ト程度行い，元のグループに戻り，集めた情

報を共有する。 

疑問点をその場で確認した

り，議論をしたりすることが

出来る。 

２～３分を１セット

として２～３セット

を必要とする。必ず

一定時間を必要とす

る。見ただけで分か

る内容には不適。 

店番交流 ３～５分間の一度の交流で終了。それぞれの

グループで一人が店番として残る。グループ

の他のメンバーは，他のグループの情報を調

べに行く。店番は，質問された場合に答える。

店番は，１～２分置きに交代していき，制限

時間内に全員が店番をする。 

その場で補足説明をするこ

とができる。（ギャラリーウ

ォークの問題点を解消する

上で生み出された） 

店番がどんどん交代

していく為，慌ただ

しさがある。 

番カフェ 店番交流と基本的な形態は同じであるが，店

番役は交代しない。番カフェ終了時に，ＷＣ

と同様にグループ内での情報シェアを行う。 

店番が交代しないので，ある

程度落ち着いて交流するこ

とが出来る。 

全ての情報が共有さ

れない場合がある。 

ギャラリー

ウォーク 

自由に立ち上がり，ノートや作成物を見て歩

き，情報をシェアする。 

見ただけで分かる状態であ

れば，短時間で情報を共有化

できる。 

見ただけで分からな

い状態だと，情報が

正しく伝わらない。 

グループ毎

に発表 

１グループごとに考えを全体にプレゼンテー

ションしていく。最もオーソドックスな方法

である。 

一斉に自分たちの考えを伝

えることが出来る。プレゼン

テーションする力が高めら

れる。 

１グループずつ発表

するので時間がかか

る。 

（表１：附属函館小学校における５つのグループ間交流） 
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（表２：子どもの表現した図の種

類） 

を深めるとともに，割合概念自体への理解を深めていくこととなる。 

例えば６教時の割引の問題では，0.3 をどう処理するのかで，図が変わってくる。問題を理解し，

図に表す過程で，0.3 と 0.7 の関係で混乱が見られるはずである。一本の数直線で表そうとすると難

しくなり，複線図にしようとするのではないだろうか。或いは，図３と図４のように 0.3と 0.7で長

さが同一であったり，図４の 0.3に対応するところに 175円と表記したりするなど，数直線の機能に

問題はないものの，量感の伴わないものや，そもそも問題場面を表現できていないものが出てくる場

合がある。 

 

 

 

 

（図２：0.7の複線図）       （図３：量感のずれた図）    （図４：0.3の複線図） 

 

 

 

（４） 実際の授業における子どもの選択 

 実際の授業で，グループごとに本時において最適と思われる図と式と答えをホワイトボードに表現

した。子どもが既習経験や他教科の学習を基に表現した図は，第１・２小単元で８つあった。 

Ａは，Ａ序数詞と表によって，問題場面を整理したもの。Ｂ

アレイ図は，２年生のかけ算で使われるような半具体物で場面

を表現し整理していた。Ｃ言葉と式は，図は伴わないものの，

式の意味を言葉によって説明したもの。Ｄ具体的な図は，実際

の問題場面を面積図のように表現したもの。いわゆる面積図に

はまだ到達していなかったため，具体的な図とした。Ｅ数直線

は，一本の数直線の上と下にパラメータを入れることで，問題

場面をシンプルに表現したもの。Ｆ線分図は，線分によって問

題場面を整理したもの。Ｇ複線図は，２本の数直線によって問

題場面を表現したもの。Ｈ円グラフは，算数科では未習であるが， 

社会科の学習では既に登場している。答えの割合を分かりやすく

表現する方法として使っていた。 

  

Ａ 序数詞と表 

Ｂ アレイ図 

Ｃ 言葉と式 

Ｄ 具体的な図 

Ｅ 数直線 

Ｆ 線分図 

Ｇ 複線図 

Ｈ 円グラフ 

0        □  250(円) 

0          0.7   1(割合) 

0    □      250(円) 

0     0.7        1(割合) 

0    □      250(円) 

0     0.3        1(割合) 
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ア 第１教時 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図５：第１時の問題 

 

 

（ア） Ａ 序数詞と表 

 図５の問題に対して，図６のように，序数詞と簡易な表を用いて問

題場面を整理して，解決していた。４０名中３２名がこの方法を選択

していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） Ｃ 言葉と式 

 序数詞や表ではなく，言葉と式によって自分たちの考えを表現して

いた。４０名中８名。 

 

 

 

 

 

 

  

図６：子どもの図① 

図７：子どもの図② 

図５：第１時の問題 
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図１１：子どもの図⑤ 

図８：第２・３時の問題 

イ 第２・３教時 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)  Ｂ アレイ図 

 ８０人と１２人の関係を○と●で表現した。問題場面を整理する方法と

しては，一定の評価を得ていた。２名 

 

 

 

(イ)  Ｅ 数直線 

 一本の数直線に表現し，立式過程と結果を説明していた。30名。 

 

 

 

 

 

(ウ)  Ｆ 線分図 

問題場面を線分で表現し，立式過程と結果を説明していた。４名。 

 

 

 

(エ)  Ｈ 円グラフ 

 割合 0.15を円グラフによって表現した。答えを表現するツールに特化し

て使用した。４名。 

  

図９：子どもの図③ 

図１０：子どもの図④ 

図１２：子どもの図⑥ 
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図１７：子どもの図⑩ 

図１５：子どもの図⑧ 

図１６：子どもの図⑨ 

ウ 第４教時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） Ｂ 言葉と式 

 比べる数÷もとになる数の式に基づいて立式していたが， 

問題構造を理解できずにいた。４名。 

 

 

（イ） Ｄ 具体的な図 

 ホワイトボードに表現する時間がなく，グループ間交流の際に子どもが板

書したものに教師が追記した。当初はジュースの形そのものであった。４名。 

 

 

（ウ） Ｅ 数直線 

数直線で表し，その説明を追記していた。 ２８名。 

 

 
 

（エ） Ｈ 円グラフ 

 全体に対する割合を円グラフで表現して問題を整理していたが， 

立式の際に困り，３つの式を出した。 

① 300÷20，②0. 2×300，③20÷300である。 

他のグループを参考にして問題構造を理解しようとしていた。４名。 

 

図１４：子どもの図⑦ 

図１３：第４時の問題 

図１３：第４時の問題 
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図２０：子どもの図⑫ 

図１８：第５時の問題 

エ 第５教時 

 

 第４教時は，子どもたちに混乱が見られ，

適用問題に至ることが出来なかった。そこ

で，急遽，第５教時を設けて比較量の求め

方についての理解を確実にすることとした。 

 

 

 

 

 

 

（ア） Ｄ 具体的な図 

 子どもはボトル図と呼んでいたが。全体の 80％を表現していた。４名。 

 

 

 

 

（イ） Ｅ 数直線 

 数直線で表し，説明していた。２４名。 

 

 

 

（ウ） Ｆ 線分図 

 数直線を線分図のように扱い，問題構造を表現しようとしていた。８名。 

 

 

 

 

（エ） Ｈ 円グラフ 

 円グラフにこだわりをもって主張してきた。４名。 

 

 

図１９：子どもの図⑪ 

図２１：子どもの図⑬ 

図２２：子どもの図⑭ 
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図２５：子どもの図⑯ 

図２４：子どもの図⑮ 

オ 第６教時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） Ｅ 数直線 

 値引き額から代金を求める方法について数直線を用いて表現していた。

２２名。 

 

 

（イ） Ｆ 線分図 

 問題場面を線分図によって表現していた。２名。 

 

 

 

（ウ） Ｇ 複線図 

 本単元で初めて複線図が登場した。教科書にあるような複線図が図２６

である。問題場面を端的に表現したものである。一方，Ｍ店とＪ店の比較

を表現する為に，二つの数直線を用いて表現した図２７もあった。合計１

６名。 

 

 

 

 

 

図２６：子どもの図⑰ 

図２７：子どもの図⑱ 

図２３：第６時の問題 
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図 

時 

Ａ 

序数詞・表 

Ｂ 

アレイ図 

Ｃ 

言葉と式 

Ｄ 

具体図 

Ｅ 

数直線 

Ｆ 

線分図 

Ｇ 

複線図 

Ｈ 

円グラフ 

1h 32名 0名 8名 0名 0名 0名 0名 0名 

2・3h 0名 2名 0名 0名 30名 4名 0名 4名 

4h 0名 0名 4名 4名 28名 0名 0名 4名 

5h 0名 0名 0名 4名 24名 8名 0名 4名 

6h 0名 0名 0名 0名 22名 2名 16名 0名 

表３：子どもの選択した図の変遷 

（５） 考察① 

ア 子どもの選択した図の変遷からの考察 

 子どもの選択した図の変遷は表２のようにな

った。グラフに直すとグラフ１のようになる。 

表２とグラフ１と授業中の教師の見取りを

もとに，考察を与える。また，Ｅ数直線，Ｆ線

分図，Ｇ複線図は数直線の仲間である。そこで，

「Ｅ～Ｇ」を「数直線系」とし，「Ａ～Ｄ及びＨ」

を「その他」とする。 

 

（ア） Ａ 序数詞・表 

 Ａ序数詞・表は１教時では支配的であったが，２教時以降，誰も選択していない。１教時は試合ご

とのシュートの成功率の問題であり，結果を整理して提示するために表が有効である。従って序数詞・

表が支持されたが，２教時以降は演算決定理由を表現するために数直線の仲間が多用された。 

（イ） Ｂ アレイ図 Ｃ 言葉と式 

 アレイ図は，数を具体的に○と●で表現するので，子どもにとって分かりやすいもののように感じ

ていたようだが，割合 0.15を表現することができず，グループ間交流の際に，説明に苦慮していた。

他のグループの説明を聞き，２・３教時にアレイ図を選択した２名は，４教時にはＣ言葉と式を選択

した。最終的に５教時以降は数直線に帰着している。 

 

（ウ） Ｄ 具体図 

 ４教時に，具体図が登場する。面積図への橋渡しになるような図であった。４教時に具体図を用い

た４名は，５教時には線分図を選択している。抽象度が一段高いものに変容している。更に，６教時

には複線図を選択しており，他の考え方を参考にして，既習事項を振り返りながら，自分に合った思

考ツールを選択している。 

 

（グラフ１：子どもの選択した図の変遷） 
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35 

1h 23h 4h 5h 6h 

A序数詞・表 

Bアレイ図 

C言葉と式 

D具体図 

E数直線 

F線分図 

G複線図 

H円グラフ 
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（グラフ２：子どもの選択した図の変遷） 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1h 23h 4h 5h 6h 

E数直線 

F線分図 

G複線図 

（エ） Ｈ 円グラフ 

単元途中では，答えを表現する方法として，円グラフを主張する子どもが４名いた。４時間に渡り，

円グラフでの表現を主張し続けた。しかし，演算決定理由を質問された際に，説明のための図が必要

となり，グループ間交流の際には，数直線や言葉の式で説明を加えていた。第６教時は，問題場面を

表現するのが難しかったため，数直線を選択した。 

 

（オ） 数直線系とそれ以外の関係 

表４にあるように，数直線系が２教時以降，常に

７割以上となっており，６教時には１０割に達する。

数直線系に集約されていったことがわかる。多くの

教科書が採用しているように，数直線系が割合の学

習において効果的であることがここからも分かる。

そして，子どもは既習の学習経験を基に，解決方略

を試行していき，最終的に効果的なツールである数

直線系に辿り着いたのである。グループ間交流，全

体交流を経て，自分にとって最適な方法を模索し続

けた成果ではないだろうか。 

 

 

（カ） 数直線系の変遷 

 前段で述べたように，数直線系に集約されていっていることから，数直線系が本学級の子どもの思

考様式にフィットしたものであることがわかる。割合の指導には有効である。 

ここからは，思考・表現のツールとして，

更に分析していく。 

本学級の子どもは，本単元を学習する前に，

小数のかけ算やわり算の学習などで，Ｅ数直

線，Ｆ線分図，Ｇ複線図について学んでいる。

そして，子どもの多くは数直線に有用感をも

っていた。従って，２教時に数直線を活用し

たのは当然であった。しかし，その後，Ｅ数

直線は次第に人数を減らしていく。これは，

Ｅ数直線を思考ツールではなく表現ツールと

して用いていたことに原因がある。２教時の

段階では，多くの子どもが簡単に立式しスラ

 図 

時 
数直線系 その他 

1h 0% 100% 

2・3h 85% 15% 

4h 70% 30% 

5h 80% 20% 

6h 100% 0% 

表４：数直線系とその他の変遷 



- 53 - 

 

スラと答えを出し，立式後に説明のために数直線をかいていた。つまり，表現ツールとしてＥ数直線

を用いていたのだ。ところが，４ｈ以降，立式自体が難しくなってくると，問題を整理するための図

や立式する為の図が必要となっていった。その為，一本の数直線では難しさを感じ，他の方略を模索

する子どもが多くなったと考えられる。 

Ｅ数直線を使い続けた子どもは，２つに分けられる。 

① 割合について十分に理解しており，あくまで説明の為の表現ツールとして選択し続けた子ども。 

② 立式する為の思考ツールとしてＥ数直線を活用した子ども。 

②の子どもの中には，６教時にはＧ複線図を選択したものが多かった。 

 

（キ） 第６教時 付加的要素のある問題におけるツールの選択 

６教時は問題構造が難しいため，Ｅ数直線とＧ複線図を選択する姿が見られた。一本の数直線で割

合を表現する際の問題点は「問題に登場してくる数値を直線状に配置する場合，数値の分類，系列，

対応関係を統一体として把握することができずにいるからと考えられる」（加藤康順，1980）と加藤氏

が指摘している。つまり，一本の数直線に多くのパラメータが入ると統一体としての把握が難しいの

である。そして，この問題の克服の為に加藤氏が複線図を考案したのである。 

６教時においては，Ｇ複線図を１６人が選択している。１６名中４名は，Ｍ店とＪ店の値段を視覚

的に表現するために，２本の数直線を並列にかいている。これは，図を答えの表現のためのツールと

して使用している。一方，残りの１２名は，演算決定のための思考ツールとして使用していた。演算

決定の際には，複線図に様々な書き込みをしており，余白の多さに惹かれたようであった。そして，

思考ツールとして使用した複線図をそのままホワイトボードに表現していた。 

５教時までにもノートに複線図をかいた子どもはいたのだが，全体の場には登場していなかった。

一本の数直線で十分だと考えていたからだと推測できる。 

 しかし，６教時は金井寛文（2002）の言う「基本的な割合の問題」ではなく，「付加的な要素がある

問題」である。付加的な問題においては，付加的な計算が影響して正答率が下がる実態があるとして

いる。 

一本の数直線に表現しようとしてはみたものの問題構造を上手く表現できず思考ツールとしての

役割を果たさなかったり，何とか図にはしても，説明のために多くの追記が必要となり表現ツールと

して活用できなかったりしたのである。一本の数直線に付加的な要素のある問題を統一体として表現

することは，難しいと感じる子が一定数いたのだ。そして，一本の数直線ではなく，複線図を主体的

に選択したのだ。 

 つまり，問題構造の複雑さに応じてＥ数直線とＧ複線図のどちらをツールとして活用するかを子ど

もが主体的に選択したことが分かる。 
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（６）考察② 

 本実践は，以下の４つの方針に基づいて行った。 

① 子どもの多様な考えを認め，子どもの考えを無理に集約しない。 

② 子どもが自分の考えを表出する場を保障する。 

③ 子どもの学習成果物や発言から逐次形成的評価を行い，子どもの学習を見守る。 

④ 多様な交流方法の選択。 

 ４つの方針を貫いた結果，学習の小単元終了時には，小学校の算数科の指導において一般的に有効

とされている複線図に子どもの考えが自然と集約される結果となった。子ども一人一人が，思考の道

具としての図を選択し続けた結果，図の有用性に気付いたのである。また，全員の子どもが画一的に

複線図を選択したのではなく，それぞれの認知特性に応じて一本の数直線を選択したものもいた。問

題に対する自分の理解度や自分の特性に応じて方略を選択する姿である。カナダで筆者が学んだ学習

者のあるべき姿であると筆者は考えている。 

 今後も，複数の解決方略を子どもが選択できるように指導を続けることで，子どもの判断力と学力

の向上を見守り続けたい。 

 

 

4. 終わりに 

 本報告書で，報告している「５年生算数科子どもの多様な学びを保障した『割合』の授業」は，平

成２６年度の本研修後に，研修の影響を強く受けて構想したものである。第９７回全国算数・数学力

研究大会では，同授業について筆者が発表した。本報告書の趣旨に基づいて，同大会の発表内容を再

編集したものである。 
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校種別実践事例【小学校８】 

「学びのユニバーサルデザイン（ＵＤＬ）の視点を取り入れた授業実践」 

      北海道教育大学附属旭川小学校  小 野 晴 子 

 

1. はじめに 

HATO研修では，英語の教授法について，基となる理論や考え方を学ぶとともに，多くの具体的で

実践的な学習活動を知ることができた。また，マイクロティーチングを実施することにより，それら

の学習活動を生かした授業の構成及び展開について実践的に学ぶことができた。これは，英語の教授

法のみならず他教科・他領域にも応用できることであり，実りの多い研修となった。 

中でも印象的だったのは，学びのユニバーサルデザイン（UDL）の考え方に基づいた「児童の学習

特性（Auditory, Visual, Kinesthetic）の把握」という視点である。UDLは，特別な支援を必要とす

る児童のみを対象にしているのではなく，全ての児童が意欲をもって，自分に合った方法で学び続け

ていくために必要な考え方であった。 

実践に当たっては，以下のUDL の３原則を基に，各教科・各領域における手立てを考えた。 

 

原則Ⅰ 提示に関する多様な方法の提供 

原則Ⅱ 行動と表出に関する多様な方法の提供 

原則Ⅲ 取り組みに関する多様な方法の提供 

 

また，UDLと学習指導要領との関連にも着目した。具体的には，UDLの考え方が指導要領で重視

している「基礎的・基本的な知識・技能の習得」と「思考力・判断力・表現力等の育成」に生かせる

のではないかということである。UDLは各児童の学習特性を明らかにし，それに合った活動を仕組

んで，児童に学習内容及び適切な力を身に付けさせるものであった。これは，個に応じた指導に結び

付くものであるため，「基礎的・基本的な知識・技能の習得」が期待できると考えた。また，学習目標

を達成するための方法は，各児童が自分に合ったものを選べばよいということであった。したがって，

児童は自分で考えて表現することができるので，「思考力・判断力・表現力等の育成」につながると考

えた。 

これらの点を踏まえて行った授業実践を以下に示す。 
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2. 授業実践 

実践１ 第３学年 英語（３５時間） 

○UDLの視点：原則１ 提示に関する多様な方法の提供 

 

【授業の実際】 

 本校は，平成２５年度から文部科学省の研究開発校に指定され，小学校英語科に向けた研究を進

めている。外国語活動と小学校英語科の違いを明らかにし，小中連携を踏まえたカリキュラム連携

の在り方，コミュニケーションを支えるための技能をどのように身に付けさせていくのかというこ

とに焦点を当てて取り組んでいるところである。 

 小学校英語科では，話すことや聞くことを中心にしたコミュニケーション活動が基本となるため，

現時点では読むことや書くことは取り組んでいない（将来的には，読むことや書くことに取り組む

ことも考えられる）。中学校外国語科との接続を考えた場合，小学校の段階から文字に慣れ親しん

でおく必要があると考え，以下のような文字指導に取り組んでいる。 

 

①フォニックスチャンツの取組 

 ⇒心と体をリラックスさせるとともに，つづりと発音の関係を理解することができる。 

②イラストとともに文字を提示 

 ⇒単語（文字）を見ただけで読むことができ，意味も理解することができる。 

③文章（sentence）を練習するときに文字を提示 

 ⇒表現を見ただけで読むことができ，コミュニケーションを図る際の助けとなる。 

 

これらはUDLの考え方における，「知覚するための多様なオプションの提供」に相当すると考え

る。提示される情報の受け取り方や理解の仕方は，児童の学習特性によって異なる。したがって，

新しい単語や文章を学習する際には，文字と絵あるいは文字と音声というように，複数の方法で提

示するようにした。また，PCや iPad等の ICTを活用して授業を行った。 

 

①フォニックスチャンツの取組 

 毎週木曜日の朝の英語の時間と週１回の授業の導入時に，ルーティンとして行っている活動で

ある。インターネットの動画サイトにあるフォニックスチャンツや市販のDVD教材（「バナナじ

ゃなくて bananaチャンツ」）を活用している。音声と動画によって児童の興味・関心が喚起され

るとともに，アルファベットが表示されるので，児童の記憶にも残りやすいと考える。音声，文

字，絵の３つが同時に提示されるため，児童の多様な学習特性に対応できるものと考えた。 
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②イラストとともに文字を提示 

 単語を練習する際は，文字の付いた絵カードを提

示した。また，iPad（写真１）を用いて個別に繰り

返し練習できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③文章（sentence）を練習するときに文字を提示 

 文章や会話等を学習する際は，中心となる表現を

掲示物として貼ったり電子黒板に表示したりするこ

とにより，音声と文字の両面から理解を促すように

した（写真２）。 

また，JTEやALTと担任とのデモンストレーシ

ョンを見せるとともに，児童が JTEやALTとの会

話に挑戦する機会を設定することにより，実際に身

体を使って覚えることができるようにした。 

 

 

【考察】 

英語の授業では，どの児童も高い意欲をもって取り組んでいる。特に，フォニックスチャンツに

ついては習熟も早く，基礎的・基本的な知識・技能の習得という点において効果があるものと考え

る。また，未習の単語のつづりを見て発音しようとする児童の姿も見られた。これは，文字と音声

とが結び付きつつあることの表れではないかと考える。 

JTEやALTとの会話に挑戦する場面では，児童によって取組の意欲に差が見られた。児童が安

心感や自信をもって活動できる雰囲気づくりをするとともに，実際の会話による学びのよさを実感

させる手立てが必要である。 

文字指導については，あくまでも中学校外国語科との接続に向けた慣れ親しみを目的としている

ため，児童の学習特性を押さえつつも，児童の負担にならないような文字の量や提示の仕方に配慮

する必要がある。 

写真１ iPadの活用 

写真２ 電子黒板の活用 
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実践２ 第３学年 総合「旭川にはどんな川が（環境）」（２５時間） 

 ○UDLの視点：原則Ⅰ 提示に関する多様な方法の提供 

原則Ⅲ 取り組みに関する多様な方法の提供 

 

【授業の実際】 

旭川の川に関心をもち，川の環境について調べたり川の生かし方を考えたりすることで，川に親し

みをもつとともに川とのかかわりを深めることをねらいとした。 

本単元は２次構成である。単元の導入では，旭川市を流れる川の概要について学ぶとともに児童の

もつ川への思いを交流し，川での体験活動につなげた。この体験活動の感想を基に課題を設定し，第

１次では，旭川を流れる川の現状について調べ，自分にできる環境保全の取組を考えた。続く第２次

では，全国の実践例や旭川市の取組から，川を生かすまちづくりの在り方について考えた。 

 

①パワーポイントを使った学習（原則Ⅰ） 

川の概要については，パワーポイントとワークシ

ートで提示し，絵や画像と文字の両面から理解を促

した。また，１次のまとめや２次の導入時にもゲス

トティーチャーによるパワーポイントを使った学習

を行った（写真３）。 

 

 

 

 

 

②グループ活動によるプレゼンテーション作成（原則Ⅲ） 

第２次では，ゲストティーチャーである北海道

開発局の職員の方から「旭川の川辺をよくするた

めのアイディアを出してほしい」という依頼を受

けるという形で，グループ活動による川を生かし

たまちづくりを考えた。様々なイベントや施設等

を考え，グループによるプレゼンテーションを行

った。 

 

 

 

写真３ パワーポイントを使った学習 

写真４ グループ活動によるプレゼンテーション作成の様子 
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【考察】 

パワーポイントを使用した学習では，児童が興味・関心をもって取り組んでいる様子が見られた。

市内の主要４河川については，ほとんどの児童が理解していた。絵や画像と文字の両面からの提示

とともにワークシートに記入する活動を取り入れたことで，児童の理解が促されたものと考える。  

グループ活動では，活発に話し合い，既習内容を生かしながらプレゼンテーションの作成に取り

組む児童の姿が見られた。自分たちで内容を自由に考えることが活動に対する自主性や学習意欲を

促すことにつながったと考える。 

プレゼンテーションの提示方法については，児童の実態や発達段階，作成時間等を考慮して模造

紙に書くことに統一した。UDLの原則Ⅱでは，「行動表出に関する多様な方法の提供」ということ

で，制作物の多様性を挙げている。その点から考えると，本実践では，児童の表現についての制約

が大きかったかもしれない。国語科で身に付けた発表の仕方を生かす等，他教科との関連を一層図

り，児童の発達段階に合わせた表現の多様性について吟味していくことが課題である。また，それ

に応じた評価を整備していくことも必要である。 

 

 

 

 

実践３ 第４学年 理科「電気のはたらき」（１３時間） 

 ○UDLの視点：原則Ⅱ 行動表出に関する多様な方法の提供 

原則Ⅲ 取り組みに関する多様な方法の提供 

 

【授業の実際】 

本単元のねらいは，電気の働きについて興味・関心をもって追究する活動を通して，乾電池のつな

ぎ方や光電池に当てる光の強さと回路を流れる電流の強さとを関係付ける能力を育てるとともに，そ

れらについての理解を図り，電気の働きについての見方や考え方をもつことができるようにすること

である。 

第１次の導入時では，モーターと乾電池の接続部分を隠した２つの扇風機を提示し，「なぜ両者の

風向きが異なるのか。」という疑問を基に問題を設定した。第２次では，風をより強くするために，乾

電池の数やプロペラの羽根の枚数，モーターの種類を変えて実験した。ここで，乾電池の数を増やせ

ば必ず風が強くなると考えていた児童は，予想と異なる実験結果から，「直列つなぎ」「並列つなぎ」

の違いについて理解した。第３次では，第２次での学習を踏まえて，乾電池のつなぎ方と電流の強さ

の関係を明らかにした。 
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①グループで異なる実験（原則Ⅲ） 

ここでは，風を強くするには乾電池の数を増やすとよいという予想に基づいて各グループで回路

図をかき，それを基に回路をつくって風の強さを調べた。そのため，グループによって組み立てた

回路が異なり，それに応じて異なる実験結果が出る状況が生まれた。 

 

②実験結果の表示方法（原則Ⅱ） 

 実験結果については，風の強さを紙がなびく角度として表すことにした（写真５）。 

数字と分度器の両方で表示するとともに，回路図も掲示して風の強さと回路の関係を考えられる

ようにした（資料１）。 

 

③数の評価方法（原則Ⅲ） 

 本単元では，総括的評価以外にパフォーマンス評価と１枚ポートフォリオによる評価を行った。

パフォーマンス評価では，直列つなぎと並列つなぎを回路図に表すだけでなく，一人一人が教師の

前で回路を組み立てるテストをすることで，技能・表現の見取りを試みた。 

１枚ポートフォリオによる評価では，児童が次ごとに文章記述による自己評価をし，学びを振り

返るようにした。また，ポートフォリオには調査問題も加え，単元の学習の前後に取り組むことで，

児童が自己の変容を実感することができるようにした（資料２）。  

 

【考察】 

各グループで考えた実験をすることができるため，児童は意欲的に実験に取り組んでいた。特に，

児童の多くは，乾電池の数を増やしさえすれば必ず風は強くなると考えていたため，並列つなぎにし

たグループは予想に反する結果が出たことで，「自分たちの方法は正しいのか。」「他のグループの結果

はどうなのか。」という疑問をもち，交流の必要性が生まれた。また，直列つなぎにしたグループも「な

ぜ乾電池の本数は同じなのにグループごとに風の強さが変わるのか。」と交流への意欲を高めていた。

総合の実践と同様，活動の自由度を高めることで，児童の学習に対する意欲の高まりが見られた。 

資料１ 風の強さと回路の関係 写真５ 風の強さを測る実験器具 
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評価を多様にしたことは，児童

の学習に対する習熟を助けたとと

もに，教師にとってもより適切に

児童を見取ることができるように

なったと考える。また，単元の前

後で同じ問題に取り組むことによ

って，自己の変容が明らかになり，

学習の効用を実感することができ

たと考える。今後は，１枚ポート

フォリオを学習のフィードバック

としてより活用できるように，記

述の内容を吟味していく必要があ

る。 

  

3. 終わりに 

 今回は，研修で学んだUDLの視点を取り入れるとともに，学習指導要領や本校の教育課程との関

連も図りながら実践を進めてきた。それは，UDLの手法が目的化しないようにするためである。眼

前の児童の学習特性を捉えた上で，彼らの意欲を高め必要な力を身に付けさせるために，UDLの視

点が大切であることを改めて確認することができた。 

現在，学習指導要領の改定に向けた動きが見られる中で，特に重視されているのがアクティブラー

ニングの充実である。知識の習得のみならず，思考力・判断力・表現力等や，主体性をもって多様な

人々と協働する態度を養うことがそのねらいである。また，子どもが学習の見通しを立て，主体的・

協働的に課題の発見・解決に取り組み，学習したことを振り返る活動が重要とされている。これは，

UDLの原則Ⅲの「協働とコミュニケーションを育むオプション」の提供にも通じるものと考える。 

そもそもUDLの考え方は，児童への指導方法だけではなく，目標から教材，評価に至る全てを包

括してカリキュラムと捉え，それをユニバーサルにデザインすることが，多くの児童の教育的ニーズ

に適合することになるというものである。この考え方は，今後の授業を進めていく上で重要になって

くると考える。２１世紀の社会に求められる汎用的能力を育成するために，評価も含めたカリキュラ

ム編成とその充実についてUDLの視点を生かしていきたいと考える。 

 

4. 参考文献 

 ○学習指導要領 文部科学省 

 ○学びのユニバーサルデザイン ガイドラインVer1.0 日本語訳 金子晴恵 バーンズ亀山静子  

資料２ 調査問題から見る児童の変容資料

資料１ 複数の表示による実験結果 
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校種別実践事例【小学校９】 

「『承認』をテーマにした授業」 

      東京学芸大学附属竹早小学校  德 富 健 治 

 

1. はじめに 

 カナダの教師と対話してもっとも感銘を受けたのが，自分・他者を承認し，また，他者からの承認

を受け入れる姿勢を子どもたちに育んで欲しいという願いが強いと知ったことである。帰国後，「承認」

をテーマに授業づくりに努めてきた。実践を始めてから半年～１年足らずだが，子どもたちの中に少

し変化が見られるようになってきた。 

 

2. ４年生 好きな曲紹介 

子どもが「教材の選択・計画 − 練習 － 発表 － 批評」のサイクルで学習を重ねる，個別的に学

ぶ活動である。自ら教材を選択し，計画を立て，それを練習する時間を保証し，それを発表する環境

を用意することによって，子どもたちは責任もって自ら学び進めていくようになり（学びを進めてい

く過程で自分の活動に対して承認できるようになる），また，発表を批評しあう場面（批判する場面で

は他者を承認することはもちろん，他者から承認されることを受け入れる）を設定することによって，

音楽との関わり方は多様で，一人ひとり興味や感じ方が異なることを感じることができるようになる。

これらの活動に繰り返し取り組むことによって，他者を受け止めようとする姿勢や，批判的思考を生

み出すと考える。 

 この活動は高学年を除くすべての学年・クラスで実施している。今回の報告書では４年生の活動を

紹介する。本学年はこの活動を４月から取り組みを始めた。子どもたちにとって初めての活動である

ことを考慮して，１学期中に発表すること（当初，授業者の計画では２ヶ月間で１度発表することを

考えていたが，４，５月は連休や行事で授業時間が確保できなかったため前述の期間とした），CDな

どの音源を使ってもよい，1人で発表すること，以上３つを授業者との約束として取り組ませている。 

 活動当初，子どもたちは興味のある楽器を見つけ，それをひたすら鳴らすという姿が多く見られた。

しかし，その活動に取り組む中で，次第にこども自身が気持ちのよい音を獲得しようとしたり，お気

に入りの曲を演奏しようとしたりと，さまざまな試みが見られるようになった。また，自身で取り組

むことを見つけることができなかった子どもたちも，さまざまなことを試みている子どもたちに触発

されて，次第に自身の活動を見つけ，それに浸る姿が見られるようになった。本活動を始めてから２

週間ほど過ぎたあたりから，発表する子どもが現れたので，発表を聴いた（見た）あとに，その発表

について批評し合う場面をもうけた。当初は「～○○が良かった」などの「良かった」 風の嵐だっ

たが，教師が「なぜよかったと思ったの？」や，時には「ホントに良いと思った？」と釘を刺して，

本当に感じたことを言うことを促した。すると，子どもたちはより真剣に仲間の発表を聴くようにな

り，良くない点やその改善方法についても述べられるようになってきた。さらには，そういった指摘



- 64 - 

 

を受けた発表者は「もっと練習したい！」「もう１回発表したい！」といった声が挙がるようになり，

自発的に練習に取り組む姿が多く見られるようになった。 

 本実践は目下研究中であるが，現時点でも大きな手応えを感じている。この子どもたちがこれから

どのように成長していくのかを見守っていきたい。 
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校種別実践事例【小学校１０】 

「日常の教育活動の相対化としての本プログラムの成果報告」 

      東京学芸大学附属世田谷小学校  木 村 翔 太 

 

1. はじめに 

 私は，東京学芸大学附属世田谷小学校で勤務をしていた平成 25年に，HATOプロジェクトが主催

する平成 25 年度小・中学校教員向けプログラム (以下，本研修)に参加させていただく機会をいただ

いた。本研修で得た知見を元にした，現場での実践報告を行うのが本稿の目的である。本研修に参加

させていただいた当時も職場を移った現在も，小学校において担任を行なっており，実際に英語や外

国語活動の授業を担当する機会はない。そのため，実際に英語の授業を担当している他の参加者のよ

うに，ビクトリア大学で得た知見を直接的に活用した事例を報告することはできないが，私としては，

本研修に参加したことで知識を高めるとともに，教育観の質的な変容が起こり，そのことが，研修参

加後の自らの教育活動に大きく影響を与えていることを実感している。そこで，本稿においては，本

研修の成果を広い視野で捉え，実際に英語や外国語活動の授業を担当しない教員にとっても本研修が

意義深いものであったことを報告したい。 

 

2. 本研修で学んだこと 

 

２−１ カナダという国の背景 

 ビクトリア大学において学んだことは，カナダの教育についてのアイデアである。それは，多種多

様な学習者を意識して，多様なアクセスが可能となるように設計された教育（以下，ユニバーサルデ

ザイン教育）に集約されている。 

 まず，なぜカナダがそのような教育観を持ち得たかについて述べたい。我々が約３週間に亘って学

んだのは，ブリティッシュコロンビア州の州都であるビクトリアの中心街からバスでおよそ 30 分の

ところにあるビクトリア大学である。ビクトリア大学は広大な敷地を有し，その中に，他国からの留

学生や遠方から来た学生が生活するためのクラスターハウスが幾つも棟を成している。我々も寝泊ま

りをしていたそのクラスターハウスから，主に午前中座学の研修を受講した講義棟に歩く途中，大き

なトーテムポールを幾つか通り過ぎるのであるが，そのトーテムポールこそが，カナダのユニバーサ

ルデザイン教育のアイデアの発端の一員となった先住民の象徴である。カナダにおけるトーテムポー

ルといえば，2010年に開催されたバンクーバー冬季 輪のシンボルにも採用されたことでも話題とな

ったが，カナダ第三の都市バンクーバーの中心街に程近いスタンリーパークにも数多のトーテムポー

ルが点在している。 輪特集のテレビでも，バンクーバーの観光ガイドブックでも，これらは，先住

民に対するリスペクトを表すものとして紹介されていたが，本研修の中で，先住民の存在が，カナダ

のユニバーサルデザイン教育のアイデアの発端を成すものであることを知った。研修１日目に，ビク
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トリア大学構内にあるFirst Nation’s Houseで先住民文化についてのワークショップに参加した。講

師の Nick は先住民の子孫で，とても厳かな雰囲気で創造主などにまつわる神話（といっても，彼は

決してMythとは言わず，True Storyとして話すのだが）を教えてくれた。それから，先住民にとっ

て杉の木はとても大切なものであり，杉の木なしでは彼らの生活は成立せず，彼らの生活のあらゆる

場面に活用されていることを説明し，実際に杉の皮を使って編み物をするワークショップを行った。

そこでは，テレビやガイドブック同様先住民の文化の素晴らしさに触れた体験をさせてもらったので

あったが，数日後の講義で先住民にかかわる，カナダが抱える教育の問題について知ることとなった。

ブリティッシュコロンビア州の教育についての講義では，同州の教員免許の制度や教員の研修制度な

ど様々なことについて触れられたが，一際印象に残っているのが，先住民の子孫の子どもたちと，そ

うでない子どもたちの学力格差の問題であった。進学率やテストの結果に如何ともし難いほどの差が

生まれているという。しかし，その説明は，単に能力格差を杓子定規で語るのではなく，そもそもの

能力観の差異が強調されていたのである。先述のように，先住民文化における杉の木をはじめとする

自然を生活の中に取り込んでいくような能力と，現代の先進各国における能力の価値観がまるで違う

というのである。元々，新大陸として発見され，その後世界各国からの移民を受け入れてきたカナダ

においては，先住民，ヨーロッパから移住してきた人たち，さらには，「移民」と，ひとくくりにはで

きないほどの多様性を持つ移民とが共存しなければいけない国なのである。そのような国家的背景か

らカナダは，ヨーロッパからの移民たちが先進国の教育観を振りかざすのではなく，他者と共存可能

な教育が目指されることとなったのである。そして，そのアイデアのひとつの形が，カナダの教育の

根幹に据えられたユニバーサルデザイン教育なのである。 

 

２−２ 教室に生きるユニバーサルデザイン教育 

 これまで，カナダのユニバーサルデザイン教育を生んだ背景について，学んだことを述べてきたわ

けであるが，ここからは，そのアイデアが授業場面にどう活用されているかについて報告したい。 

 我々が本研修で時間を割いて学んだことは，ラーニングスタイルという考え方である。学習者をひ

とくくりの「学習者」と捉え，教育者が提示した条件に合うように学習者のインプットやアウトプッ

トを制限してしまうことは，一斉授業を基本とした教育がマンネリ的に抱える問題である。そこで，

学習者の個性を尊重し，個々人が３タイプの学習スタイルのうち，どの学び方を得意としているのか

を把握するのが，VAKラーニングスタイルの考え方である。VAKとは，視覚優位の学習者（Visual  

learner），聴覚優位の学習者（Auditory learner），および運動優位の学習者（Kinesthetic learner）

の３タイプの学習スタイルの頭文字をとったものである。それらの判別は，学習者自身によるアンケ

ートへの回答によってなされ，それは 15〜20 の質問から成る。それにより学習者は３つのタイプに

分けられ，授業者はそれぞれのスタイルに対応するべく，多様なインプットやアウトプット方法を組

み込んだ授業を設計するのである。具体的には，専ら口頭で行ってきた授業中の作業指示を，実際に

教師がやってみせたり，学習者に実際にやらせてみたりすることで，聴覚からの学習よりも視覚や運
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動による学習が得意な学習者にも平等に機会をひらく。また，これまで，専ら学習感想文を書かせる

ことで測ってきた学習成果を，口頭によるスピーチにさせてみたり，劇で表現したりすることで，学

習成果の発表方法にも多様性を持たせることなどである。 

 この VAK ラーニングスタイルは，依然として「書ける」ということに重きを置く風潮がある日本

の教育観にとってアイオープナーとなるとともに，学習者中心を標榜する近年の日本の教育にひとつ

の具体的な手立てを提案するものとして十分に検討の価値があるであろう。 

 

3. 本研修の成果 

 

 冒頭にも述べたように，私は本研修の成果を実際の授業場面に具体的に組み込んで行っているわけ

ではない。しかし，本研修の成果が実際に生かされている場面と，教育観の変容を記述することで，

成果報告に替えたい。 

 

３−１ VAKラーニングスタイルの間接的な価値 

 本研修に参加させていただいた後の２年間，私は小学校２年生の担任をしている。その中で，先に

紹介した VAK ラーニングスタイルの実施を試みた。しかし，この試みは実際にはうまく機能しなか

った。なぜなら，実際にアンケートを日本語に翻訳し，子どもたちに回答をさせてみたが，発達段階

的に自身を客観する視点が十分に育っていないため，そこで得られた結果についての信憑性が薄くな

ってしまうからである。しかし，この VAK ラーニングスタイルは，子どもたち自身がそれを意識で

きなくとも，学習を支える大人たちがそのアイデアを共有することで，子どもたちが学ぶ環境を変化

させられる手応えを得ることはできた。実際に授業を行う私自身が，子どもたちの多様性を意識し，

できるだけ多様な情報ソースを準備することができるようになったことはいうまでもないが，保護者

会や個人面談の場で我が子の学習態度やその成果を憂いている保護者にこの VAK ラーニングスタイ

ルの話をすると，これまで杓子定規で子どもを見ていたことに気づくことができ，その後より柔軟な

姿勢で子どもと接することができるようになり，その結果親子関係も良好になっていったという事例

もあった。また，以前は「学習障害」という一括りだった子どもたちの多様性は，近年，様々なテス

トによってデータ化され，その子は何が得意で何が不得意であるのかについての情報が明確になって

きた。それに伴って，それらのテスト結果を持って担任に相談に来る保護者も増えている。その項目

の中には，「言語による指示が通りにくい」などの文言が記載されており，かつての「学習障害」はよ

り精緻に見極められ，VAKのラーニングスタイルとシームレスに繋いでいけるものとなっている。そ

のため，こちらが VAK ラーニングスタイルの知識を持ち合わせているだけでも，そのような子ども

たちに対応する心構えが自然とでき，また，保護者をはじめとする，子どもたちの学びを教師ととも

に支えていく大人たちとの信頼関係の構築がしやすくなっていると感じる。VAKラーニングスタイル

の価値は，実際のそのスタイルでの学習を実施することもさることながら，より広い視野で学びとい
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う行為・現象を捉えていこうという提案性にあることを感じている。 

 

３−２ 日本の教育をどう考えていくか 

 本報告書では，カナダにおけるユニバーサルデザイン教育を VAK ラーニングスタイルに絞って報

告しているが，その他にも，Dominant Brain（右脳優位か左脳優位か）などについても学んだ。そ

れらに共通するのは，学習者の得意分野を伸長していこうとする教育観である。そのような教育観に

触れた時，私をはじめとする他の日本人参加者の脳裏にまず浮かぶことが，「苦手分野を伸ばさなくて

いいのか」という考えであった。この素直な我々の反応は，いみじくも，日本人に固定化した教育観

を浮き彫りにするものであったように思う。 

 日本の現行の教育制度は，工業社会において「誰がどこに配置されてもある一定の仕事ができる」

ということが目指され，敷かれている。均質なものを数多く生産することが目指される社会において

は，できるだけ短所のないようなジェネラリストの育成が第一目的となるのである。従って，学習項

目全般においてある一定のレベルをクリアするためには，学習者にとってそのレベルに達していない

項目の底上げが目指されることとなる。このようなアイデアは，国家のシステムとしての教育制度に

おいて軽視できないものではあるが，本研修でユニバーサルデザイン教育を学んだ我々の反応を鑑み

ると，もう少し逆の立ち位置の教育についてその価値を検討することが必要であると感じた。逆の立

ち位置とは，つまり，スペシャリストの育成を目指す教育である。現在，世界はグローバル化が進み，

これまでは一つの企業の中で個人に分担されていたような役割を国単位で担うことも求められている。

たとえば，地価や人件費の安い国々は工場の役割を担い，そこで作られる製品のデザインは先進諸国

で担うといったことがある。そのように，大きな単位で，子どもたちが巣立っていく日本を思い描く

と，他の人には思いつかないような発想を出したり，従来の価値観を一新するようなデザインを出し

ていったりする能力の涵養も我々教員に求められている任務であるようにも感じるのである。そのよ

うに，国を超えて，時代を超えて一線を画すような仕事をしていく人材の育成を想起すると，少なく

とも，我々が本研修で感じたような，「長所の伸張をひたすら語られることに対する違和感」は，緩む

べき余裕を幾分か持つのではないだろうかと考える。 

 このような価値観の変容のきっかけは，紛れもなく本研修の成果といえるであろう。 

 また，ユニバーサルデザイン教育の形として，カナダでは VAK ラーニングスタイルや Dominant 

Brainなどの手法が用いられているが，それらの特徴として，子どもたちを理解しやすい対象として

機械的にカテゴライズしようとする意図が見られる。このようなアイデアの背景には，日本とカナダ

の教師の働き方や職業観の差異が現れているように思う。カナダでは，小学校の教員といえども，基

本的には授業を実施することが仕事であり，保護者対応や教育相談のような機能はソーシャルワーカ

ーなどに任せられる。一方，日本では，教師の負担が叫ばれるものの，教員は「担任」として，学習

場面に限らず生活面や躾，人間関係や時に家庭環境まで，子どもたちを全人格的に支えるシステムと

なっている。だからこそ，日本ではその子の学習のスタイルをわざわざ一般化する必要性が薄く，む
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しろ，カテゴライズしてしまうことで，カテゴリーとカテゴリーの間からこぼれ落ちてしまう，その

子特有の性質を見落としてしまうことを危惧することができるのではないだろうか。このように考え

ると，日本のそれとは異なるカナダの教育事情から，本研修で知った手法をそのまま日本の現場に取

り入れてしまうことで，失ってしまうかも知れない「担任」制度の良さを実感するのである。 

 このように，日常当たり前のものとして行ってきた「担任」としての仕事を客観視することができ

たこともまた，本研修の成果であると捉えている。 

 

 

4. おわりに 

 

 本稿では，私が平成 25 年度小・中学校教員向けプログラムに参加させていただいたことで，学ぶ

ことができた内容および，その成果について報告させていただいた。本稿中で何度か断っているよう

に，本稿は具体的な授業の実践報告ではない。しかし，本研修に参加させていただいたからこそ得ら

れたことは一言に，「日常の教育活動の相対化」というところにあると感じている。このことは，決し

て本研修の成果を暈すということではなく，むしろ，教員としてのキャリアを積んだ者が参加したこ

のプログラムであるからこそ，そこで学んだことを直輸入して実際の現場にスライドさせることに留

まらず，より深層にある価値の本質を得ることができるのではないかと考えている。さらに言えば，

本研修成果の本質は，単に知識が増えたという量的な広がりではなく，教育観の変容など，質的な跳

躍をもたらすものであったということを実感している。今後も，本研修の成果を日本の教育現場に還

元していくことを約束し，本実践報告を終える。 
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校種別実践事例【小学校１１】 

「手縫いの技術を多様な方法で学ぶ授業実践」 

      東京学芸大学附属大泉小学校  三 浦   佳 

 

1. はじめに 

家庭科の学習においては，技能の習得をめざした活動が多く，「できなかったことができるように

なった。」というように自分の成長を自覚する場面を多く設定できる。学習指導要領でも２学年間の家

庭科の学習内容の見通しをもつためのガイダンスを扱う項目が設けられ，なりたい自分を想像し，目

標を立て，その目標に向けて学習を進めるという学習の流れも，自分の変容に気付くことになる。 

また，学んだことを実生活や現実社会に生かしていくという点も家庭科では重視している。自分の

生活や家庭生活の中から得た課題を学習の中で解決し，見いだした解決法や他者や異文化と関わる中

で発見した改善方法を用いて，自分や家族の生活をよりよいものにしていく。このような学習のサイ

クルを繰り返し経験させることで，自ら進んでより豊かな生活を目指した行動をとれるようになって

いくと考える。 

そのような中で，ユニバーサルデザイン的教授法，またそれに伴い，主体的・協働的な学びを促す

ためアクティブ・ラーニングの要素を取り入れ，他者や異文化と関わる中で自己を磨く児童の姿を常

に意識しながら，家庭科の指導を進めていった。 

 

2. 実践報告（附属小学校５年生での実践） 

第５学年家庭科「手縫いをマスターしよう」 

2-1．単元の目標 

 ○関心・意欲・態度：手縫いに関心をもち，材料や用具等を準備し，興味をもって取り組もうとす

る。 

 ○技能      ：なみ縫い，返し縫い，かがり縫いなどやボタンつけができる。 

 ○知識・理解   ：必要な用具の安全な取り扱い方について理解する。 

           なみ縫い，返し縫い，かがり縫いなどの縫い方について理解する。 

 ○異文化間    ：手縫いの習得についてグループで活動する中で，よりよい方法で学習を進め

るために，お互いの立場を考えて自分の考えを広げようとする。 

 

2-2．単元について 

（１）教科の視点から 

本単元は，生活に役立つものの製作について学習する単元であり，手縫いやミシン縫いなど，５・

６年生の２年間を通して目標の実現を目指す。本単元は，技能面のスタートであり，手で縫い針に

糸を通す，玉結びや玉どめ，さらになみ縫いや返し縫い，かがり縫いなどの縫い方で布を合わせて
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縫う，という力を身につけさせる。しかし，裁縫用具自体を見るのも触るのも初めての児童にとっ

ては，針に糸を通すだけでも一苦労となる。家庭科は，生活している場が学習の場であるが，家族

構成，ライフスタイルの多様化により，児童によって生活経験や技能の差が大きく，多くの実践的・

体験的活動をさせることが大切であると考えた。 

（２）異文化間教育の視点から 

（１）にも記したように，本単元は，技能の習得にあたり，個人差が生じることが予想された。

児童は本単元では，初めて裁縫用具と出会い，針や糸を使って初めて手縫いを学習した。しかし，

中にはこれまでに生活クラブで小物作りをしたことがある児童や，家庭で裁縫用具を使用した経

験のある児童も存在し，一斉授業の中ですでに個人差が生じていた。そんな中で，３２名一人ひ

とりが学習に取り組むには，従来の教師が一斉に知識を教えるという授業スタイルでは，児童た

ちはどこかで「わからない」「できない」あるいは，「知っているからつまらない」「早くもっと

やりたい」などの真逆の立場の思いが表出するのではないかと考えた。そうしたときに，本単元

の学習計画そのものを児童たちに委ね，考えさせていくことで，自分とは違った見方や考え方，

思いで授業に取り組んでいる友だちがいることに気付くのではないかと考えた。 

① ステップ１ ＜自分とは異なった文化（考え方・立場）があることを知る＞ 

新しく裁縫用具を手にし，わくわくした気持ちで学習に臨む中で，授業で学ぶ前から自分の裁縫

用具を持っていて，針と糸を用いて何かしら作ったことのある児童もいれば，裁縫用具を初めて目

にする児童もおり，人により経験の差があることに気付かせた。そのうえで，玉結び・玉どめから

かがり縫いまでを，グループごとに学習計画を立て，進めていくという見通しをもたせた。 

② ステップ２ ＜自分と異なる文化を比べて，葛藤する・客観的に多文化を捉えて悩む＞ 

１グループ４人のグループごとに，玉結び・玉どめ，ボタンつけ，なみ縫い，本返し縫い，半

返し縫い，かがり縫いの手縫いの計画と手だてを考え，遂行していった。その中で，経験の差に

より，技能レベルにも差があり，学習計画を実行するにあたっても自分ごとだけでは，計画が進

行しないということと向き合い，児童は自分の思い通りにいかないことに悩んでいった。 

③ ステップ３ ＜異文化の間に立って，判断する・自分なりの考えをもち，行動しようとする＞ 

グループの中で，本時までの学習を進めていく中で，同じグループの中でも人によって手縫い

について見解の相違があることに気づかせた。毎回の学習のふり返りをみると，自分たちのグル

ープはみんな順調にできている，経験者がよく教えられている，という思いがある反面，全然わ

からない，手伝ってもらってできたが自分でできるようにしたい，などの思いがあり，みんなで

課題をクリアーすることはできていない，ということを実感させた。残された１時間でお互いに

学び合い，教え合いながら，課題をクリアーしていこうとするためには，自分の視野だけでなく，

視野を広げて考えを深め合う，ということが大切であり，自分自身がどのように行動できるかを

考え実践していく子どもの姿を期待した。 
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2-3．児童の実態 

（１）教科の視点から 

４月より家庭科の学習がスタートしたが，多くの児童は４年生の頃から家庭科の学習に興味を抱い 

ていた。児童たちにとって，授業で学ぶことの多くが新鮮で，日頃から次回の授業で学ぶことを心待

ちにしている児童も少なくない。特に，製作に対する子どもたちの関心は高く，新しい裁縫用具を手

にし，「早く何か作りたい」と楽しみにしている。しかしながら，行事等によりこれまでの時間数は

８時間ほどで，児童らの学習に対する欲求は満たされていない状態である。 

 

（２）異文化間教育の視点から 

５年生になり，２年間親しんだクラスから新しいクラスになり２か月が過ぎたが，男女ともに大

きな隔たりはなく，どの教科においても授業中よく発言している。しかしながら，身の周りや他者

のことに目を向け，そのうえで自分の考えをもとに両者の価値を理解しながら自分の立場や考えを

客観的に顧みることのできるような話し合いの経験はまだまだ経験豊富とはいえない。今回の学習

を進めていくことで，友だちの見解や思いを知り，自分の立場，考えに留まることなく，お互いを

深め合えるような話し合いの経験を積ませたい。 

 

2-4．学習の実際（全７時間） 

 

時 学習活動 【評価】 ・教師の働きかけ 

  第１次  手縫いの学習計画をたてよう 

１ ステップ１ 

○裁縫用具と出会った。 

 

 

○手縫いを学習するにあたり，グループのみんなが

手縫いを習得するためには，どのように学習を進

めていけばよいのかを話し合い，計画した。 

 ・わたしやったことあるからわかる。 

 ・ぼく全然やったことない。 

  「知っている」ことと「できる」ことを整理す

る。 

 

 

 

 

【関心・意欲・態度】 

興味をもって，取り組もうとして

いる。 

・とにかく早くやりたい，という子

どもたちの意欲から，計画を疎か

にしないよう声をかけた。 

みんなが，手縫いをマスターするにはどうしたらよいか。 
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２ 

 

 

 

 

ステップ１・２ 

○学習計画を遂行した。 

○手縫い用練習布を使って，グループごとに計画し

た内容を進めた。 

☆自分たちの取り組みやすい方法を用いた。 

（教科書を見る・経験のある子に学ぶ・本から学ぶなど） 

裁縫用具の名前や使い方を覚える 

針に糸を通す 

玉結び・玉どめ 

 

 

 

 

 

 

【関心・意欲・態度】 

安全面に気をつけている。 

【知識・理解】 

裁縫用具の名前や安全な使い方

がわかる。 

 

・各計画をその日にうまくいったこ

と，うまくいかなかったことな

ど，グループの中で自分をふり返

ることが出来るよう時間をつく

った。 

   児童自身による，次時へつな

がる学習の見通しと振り返

り（アクティブ・ラーニング） 

３ 

４ 

ステップ１・２ 

○前時の学習計画をふり返りながら，グループごと

に学習計画をたてた。 

○グループごとに手縫い用練習布を使って，計画し

た内容を進めた。 

玉結び・玉どめ 

ボタンつけ 

なみ縫い 

 

 

○計画した活動について各自がふり返り，ワークシ

ートに記入した。 

 

【関心・意欲・態度】 

安全面に気をつけている。 

【知識・理解】 

なみ縫い，返し縫い，かがり縫い

などの縫い方について理解する。 

・本時の学習計画でどこまで進める

のか，そのための手立てまで具体

的に考えさせるようにした。 

・計画や活動を各自がきちんとふり

返られるようまとめの時間を設

けた。 

・ふり返りの際，同じグループの友

だちは自分から見てどうだった

のか，という視点ももたせた。 

第２次  活動をふり返ろう 
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５
（
本
時
） 

 

○計画（前時までの活動）をふり返った。 

 

 

 

 

ステップ２・３ 

○同じグループの中で，お互いが感じていたことを

話し合うことで共有し合った。 

グループごとにこれまでの活動において，メン

バーそれぞれはどのような気持ちで進めていたの

かを伝え合う。 

 ・みんな玉結びと玉どめは，できていた。 

 ・友だちにやってもらわないと，しっかりできな

かった。 

 ・ぜんぜんわからなかった。 

 ・もう少しわかりやすく説明すればよかった。 

 

 

 

 

 

 

 

○次時の計画を立てた。 

次の計画に向け，どのようにしていったらよいか

を考えた。 

 ・残り１時間しかないから，１つでもみんなで

mission をクリアーできるように，しぼって計

画しよう 

 ・残り１時間しかないけど，まだ全員がクリアー

できているとは言えないから，もう一度初めか

らていねいにやり直そう。 

 ・できている人もいるけど，玉結びがわからない，

できない，という人がいるから，わからない，

という人ができるように計画をたてよう。 

   協働的な学び 

 

 

 

 

 

○本時をふり返りワークシートに記入する。 

 

 

 

 

 

 

◇グループで手縫いの学習を進め

ていたが，残された時間は，あと１

時間であるということを知らせた。 

 

 

◇前時までのワークシートを各自

ふり返り，どのようなことを考えな

がら進めていたのか，グループで意

見交換をさせた。 

◇お互いの感じてきたことを知る

ことは，今後の学習に役立つとい

うことを知らせ，自分のワークシ

ートの内容をできるだけ素直に

紹介するよう指導した。 

【異文化間】 

自分の立場だけでなく，相手の立

場も理解することで，計画を進め

るためにはどうしたらよいのか

について，広い視野で考えてい

る。 

◆自分の思いだけでなく友だちの

思いを受け止めて，自分なりの考え

をもち，話し合っている 

  

 

 

 

 

 

◇各グループでの話し合いについ

て，前時までの各自のふり返りを

もとに手立てをまとめておいた。 

◇話し合いが滞るグループには，随

時助言して次時の計画の話し合

いを促した。◇次時の計画の話し

合いを，各グループをみて回る中

で，異文化間に立った話し合い， 

計画ができているグループをおさ

え，計画 

が一段落したところで，全体に紹介

した。 

 

友だちの思いに目を向け，活動をふり返ろう。 
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○ふりかえり 

 本時の授業を個人で振り返り，ワークシートに記

入した。 

 

 

 

 

◇計画が早めに立てられたグルー

プは，次時に向け，本時の限られ

た時間の中でできるとこまで計

画を実行してもよいことを投げ

かけた。 

 

◇今まで自分たちが進めてきた活

動と，今回話し合ったことで，自分

の考えや行動に変容が表れたかど

うか，自分自身をふり返る時間を確

保するようにした。 

第３次  みんなでmissionにチャレンジしよう 

６ 

 

ステップ３ 

○グループごとに前時で立てた計画を実行した。 

○計画をふり返り，前時を受けて立てた計画がどう

であったかをワークシートに記入した。 

 

【関心・意欲・態度】 

 自分たちで計画した活動を，意欲

的に実行しようとしている。 

【異文化間】 

 友だちの立場も考えながら，計画

を実行しようとしている。 

７ ○今までの学習を踏まえ，今後の学習に向け，全体

で手縫いの学習を確認しながら復習をした。 

【技能】 

玉結び・玉どめ，ボタンつけやな

み縫い，返し縫い，かがり縫いな

どができる。 
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2-5．考察 

（１）成果 

  ①視野を広げる振り返り 

   手縫いの学習を，裁縫用具との出会いから，グループで計画し，学習計画を進めていく中で，

一度，教師が計画を止め，各グループの現状を振り返る活動を取り入れた。あるグループは，「な

みぬいが楽しい」，「得意」，やボタンつけのことについて，ふり返りをしている児童に対し，１人，

できないことに苛立ち，玉どめをやってほしい，と他の３人とは明らかにペースが違っており，

３人は，前者の児童の思いや状態に気付いていない。３人は，前者の児童の思いを無視してこの

まま，彼を置いて進めてしまってよいのか，彼の悩みを解消するためにはどのように進めていく

のがよいのか，についてそれぞれの考えを交わせた。話し合いを経て，残された時間の中で自分

たちは学習をどのように進めていけばよいのかを考え直し，計画を実行していった。一時停止を

し，自分たちの学習を振り返ったことで，お互いの立場や思いを理解し，児童たち自身で次の学

習の手だてを新たに考えることができた。 

（２）課題 

  ①教科としての家庭科の特性から 

本題材は，スキル面の習得であり，児童たち自身で学習計画を立て新しい技術を習得していく

ことは，家庭科の教科として評価の基準が曖昧になり，全員が同じ条件で基礎を身につけること

が困難であると考える。今回のような進め方はとなると，一人一人を個々の評価でみとらなけれ

ばならず，評価は簡単ではない。また，みんなでお互いの立場も理解しながら進めていくことで，

下位の児童は周りから学ぶことがあるが，上位の児童たちにとって，新たに学習することは果た

してあるのか，という課題があり，知識や経験にかかわらず学べることが必要である。 

また，UDL は，すべての学習者のニーズに応えた，しっかりとした学習支援を提供できるよう

なカリキュラム（目標・方法・教材・評価）であり，様々な学習者のニーズに合わせた多様なア

プローチに迫る必要があるが，特別支援的な視点ではなく，通常学級にあてはめて考えた場合，

UDLというよりアクティブ・ラーニングにつながるのではないかと考えた。 

②葛藤面 

葛藤している内容が，情意面となってしまい，missionとして課していた課題を確実にどこま

で達していればクリアーになるか等の手だてが不足していたため，児童から手縫いのスキルを習

得するための必然性に欠けていた。話し合い，葛藤を乗り越えた先に家庭科の学習として学ぶべ

き要素を設定し，どれだけ児童の心に火をつけられるか，どのような単元設定ができるかが課題

である。 
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校種別実践事例【小学校１２】 

「自分とは異なる読みと出会う国語の授業作り」 

      東京学芸大学附属大泉小学校  山 下 美 香 

 

1. はじめに 

東京学芸大学附属大泉小学校では，平成２４年度「『グローバル社会に生きる力』を育む～国際理

解教育から異文化間教育へ～」，平成２５年度「『グローバル社会に生きる力』を育む～国際理解教育

から異文化間教育へ～」，平成２６年度「『グローバル社会に生きる力』を育む～異文化間教育カリキ

ュラム評価と検証 英語教育の教科化へ向けた授業づくり～」をテーマに研究している。世界で活躍

するには単に文化の違いを知ることだけではなく，互いに認め合い，共に生きようとする「共生の態

度を育む」ことが求められていると考える。そのためにも，文化と文化の間に立ったものの見方や考

え方を育む，すなわち「異文化間教育」がこれからの教育では大切になっていくと考え，」文化と文

化の「間」に立つ児童を育成することを研究している。 

このカナダでの研修では，英語の教授法はもちろんであるが，カナダの教育について学び，これか

らグローバル社会で生きていく子どもたちにとってどのような力が必要であるのかについて考える

ようになった。研究テーマにそって，国語の実践を報告する。 

 

2. 【東京学芸大学附属大泉小学校国語部の理論提案】 

１．めざす児童像 

グローバル社会では，多様な文化的背景をもつ人と共存・共生していくことが求められるという

考えのもと，小学校教育のめざす児童像を「視野を広げ，異文化の間に立って，行動していこう

とする子」として，これまで研究を進めてきた。それは，異なる文化との共存や国際協力には異

質な双方を対等に見つめる意識や力が必要であり，その力を育むためには小学校段階から異なる

文化や考え方の間に立って双方を客観的に見つめて互いに合意を形成していくための力を育む，

異文化間教育が必要だと考えるからである。 

それを受けて，言語に関する能力の育成を目標とする国語科では，めざす児童像の「視野を広

げ，異文化の間に立って，行動していこうとする子」を，次のようにとらえた。 

○「視野を広げる」…国語を適切に表現し正確に理解することを通して，物事や自分の考えについて

多面的な見方・考え方をしたり，批判的に思考したりして，自分の立場や考え方を見つめ直す子 

○「異文化の間に立つ」…人間と人間の関係の中で，言葉を通して正確に理解した互いの立場や考え

を尊重し，どの立場の人間でも納得のできる考え方を論理的に思考したり豊かに想像したりする子 

○「行動していく」…言葉を手掛かりとしながら論理的に思考したり豊かに想像したりしたことを，

どのような言葉を選んで表現するのがふさわしいか主体的に判断し表現する子 



- 78 - 

 

２．国語科で行う異文化間教育 

 （１）異文化間教育を意識した国語科授業（３つの力を育む授業） 

国語科では，文章教材に対する異なる見方や考え方（異文化）を持った児童同士が話し合い，

葛藤しながらも一つの合意を形成し，その合意に基づいて言語表現をしていく学習を通して，

「視野を広げ，異文化の間に立って，行動していこうとする子」の育成を進めていく。その学

習は次に示すような学習過程となり，その学習に必要な力として「グローバル社会に生きる力」

（「視野を広げる力」「対話力」「解決力・実践力」）を，目指す児童像に基づいて位置づけた。 

 

【国語科の異文化間教育の学習過程と，「グローバル社会に生きる力」の位置づけ】 

国語科の異文化間教育の学習過程     そこで必要な「グローバル社会に生きる力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①視野を広げる力 

文章教材の読みについて，児童が互いの読みを交流する活動を設定した。この活動場面で

は，児童が互いの読みを比べながら，共通点や相違点を見出していく。児童は，その共通点

や相違点は何を根拠に生まれるのか，互いの意見の理由を発表しながら考えていく。自分の

意見と異なる見方や考え方を否定するのではなく，その見方や考え方を受容的に捉え，自分

が持っていた見方や考え方を広げていく力を「視野を広げる力」として位置づけた。 

様子や心情，描写や人柄，さらには主題や視点，構成など，発達段階や教材文の特性に沿

った読みの観点を基に，文章を多様な見方や考え方で読むことができる力の育成を目指して

いく。 

 

 

対話力 異なる意見の理由を互いに比べながら相違

点や共通点を見出し，互いが歩み寄りながら合意形

成を行う。 

視野を広げる力話し合って，多様な見方，考え方を知る。 

１．教材文と出会う。 

２．感想の交流から疑問点などを見出す。 

 
３．解決した疑問を，劇や絵本作りなどの 
集団による活動で表現していこうとする。 

４．疑問点について話し合い自分の考えをもつ。 

 
５．同意見の児童同士で意見の根拠を明
確にしていくために話し合う。 
 

６．意見の異なる児童でグループを組み，一
つの合意形成に至るように話し合う。 
 

７．合意形成された内容を，お互いが納得の
いく言葉を選んで表現していく。 

「グローバル社会に生きる３つの力」 
・「視野を広げる力」 
・「対話力」 
・「解決力・実践力」 

解決力・実践力話し合って，一つの見方，考え方に決め

る。 
解決力・実践力決まった内容に沿って，グループの全員

が納得する言葉を選んで劇の台詞や絵本作りをする。 
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②対話力 

この力は，様々な話し合い活動の場面で必要となる力である。異文化間教育の学習過程に

おいても，教材文を読んで見出した疑問点について学級全体や小グループで話し合う活動場

面や，話し合って決まった内容に沿って表現する言葉を選んだり決めたりする活動場面で，

話し合い活動が設定されている。 

話題や手順といった話し合いを進めていく力や，発言の偏重や共感的な態度といった関係

を調整する力，相違点や共通点から課題を見出したり自分や相手の意見の変容について振り

返ったりする論理的思考面の力の育成を目指していく。 

③解決力・実践力 

異文化間教育の学習過程では，教材文から見出した疑問点や相違点などの課題について，

話し合って合意形成を得た後，その合意に沿って言葉を選んで表現していくという活動を設

定した。この活動場面では，まず，異なる意見の児童同士が話し合いながら歩み寄り，文章

の読みについて互いに納得できる意見を見出していく。次に，合意に至ったその読みに沿っ

て，互いが納得する言葉を選んで，劇台本や絵本の台詞や話の筋などの言語表現をしていく。 

相手の見方や考え方をどこまで受容できるのかといった思考面の力や，話し合って決まっ

た読みを表現するのにふさわしい言語を，選んだり創造したりできる力の育成を目指してい

く。 

 

3. 【授業実践①】 

２年生（１月実践） 

「『アレクサンダとぜんまいねずみ』～アレクサンダが一番大切にしたかったものは何だろう～」 

１．単元の目標 

○国語への関心・意欲・態度  登場人物の行動や様子の変化を楽しみながら読もうとしている。 

○読 む 能 力  
アレクサンダとウイリーの境遇や生き方の違いの大体を読んでい

る。 

○言語についての知識・理解・技能  主語と述語との関係をとらえて読んでいる。 

○異文化間にかかわる能力 
読み取ったことを根拠として，友達の考えを受け入れ，自分の考

えを広げたり深めたりしている。 
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２．単元について 

（教材文：『アレクサンダとぜんまいねずみ』レオ＝レオニ 文・絵 たにかわしゅんたろう 訳） 

（１）読む能力の視点から 

 〈願いの変化〉 

「むねをどきどきさせて，大事な小石をしっかりうでにだき，かれはにわへと走り出た。」の一

文を取り上げる。アレクサンダは，人間に可愛がられているぜんまいねずみのウイリーのようなね

ずみになりたいという願いをもっていた。しかし，とかげに「おまえは，だれに，それとも何に，

なりたいの……？」と聞かれると，「ぼくは……」と自分の願いを言いかけてやめてしまう。そし

て，「とかげよ，とかげ。ウイリーを，ぼくみたいなねずみにかえてくれる？」と言う。この願い

の変化を読み取ることは，この物語を読み取っていく上で，主題に迫るとても大切な点であると考

える。「にわへと走り出た」時，アレクサンダは何を何に変えたいと思って走っていたのか。なぜ，

アレクサンダの願いは変わったのか，アレクサンダの思い，時間的なものなど子どもたちは様々に

考えることができると考えた。そこで，ここでは，ウイリーのために走ったアレクサンダなのか，

自分のために走ったアレクサンダなのかのアレクサンダの２通りの人柄にしぼり，話合いを進めて

いく。その２通りのアレクサンダについて考え，話合い，絵本を作っていく過程で異文化間に立つ

ことができると考えた。 

 

（２）異文化間の視点から捉える学習過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．教材文と出会う。 
２．疑問点などを見出す。 
 

３．自分の考えをもつ。 
４．意見の根拠を明確にする。 
５．合意形成に至るように話し合う。 
 

６．納得のいく
言葉で表現
する。 

 

異なる読みの間に立って考える 

むらさきの小石をし

っかりうでにだき，

アレクサンダは，何

を何に変えたいと思

って走ったのか。 

異なる読み

の友達と一

緒に，音読劇

の台本を作

る。 

ウイリーのために走ったアレクサン

ダなのか。 

 

自分のために走ったアレクサンダな

のか。 
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２年生「『アレクサンダとぜんまいねずみ』～アレクサンダが一番大切にしたかったものは何だろう～」

（全１４時間） 

国語科異文化間教育

の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

１．教材文と出会う。 

（１時間） 

１．学習計画を立てよう 

 

○『アレクサンダとぜんまいねずみ』
を音読し，時，場所，登場人物，中心
人物を確認し，感想を書く。 

・アレクサンダは，友だちのためにねが
いをかなえてすてきだなと思いまし
た。 

・ウイリーを本当のねずみにさせてあげ
て，アレクサンダは，やさしいねずみ
でした。 

○時，場所，登場人物，中心人
物を確認するようにする。 

●アレクサンダとウイリーの
行動に興味をもって，読もう
としている。【関・意・態】 

 

２．感想の交流から疑

問点などを見出す。 

（１時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○『アレクサンダとぜんまいねずみ』を
会話文，地の文で役割音読し，アレク
サンダが願いを叶えてもらった６場面
を確認する。 

○出来事，大きく変わった出来事を確認
し，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

○物語文の内容の大体を読ま
せるようにする。 

○学習課題を知り，見通しをも
たせるようにする。 

●主語と述語の関係を理解し
ている。【言語】 

「６場面のアレクサンダは，ウイリーの
ために，きいちごのしげみの近くでとか
げをよんだ。」とまとめられます。 

 本当にウイリーのためなのかな？ 

みんなで話し合おうよ！ 

そして，絵本を作ろうよ！ 

（自分事となる学習課題） 

アレクサンダは，ウイリーのために走ったか，自分のために走ったか。 
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３．疑問点について考

え，集団による活動

で表現していこう

と見通しをもつ。 

（１時間） 

 

 

 

 

○学習課題について，想像を広げながら，
アレクサンダとウイリーの違いについ
て自分の考えを書く。 

○文章の内容と結び付けて，自
分の思いや考えをまとめさ
せるようにする。 

●アレクサンダとウイリーの
行動や様子を叙述に即して
比べながら読んでいる。【読
む】 

３．疑問点について話

し合い自分の考え

をもつ。 

（３時間） 

 

 

 

 

 

 

○アレクサンダとウイリーの違いについ
ての自分の考えを基に，班で話し合い，
人柄をまとめる。 

 

 

○文章の内容と結び付けて，自
分の思いや考えをまとめさ
せるようにする。 

●アレクサンダとウイリーの
行動や様子を叙述に即して
比べながら読み，自分の読み
をまとめている。【読む】 

○学習課題について，６場面の「にわへ
と走り出た」時のアレクサンダの思い
を書く。 

・「早くしなきゃ。ウイリーがすてられち
ゃう。」 

・「ぼくは，ウイリーみたいになろう。」 

・「ぼくも，人間たちにちやほやされてみ
たいけど，ウイリーもかわいそうだ
な。」 

 

 

○文章の内容と結び付けて，自
分の思いや考えをまとめさ
せるようにする。 

●アレクサンダの行動や様子
を想像しながら，読んでい
る。【読む】 

国語科異文化間教育

の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

 ○アレクサンダについての２通りの考え
を知り，どちらのアレクサンダかを決
め，思いと理由を書く。 

 

 

 

○文章の中の大事な語や文を
書き抜かせるようにする。 

○文章の内容と自分の経験と
を結び付けて，自分の思いや
考えをまとめさせるように
する。 

●「にわへと走り出た」時のア
レクサンダの行動や様子を
想像しながら，読む。【読む】 

２．むらさきの小石をしっかりうでにだき，
アレクサンダは何を思って走ったのか話
し合おう 

ウイリーのため 

・ウイリーがすてられているのを見て，いそいでたすけなき
ゃと思ったと思うから。 

自分のため 

・「ぼくも，ウイリーみたいなぜんまいねずみになって，み
んなにちやほやかわいがられてみたいなあ。」と言ったか
ら。 
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４．同意見の児童同士

で意見の根拠を明

確にしていくため

に話し合う。 （２

時間） 

 

○どうしてそのようなアレクサンダなの
か理由について，同じ考え同士の友達
と話し合う。 

 

○文章の中の大事な語や文を
書き抜かせるようにする。 

○文章の内容と自分の経験と
を結び付けて，自分の思いや
考えをまとめ，発表し合える
ようにする。 

●アレクサンダについて同じ
読みの友達とその理由につ
いて話し合い，読みを深めて
いる。【読む】 

５．意見の異なる児童

でグループを組み，

一つの合意形成に

至るように話し合

う。 

（３時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本時の学習の話合いのテーマを確認す
る。 

○自分が考えたアレクサンダの台詞とそ
の理由について，考えの違う友達とグ
ループで話し合い，短冊カードにアレ
クサンダの台詞を書き，絵本を作る。 

○グループで話し合っているときに見ら
れた異文化間の姿を全体に紹介する。 

○自分が思ったことを書き，本時の学習
のまとめをする。 

 

 

 

 

 

○本時の学習のめあてをもた
せるようにする。 

○文章の中の大事な語や文を
書き抜くように伝える。 

○友達の考えた会話文や，それ
を考えた理由の似ているとこ
ろや違うところを見付けるよ
うに伝える。 

●アレクサンダについての読
みが友達と同じだったり，違
ったりしていることに気付
き，読みを深めている。【読む】 
●友達の考えを知り，話し合い
を通して，自分の考えを広げ
たり深めたりして，絵本を作
っている。【異文化間】 

３．自分のことを考えていたアレクサンダな
のか，ウイリーのことを考えていたアレク
サンダなのか，違う考えの友達と話し合
って，絵本の台詞を作ろう 

（自分事となる学習課題） 

ウイリーのために走ったアレクサンダなのか。 

自分のために走ったアレクサンダなのか。 

（対立・葛藤を乗り越える場の設定） 

絵本のアレクサンダの台詞作り 

ウイリーのため・ウイリーがすてられているのを見て，い
そいでたすけなきゃと思ったと思うから。 

自分のため・「ぼくも，ウイリーみたいなぜんまいねずみに
なって，みんなにちやほやかわいがられてみたいなあ。」と
言ったから。 
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○グループごとに話し合ったアレクサン
ダの台詞を入れて，絵本を作る。 

【むらさきの小石を見つけた時】 

【にわへと走り出た時】 

【大いそぎでよんだ時】 

【「ぼくは……」言いかけてやめた時】 

○文章の内容と自分の経験と
を結び付けて，自分の思いや
考えをまとめ，読み合えるよ
うにする。 

●話合いを通して，アレクサン
ダの人柄や主題について読
みを深めている。【読む】 

●話し合ったことを生かして，

本作りのアレクサンダの台

詞に表そうとしている。【読

む】 

国語科異文化間教育

の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

６．合意形成された内

容を，お互いが選ん

だ納得のいく言葉

で表現していく。 

（３時間） 

 

〇絵本の読み聞かせの練習をする。 

 

○文章の内容と自分の経験と
を結び付けて，自分の思いや
考えをまとめ，読み合えるよ
うにする。 

●アレクサンダの行動や様子
が表れるように台詞を書き，
本を作っていた。【読む】 

○作った絵本をクラスで発表する。 

 

○学習を振り返られるように
する。 

●アレクサンダの行動や様子
が表れるように台詞を書き，
本を作っていた。【読む】 

○こころのつながりについて自分の考え
をまとめる。 

・アレクサンダが親友すくう 

・アレクサンダの大切な友だち 

・友人をたすけた心 

○学習を振り返られるように
する。 

●物語の一番言いたいことに
ついて読み取っている。【読
む】 

課外 ○レオ＝レオニのシリーズ作品を読み，登場人物の人柄，心のつながりを
読むことなど，読書への興味を広げる。 

○絵本の挿絵を描く。 

○音読の練習を保護者に聞いてもらう。 
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３．指導のポイント 

（１）比較する 

  この「アレクサンダとぜんまいねずみ」には比べ読みのポイントがある。アレクサンダとぜんま

いねずみの比較，アレクサンダの願いの変化など比べて読むことで読みが広がっていく。それを一

つの軸として学習を進めていくことで，絵本作りの読みも広がり，深まっていくと考える。 

 

（２）話合い指導計画の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 【授業実践⑤】 

５年生（９月実践） 

「『大造じいさんとがん』～大造じいさんは堂々と戦ったのか～」 

１．単元の目標 

○国語への関心・意欲・態度  大造じいさんと残雪の戦いに興味をもって，読もうとしている。 

○読 む 能 力  

登場人物の相互関係をとらえ，人物の心情を読み取っている。 

物語を読んで感じたことを，本のサブタイトルに表現し，伝え合

っている。 

○言語についての知識・理解・技能  
語感，言葉の使い方に対する感覚などについて意識して文章を読

んでいる。 

○異文化間にかかわる能力 
グループで『大造じいさんとがん』のサブタイトルを決める話合

いを通して，自分の考えの変容や深まりを認識している。 

【５グループ】 

自分 23 「ぜんまいねずみにかえてもらおう。」 

 

自分   

 

ウイリー 

 

13 「ウイリーがすてられてしまう。」 

ウイリー 21 「たすけてあげなくちゃ。」 

 

 

○アレクサンダの思いについて 

・叙述を丁寧に読んでいる児童のグループである。話し

合いながら，たくさんの理由を読み取っていってほし

い。 

 

【７グループ】 

自分 22 「やっぱり，ウイリーに会えて，まほ

うのとかげを教えてくれたから，ぼく

をかえてほしいな。」 

ウイリー ２ 「ウイリーをすてるわけにはいかな

い。」 

ウイリー 11 「やっと小石を見つけた。」 

ウイリー 17 「早くしないとダンボールがいって，

ウイリーがすてられちゃう。」 

 

 

○アレクサンダの思いについて 

・児童２２の「やっぱり」という言葉に着目させたい。

迷っているアレクサンダに気付かせたい。 

【６グループ】 

自分 ５ 「もうここでチャンスをのがしたら，

ぼくはふつうのねずみのままになって

しまうからのがさない。」 

自分 27 「ぼくもぜんまいねずみになってみん

なにちやほやかわいがられたいなあ。

早く行きたい。」 

ウイリー １ 「ウイリーをたすけてあげないと。」 

【８グループ】 

自分 ８ 

 

「ぼくもぜんまいねずみになって，み

んなにちやほやされたいなあ。」 

自分 29 「ほかの人にやっちゃうともったいな

いもん。」 

ウイリー 

 

９ 「早くしなきゃ，ウイリーがすてられ

てしまう。」 

ウイリー 28 「早くウイリーをねずみにかえてあげ

【１グループ】 

自分 「もうすぐぜんまいねずみになれ
る。」 

自分 「ウイリーみたいなぜんまいねずみ
になったら，ウイリーと兄弟になろ
う。」 

ウイリー 「ウイリーがすてられる前に行かな
いと。とかげ出てきて。」 

ウイリー 「ウイリーがすてられたら，楽しい時
間がなくなってしまう。」 

 

○アレクサンダの思いについて 

・児童２６の「ウイリーと兄弟になろう。」と児
童１４の「すてられる前に行かないと…」の考え
があることから，時間にこだわって話し合いを進
めていくのではないかと考える。 

 前半の話合いでは同じ立場の友達と話

し合うが，後半の話合いでは自分とは違

う立場の友達と話し合う。そのため，対

立や葛藤が生まれるように話合いのグル

ープを作る必要がある。児童の話合いに

対する能力の実態を考慮していくことが

大切にある。 

「合意形成を図ることや，互いを理解

し合い交流していく関係を大切にするこ

との基礎を養う」（『小学校学習指導要領

解説 国語編』より） 

 話合い指導計画を作成することによ

り，児童にとっても，また，教師にとっ

ても，よりよい授業へとつながっていく

であろう。 
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２．単元について （教材文：『大造じいさんとがん』 椋鳩十） 

  『大造じいさんとがん』の山場である３場面を中心に読み取る。大造じいさんは，今までは残雪

のことをいまいましく思っていたが，３場面のがんおとり作戦で，はやぶさから仲間を助ける残雪

の姿やその堂々たる態度について，大造じいさんは，強く心を打たれる。そして，４場面の「おう

い。がんの英雄よ。おまえみたいなえらぶつを，おれは，ひきょうなやり方でやっつけたかあない

ぞ。なあおい。今年の冬も，仲間を連れて，沼地にやってこいよ。そうして，おれたちは，また，

堂々と戦おうじゃあないか。」の会話文を取り上げる。大造じいさんは，残雪に「堂々と戦おう」

と呼びかけるが，大造じいさんは堂々と戦っているといえるのかについて話し合う。そして，話し

合ったことをサブタイトルとしてまとめる。サブタイトルは，端的に短い言葉で書くことが必要と

なり，自ずと物語の主題を捉えるものになると考える。大造じいさんは堂々と戦っているといえる

（正々堂々）／大造じいさんは堂々と戦っているといえない（ひきょう）という読者の立場として，

主題を捉えさせる読みを作りたい。異質な考えをもつ者同士でグループを作り，一つのサブタイト

ルにまとめていくことを通して，話合いの進め方や話合いの振り返りをし，自分の考えの変容を捉

えることができる力をつけさせたい。 

そこで，ここでは，大造じいさんは堂々と戦っているといえる（正々堂々）／大造じいさんは堂々

と戦っているといえない（ひきょう）という読者の立場を２通りにしぼり，話合いを進めていく。

その２通りの立場について考え，話合い，物語のサブタイトルを作っていく過程で異文化間に立つ

ことができると考えた。友達の読みの根拠を話し合うことで，物事や自分の考えについて，多面的

な見方や考え方をしたり，それぞれの読みの良さも認めたりすることができると考えた。 

 

（２）異文化間の視点から捉える学習過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．教材文と出会う。 
２．疑問点などを見出

す。 
３．集団で表現する見

通しをもつ。 
 

４．自分の考えをもつ。 
５．意見の根拠を明確にする。 
６．合意形成に至るように話し合う。 
 

７．納得のいく言葉
で表現する。 

 

大造じいさん

は堂々と戦っ

ているといえ

るのか。 

異なる読み

の友達と一

緒に，物語の

サブタイト

ルを作る。 

大造じいさんは堂々と戦って

いるといえる（正々堂々） 

大造じいさんは堂々と戦って

いるといえない（ひきょう） 

異なる読みの間に立って考える 
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５年生「『大造じいさんとがん』～大造じいさんは堂々と戦ったのか～」（全８時間） 

国語科異文化間教

育の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

１．教材文と出会

う。 

（２時間） 

１．学習計画を立てよう 

○全文を通読し，感想を出し合い，「『大造じい

さんとがん』を読んで，物語のサブタイトル

を作ろう」というめあてをもち，学習計画を

立てる。 

○物語を３つの部分に分け，物語の設定を読

む。 

●大造じいさんと残雪

の戦いに興味をもっ

て，読もうとしてい

る。【関・意・態】 

●文や文章にはいろい

ろな構成があること

について理解してい

る。【言語】 

２．感想の交流から

疑問点などを見

出す。 

（１時間） 

 

 

 

 

○大造じいさんの３つの作戦について読み，大

造じいさんの残雪への思いを読む。 

・「大造じいさんは，一つ目に『うなぎつりば

り作戦』，二つ目に『たにしばらまき作戦』，

三つ目に『おとり作戦』を考え，がんをつか

まえようとしました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大造じいさんの作戦

に対する残雪の行動

や様子，それに対する

大造じいさんの心情

を叙述に即して読ん

でいる。【読む】 

（自分事となる学習課題） 

大造じいさんは堂々と戦っ

ているといえるのか。 

 

みんなで話し合おうよ！ 

そして，物語のサブタイトル

を作ろうよ！ 

大造じいさんの言う

「堂々と戦おう」って

どういうことかな？ 

大造じいさんは，堂々と戦

っているといえるのかな？ 

２．大造じいさんは堂々と戦ったのかにつ

いての友達の考えを知ろう 
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国語科異文化間教

育の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

３．疑問について考

え，集団による活

動で表現してい

こうと見通しを

もつ。 

（１時間） 

○４場面の大造じいさんが言った「堂々と戦お

う」について読み，学習課題についての自分

の読みを書く。 

 

●大造じいさんの言う

「堂々と戦おう」につ

いて，自分の読みをま

とめている。【読む】 

４．疑問点について

話し合い自分の

考えをもつ。 

（１時間） 

○大造じいさんは堂々と戦っているといえる

（正々堂々）／大造じいさんは堂々と戦って

いるといえない（ひきょう）という２通りの

考えを知り，どちらの大造じいさんかを決

め，理由を書く。 

 

●大造じいさんの言う

「堂々と戦おう」につ

いて，同じ読みの友達

とその理由について

話し合い，読みを深め

ている。【読む】 

●「大造じいさんは堂々

と戦ったといえるの

か」について，自分や

友達の立場からその

読み取った根拠につ

いて考えようとして

いる。【異文化＝態度】 

５．同意見の児童同

士で意見の根拠

を明確にしてい

くために話し合

う。 

（１時間） 

○同じ考え同士の友達と話し合い，根拠となる

理由を増やし，考えを広げる。 

●「堂々と戦おう」につ

いての読みが友達と

同じだったり，違った

りしていることに気

付き，読みを深めてい

る。【読む】 
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６．意見の異なる児

童でグループを

組み，一つの合意

形成に至るよう

に話し合う。 

（１時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４場面を音読し，本時の学習の話合いのテーマ

を確認した。 

 

 

 

○異なる読みをもつ友達と一緒のグループに

なり，大造じいさんと残雪の戦いについて話

し合って，グループで一つの物語のサブタイ

トルを作った。 

A：大造じいさんは，堂々と戦っていると思う

よ。だって，残雪がけがをしているときには，

撃たなかったよ。 

B：いや，大造じいさんの存在が，もうがんた

ちには恐いと思うよ。そこに銃を持っている

なんて，ひきょうだと思う。 

C：ひきょうというのは，そういうことではな

いんじゃないかな。大造じいさんと残雪の知

恵比べの戦い方が，正々堂々なんだと思う

よ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対立・葛藤を乗り越

える場の設定） 

物語のサブタイトル

作り 

（自分事となる学習課題） 

大造じいさんは堂々と戦っているといえる（正々堂々） 

大造じいさんは堂々と戦っているといえない（ひきょう） 
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国語科異文化間教

育の 

学習過程 

学習活動と児童の意識 ○手だて と ●評価 

 

 

○グループで話し合っているときに見られた

異文化間の姿を全体に紹介する。 

○話合いの内容や進め方を振り返り，学習感想

を書く。 

・自分は，大造じいさんは正々堂々と戦ってい

ると思ったけど，友達と話し合ったことで，

残雪の立場についての考えが深まりました。 

・私たちのグループは，「知恵」という言葉を

入れることで，二つの立場の考えがまとまり

ました。 

 

 

●話合いを通して，大造

じいさんの人柄や主

題について読みを深

めている。【読む】 

●グループで『大造じい

さんとがん』のサブタ

イトルを決める話合

いを通して，大造じい

さんの人柄や主題を

考えながら読んでい

る。【異文化＝思考】 

○友達の考えと自分の

考えの違いをはっき

りとさせ，大造じいさ

んの人柄や動物と人

間のかかわりについ

て読み取ったことを

根拠として，さらに理

由を探すように助言

する。 

○友達の考える理由に

ついて，読み取ったこ

とも一緒に確認しな

がら話し合う。 
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６．合意形成された

内容を，お互いが

選んだ納得のい

く言葉で表現し

ていく。 

（１時間） 

○前時の異文化間に立った話合いのよさを知

り，再度，物語のサブタイトルを作る。 

○物語のサブタイトルを発表し，学習の振り返

りをする。 

●物語の優れた叙述に

着目して，自分の考え

をまとめている。【読

む】 

●グループで『大造じい

さんとがん』のサブタ

イトルを決める話合

いを通して，自分の考

えの変容や深まりを

認識している。【異文

化＝認識】 

 

３．指導のポイント 

☆異文化間に立つ授業での学習過程の工夫 

  「大造じいさんは堂々と戦っているといえるか。」という学習課題を児童の学習感想から見出し

た。その学習感想を学級全体の学習課題とすることで，異なる読みが生まれた。そして，学級全体

で一つの課題を読むことの価値が生まれた。また，話合いでは，自分の考えをもつことが大切であ

るが，まずは，同じ意見の友達と話合い，意見の根拠を明確にすることで，異なる読みの話合いが

活発化した。 
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校種別実践事例【小学校１３】 

「学習タイプを意識した授業展開」 

      大阪教育大学附属池田小学校  宮 本 真希子 

 

 帰国後，「３つの学習タイプ」を意識した授業づくりに努めてきた。学年，教科が違っても，３つの

学習タイプを意識することで，子ども達の知識・技能の定着の助けとなったと感じた。単元ごとに学

習の流れと成果をまとめたものを実践報告とする。 

 

1. ４年生 外国語活動  単元：Ｈｏｗ ｍｕｃｈ 

以前より，小学校の外国語活動においては，聞くこと・話すこと・動くこと・掲示物を使うことを

当たり前のように行ってきている。本単元ではそれに加えて，音・文字・動きを結び付けることを意

識して授業づくりを行った。 

 

まず，モデルを示すときには次の４つの観点を重視した。 

①大きなジェスチャーで言葉と動きをつなげる。子どもたちが真似したくなるように楽しい雰囲気で

行うようにした。 

②はっきりとしたストレスで英語の正しいアクセントと発音を定着させる。英語は日本語に比べてス

トレスの強弱がはっきりとしているので，できるだけはっきりと，時にはおおげさに示すようにし

た。 

③表情を豊かに授業を進めるようにした。わからない言葉があったとしても，表情とジェスチャーに

より，子どもが理解できるように，伝えたい意味を推測できるようにした。 

④発音する時には大きく口を動かすようにした。日本人には聞き取りにくく発音しにくい言葉も多く

あるので，大きく口を動かすことで，小さな違いが分かるようにした。 

 この４点を意識することにより，３つの学習タイプ全ての児童の記憶に残るような活動にすること

ができた。 

 

また，文字レベルでのフォニックスの導入も行った。 

① Aの音が/æ/であることを文字を見ながら確認する。 

②いくつかの音を覚えたら，/æ/の音からAの文字を見つける。 

③AとU，Rと Lのように似た音を聞き分ける活動を体を動かしながら行う。 

④単語の頭文字もしくは最後の文字と音をつなげるようにする。 

小学校では文字の習得をする必要はないが，文字を示すことが聞き取ること，発話することの手助

けにはなる。この文字とこの音がつながるのだ，という程度であっても，文字や単語を示すことが，

語彙力を増やすことにもつながった。 
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フレーズを習得する時には，聞いて話すだけではなく，動きを入れたり，掲示物を使ったりするこ

とで，一人一人が，意味をイメージしやすいように，言葉を定着させやすいようにした。毎時間くり

かえし行うことで，子どもたちもすらすらと発話することができるようになった。歌，チャンツ，ペ

ア活動，グループ活動，どの場面であっても聞く，話す，動く，見る活動を取り入れることで，フレ

ーズの意味と何かが結びつき，記憶できているようだった。 

 

これらの方法はどの単元でも有効であるが，全ての単元で同じパターンの学習になると，児童も飽

きてくると考えられる。そのため，これらをベースとした新しい取り組みを考えていく必要はある。 

 

 

2. ５年生 家庭科  単元：かたづけよう身の回り 

 普段から整理整頓ができている児童もできていない児童も，整理整頓が大切であり，かたづいてい

る方がよいということは理解している。また，今までの経験からかたづいている方が気持ちよく過ご

すことができることもわかっている。そこで，タイプ別に取り組みやすいかたづけ方を見つけ，さら

には一人一人が自分に合ったかたづけ方を見つけられるような授業を行った。 

 

 まず，３つの学習タイプに加えて，右脳派・左脳派の簡単なチェックを行った。一般的に右脳派よ

りも左脳派の方がかたづけを得意とする人が多いとされている。このチェックを行ったことにより，

整理整頓ができない自分を責めるのではなく，個性のひとつととらえることができた児童が多くいた

ことは，大きな成果だと考える。 

 

 整理整頓に関する経験談をグループで交流し，さらには学級全体で交流することにより，整理整頓

をする上での基本的な条件が浮かび上がってきた。 

①必要なものが必要な時にすぐに取り出せること 

②かたづける時に簡単に収納できること 

③快適に過ごせること 

これら３つの条件がクリアでき，自分が難なく長続きできる整理整頓方法こそが，自分に合った整理

整頓方法だということを全体で共有した。 

 例えば，筆記用具のかたづけ方として，机の上に物を置きっぱなしにすることを好まない人は，引

き出しの中に筆記用具を片付ける。片付けに手間をかけたくない人は，机の上に鉛筆立てを置き，使

い終わったらそこに入れる。また，使う鉛筆やペンをすぐに探せるようにしたい人は，引き出しの中

や鉛筆立てに仕切りをつけることで見やすくする。というように，自分の生活や性格に合う方法を見

つけ出すようにした。 
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 また，プリント類をファイルに入れる場合においても工夫の方法がいくつか出てきた。色で認識す

る方が得意であれば，プリントの種類によってファイルの色を分ける。文字で認識するのが得意であ

れば，ファイルの背にプリント名を書いておく。自分がよいと思う方法こそが，よい片付け方である

という意識を定着させた。 

 

 グループでかたづけ方を模索している時，ある一つのグループが，「とりあえずBOX」の活用を提

案した。これは，忙しい時にとりあえずこの箱に入れておくことによって，部屋全体が散らかること

を防ぐという提案だった。これは学級全体で賛否両論あり討論会を招くこととなった。結果，「とりあ

えずBOX」に頼りすぎることにより，箱の中を片付けることが億劫になってしまうからよくないので

はないかということになった。しかし，「とりあえずBOX」をよしとし，活用してみようと感じた児

童も数名いたようだった。 

 

 何を整理整頓する時であっても，その方法が自分にとってどうであるかということを大切にした。

そのため，学習前には整理整頓ができていなかったと答えていた児童も，学習後にはできるようにな

ったと答えてくれた。しかし，学習後であってもなかなか整理整頓ができない児童もいた。その児童

に対する手立てについてはこれから考えていきたい。 

 

 

3. ５年生 家庭科  単元：はじめてみようソーイング 

 児童にとって，はじめて裁縫セットを使うことはとてもうれしいことであり期待も大きい。しかし，

現代社会の傾向として，家庭で裁縫をする機会はあまり得られない。そのため，楽しみにしていた気

持ちと，上手くできない自分の技能とのギャップにより，裁縫を嫌いになってしまう児童は少なくな

い。実際，６年生にアンケートを取ると，半数が裁縫を好み，半数が裁縫を嫌うという二極化の傾向

がみられる。そこで今回は，単元の初めに徹底的に基本技能の習得を図ることとした。 

 

 この単元で習得する基本技能は，玉結び，玉止め，なみぬい，かえしぬい，かがりぬい，ぼたんつ

けの６項目とした。どの技能に対しても手元の動きが分かるビデオ，動きを擬音化したもの，手順を

示した掲示を用意した。導入段階では全員にすべてを提示した。児童が反復練習を行う間は３つの手

立てがいつでも見られる状態にしておいた。そのため，児童自身がつまずいたと感じた時には，個々

が個々のタイミングで掲示を見ることができた。また，反復練習を始める前には，練習しながらコツ

を見つけるように声掛けをしたため，こちらから働きかけなくても，子ども同士の気づきの中で，よ

り早くきれいにできる方法を見つけあっていた。 
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教師は机間指導の中で，３つの手立てだけでは習得が難しかった児童へ１対１対応の師範をした。

しかし，過去に同じ単元を行った時と比べると，今回は圧倒的に個別対応する回数が少なかったため，

クラス全員の達成状況を授業中に把握することが簡単にできた。今回はクラス４０人のうち個別対応

が必要であったのは２～３名であった。残りの児童は初めに全体に対して示した手立てのみで技能を

習得できた。できるだけ多くの児童が分かるための手立てを１つ示すのではなく，分かりやすい手立

てをいくつか示すことにより，個別対応の時間が減ったことは明らかである。また児童も，自分の力

だけで技能を習得できる喜びを感じ，達成感を味わうこともできていたようだった。 

 

単元を通して教師側にゆとりができたため，以前に比べて手厚く指導ができたように感じる。その

結果，現在のところソーイングが嫌いだと思っている児童はほとんどいない（アンケートを実施して

いないので厳密には分からない）。ただ，苦手だなと感じている児童は各クラス５人程度いるように思

う。彼らの意欲が落ちないような教材作りや指導方法の工夫はこれからも行う必要がある。 

 

 

4. ５年生 図画工作科  単元：スポーツ選手になった自分（粘土） 

 アルミ製の芯棒のまわりに紙粘土をつけて人形を作る学習を行った。製作時間も長く，製作過程に

おいても様々な技能が必要となる単元であった。製作の手順は次の通りである。 

 

１．モデルとなる写真をインターネットで選ぶ 

２．アルミ製の芯棒で骨組みをつくる 

３．粘土で肉をつける 

４．粘土で服を作り人形に着せる 

５．髪，顔など細かい部分をえがく 

６．小物を作る 

７．スポーツをしている場面を作り，写真撮影をする 

８．鑑賞会をする 

 どの製作過程においても，必ず細かな作り方を言葉で説明し，黒板に流れを書くようにした。そし

て，今日の授業時間でのゴールは実物を見せながらイメージさせた。それぞれの段階で注意すべき点，

失敗しやすい点，コツなどもその都度説明するようにした。手立てをいくつも示したことと，毎時間

のゴールを明確にしたことが，児童にとってスムーズに作品作りができた要因であると考える。 

 

 過程の２では写真を見て骨組みを整えるのではなく，写真を見て同じポーズを自分でやってから骨

組みを動かすようにした。そうすることでリアリティのある動きが人形に見られた。もちろん，骨は
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関節でしか動かないことは児童も知っているし，こちらからも助言はしているものの，頭の中でイメ

ージするだけでは分からないこともでてくるのだと分かった。 

 

 過程３では筋肉を意識して粘土をつけるように指導した。そうすることで，細すぎたり太すぎたり

することなくきれいな形が整った。また，マッサージするように肉をつけさせたので，粘土の境目が

なくなりきれいな肌を作ることもできた。 

 

 また，単元全体を通して，多面的に評価をすることができた。全ての評価項目を網羅できることは

もちろん，技能ひとつをとっても，芯棒の組み立て，粘土の使い方，色の付け方，表情や小物の作り

方を評価することができた。 

 

 さらにこの単元を通して，どの学習タイプの児童もそれぞれ自分に合った方法以外の学習にも取り

組むようにした。自分に合う方法を使って学習を進めることも効果的ではあるが，あえて自分に合わ

ないものを活動の中に取り入れることによって見えてきたものもあったように感じる。今回のような

長期間にわたる単元においては，様々な方法を取り入れることが，発想力の手助けになり，技能習得

の手助けになっていたようだった。 

 

 

5. ５年生 理科  各単元のまとめ 

 理科の学習では，スケッチをしたり観察した結果を表やグラフに表したりする機会が多い。そのた

め，単元のまとめを行う時も，絵や表を書いているものの方が上手にまとめられているようにとらえ

がちである。しかしながら，発表したり掲示したりするのではなく，自分自身の中でのふりかえりや

まとめとしてとらえるのであれば，自分が分かりやすいものであれば，文字だけでも十分であると考

えた。 

 

 そこで，学習したことの中で何が重要なことであるかが分かるもの，自分の考えが加えられている

ものなどをよいまとめとしてとらえるようにして，ノートに表現する方法はどんな方法でもよいこと

とした。その結果，図や表を書くことを苦手に感じていた児童が，文字だけで表現することで難なく

課題をクリアすることができた。また，文章表記が苦手な児童は絵をたくさん取り入れて，そこに説

明を書きくわえる方法をとっていた。自分らしくノートをまとめることで，より深い学習内容の定着

が見られた。 

 

 ビクトリア大学では，児童によってスピーチや模型作りによるまとめもよいと教えていただいたが，

現在の日本のシステムの中で毎単元これらを取り入れることは不可能であると感じており，教えてい
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ただいたことを活用しきれていないのが現状である。しかし，１年間の中で，１回ぐらいはまとめの

方法のひとつとして，スピーチや模型作りも取り入れたいと考えているがまだまだ模索中である。 

 以上４つの単元については単元を貫いて３つの学習タイプを意識した授業づくりを行ってきた。ま

た，理科のまとめについては，毎単元，同じ方法で自由なまとめかたを受け入れるようにしている。

これらの授業以外でも，１時間の中で，もしくは１時間のある一部分で３つの学習タイプを意識する

ことにより，クラス全体が見渡しやすくなったように感じられる。今後，他教科・他学年で授業をす

る時にも，３つの学習タイプを意識した授業づくりを行いたい。  
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校種別実践事例【小学校１４】 

「Learning Stylesの違いを活かした理科の授業」 

     大阪教育大学附属池田小学校  荒 川 真 一 

 

1. はじめに 

2014年夏，HATOプロジェクトによる英語教授法海外研修の小・中学校教員向けプログラムに参

加させていただいた。３週間にわたってカナダの学校で行われている教授法を学ぶことは，日本で行

われている教授法を当たり前のように感じていた私には，新鮮で衝撃的なものであった。特に私にと

って新しい視点であったのは，Learning Stylesの違いに合わせた適切な教授法を用いた授業スタイ

ルである。これは帰国した現在においてもとても参考になっている。今回はLearning Stylesの違い

を活用した理科の授業の実践事例を報告する。 

 

 

2. Learning Stylesの違い 

 ビクトリア大学で講義を受ける以前，私は日本で次のように感じていた。「教室にはいろいろなタイ

プの児童がいるなあ。」と。そして，一人一人の異なる個性を授業の中で活かしてやることができれば

と思い，教壇に立っていた。しかし，それぞれの個性というものは私の頭の中で，漠然とイメージさ

れているだけであって，根拠をもとにグループに分けられているものではなかった。ビクトリア大学

では，児童・生徒にアンケートを取りその結果をもとに児童・生徒の Learning Stylesを分類し，そ

の結果をもとに授業を行っていることについて講義を受けた。 

 

 児童・生徒の Learning Stylesを把握する以前に，教師自身，つまり自分自身がどのような思考の

傾向があるのかを知る必要がある。そうしなければ，児童・生徒の個性に冷静に対処することができ

ないからだ。人間は使う脳の位置によって考え方が異なるといわれている。使う位置により，右脳タ

イプ・左脳タイプ・そしてその中間の３つのタイプに分けられる。脳科学の観点から自分自身のタイ

プについて分析を行った。いくつかのアンケート結果をふまえると，私は左脳に支配されるタイプに

分類されるらしい。左脳に支配されるタイプの特徴としては，論理的できっちりとしているとのこと。

その半面，創造性や感受性には欠ける。教師は児童・生徒を掌握する必要があるため，左脳に支配さ

れるタイプの人間が多いと言われている。 

 

 大学附属小学校の教員である私は，普段教科指導の専門的な研究が多く，児童・生徒の個性につい

て深く突き詰めるなどの全体的な研究に取り組む機会は多くなかった。そのため，科学的な見地より

児童・生徒の適性を考えるという視点を得たことは，大変貴重であり，新たな授業展開を考えること

に大変役に立っている。 
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 Learning Stylesは，Visual Learners（視覚的学習者），Auditory Learners（聴覚的学習者），

Kinesthetic Learners（運動感覚的学習者）の３つに分けられる。それぞれに得意分野があり，与え

られた場面によって活躍できる度合いが変わってくる。それぞれのタイプの学習者がどのような場面

で活躍することができるのか，ペアで話しあうことを通し，ぼんやりとしていたものが明確になって

きた。 

 

 具体例を挙げて話し合いを行うことで，それぞれの Learning Stylesの児童・生徒像がはっきりと

してくる。そこで，英語の授業の中で英語による自己紹介をするという場を設定して，話し合いを行

った。次の表１は，それぞれのタイプの児童・生徒がどのような表現方法を得意とするのかをまとめ

たものである。 

 

 （表１）それぞれの Learning Stylesに適した英語で自己紹介するときの表現方法 

Learning Styles 活躍できる表現方法 

Visual Learners（視覚的学習者）  文字や絵などを用いて視覚的に訴える方法 

Auditory Learners（聴覚的学習者） スピーチや歌などを用いて聴覚的に訴える方法 

Kinesthetic Learners（運動感覚的学習者） 
動作を含めたインタビューやパフォーマンスを

用いて行動的に訴える方法 

 

自己紹介の方法は，表 1にあるように動作を含んだパフォーマンスであったり歌であったり，また，

絵を用いたポスターを描いたりといろいろある。これだけの表現方法があれば，評価規準が非常に多

くなり教師はものすごい能力を求められると感じがちである。それゆえ，表現方法を限定した授業が

多くなってしまう。しかし，授業の目的がはっきりしていると，たくさんの評価基準は必要ない。例

えば，歌がうまいということは英語に対しての評価ではない。また，絵がうまいというのも英語の授

業で評価することではない。評価すべきことは，自分が用いた表現方法の中に，自己紹介の情報がし

っかりと入っているのか，そして，それらを言葉に発するときに適切な語彙を用い，正確な発音がな

されているかということである。つまり，英語科として達成しなければいけない目標に合わせての評

価基準さえしっかりと持つことができていれば，表現方法が違っても同じ観点で評価できるのである。 

このことから，評価基準を明確にすることが児童・生徒に活躍する場を提供することにつながるこ

とが分かる。そして，Learning Stylesを活かすこととは，芯の通った評価規準を作ることだと言い

換えることができる。 
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3. それぞれの長所を生かした理科の授業展開 

 理科では，科学的に思考する力を身に着け，そして科学的に思考したことを表現することが重要で

ある。小学校理科の授業では，実際に事物の観察・実験を行い，その結果をもとに考察していく。考

察した結果をどのように表現するのか。この表現の場面で，児童それぞれの個性を活かすことができ

れば，児童が主体的に活動する授業を作ることができる。 

 表現方法は，英語で自己紹介をするときに述べた方法と大きくは変わらず，下の３つのものが考え

られる。 

① 見せることによって表現する 

② 話すことによって表現をする 

③ 実際にやってみて表現をする 

 

 しかし，これらのうちの１つだけを使って客観的に説明することはほとんどない。これらを組み合

わせることで相手が納得することができる説明ができるのである。そして，これらを組み合わせると

きの比重は児童一人一人の Learning Stylesに委ねられるのである。次からは，このことについての

実践例である。 

 

（原子力発電のメリット・デメリットを考える授業） 

 小学校６年生の「発電と電気の利用」の単元の発展学習で，原子力発電のメリットとデメリットを

考える授業を行った。ただし，この授業は原子力発電についての是非を考えるのではなく，いろいろ

なデータを用いて，賛成派，反対派のそれぞれの立場に立ってポスターを作るものである。それぞれ

の Learning Stylesによる得意分野を活かすため，ポスターの作り方は限定していない。レポートの

ように読むことを前提にした提出方法に決めてしまえば，Visual Learnersのポスターが高い評価と

なる。しかし，表現の方法に幅を持たせると，Auditory LearnersとKinesthetic Learnersの評価も

高いものとなってくる。 

 

この授業での評価の観点は以下のとおりである。 

・ 原子力発電のメリットとデメリットを説明できる。 

 

 原子力発電について調べ，そのメリットとデメリットを発表すること。その説明のためのポスター

を作ること。それ以外のことについては，特に説明をしなかったので児童のとらえ方はそれぞれであ

る。児童の作ったポスターを４つに分類した。 
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①Auditory Learners    ②Visual Learners 

 Kinesthetic Learners 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Visual Learners     ④Auditory Learners  

Kinesthetic Learners  

 

 

 

 

 

 

 

 ポスターを使って話すことをイメージした児童は，トピックだけを書いた①のようなポスターとな

る。グラフや図を使って視覚的に訴えたいと考えた児童は，②のようなポスターとなる。ポスターを

たくさん印刷して配って読んでもらうイメージを持った児童は，③のような字が多い，情報量の多い

ポスターとなる。そして，まずは全体的なイメージで見ている人を引き付けたいと考えた児童は，④

のような表現を重視したポスターとなる。 

 図画工作の授業ではないので，重要なのはデザインではない。①や④の児童は，発表するときに言

葉やジェスチャーを足して説明するであろうし，②や③の児童は言葉を特に必要としない。しかし，

その内容が原子力のメリット，デメリットをきちんととらえているかという評価規準は明確なので，

発表方法が違っても平等な評価が可能となる。 
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（植物の成長の特徴を学習する授業） 

 小学校の理科の授業では，動物や植物をよく観察する。そのときに私はスケッチを描かせることが

多い。なぜ，スケッチを描かせるのか。その理由を次の授業例をもとに説明する。 

 

小学校４年生では，ヘチマやツルレイシなどの観察を通して，植物の一生について学習する。その

復習・発展学習として，ファストプランツを観察する授業を行った。 

 

注）ファストプランツは，アブラナ科植物の遺伝子を研究するためのモデル植物として，ウィスコン

シン大学マディソン校で親植物をかけあわせて作られた。特徴は，生活環（種子が発芽してから

次の世代の種子ができるまでの期間）が３５～４０日と短いこと。そして成長しても３０cm以

下と小さいことである。 

 

「この植物の特徴を発表しなさい。」と発問すると，さっと植物を見ただけで，「子葉が 2枚あって，

そのあとに本葉がたくさん生えてくる。」などと発表する児童がいる。その発表自体は間違いではない

が，もっとよく見れば，「子葉と本葉の形がちがう。」や「子葉はつるつるしているが本葉には毛が生

えてざらざらしている。」などもっとたくさんの特徴を見つけられるはずである。それらの特徴を児童

が発見できるようにするためには，まずは対象にしっかりと向き合うことが必要となってくる。じっ

くり見るためのハードルとしてスケッチを課すことで，児童はよりしっかりと観察するようになるの

である。 

 

 本時の評価の観点は次の２点である。 

 現在のファストプランツの特徴をとらえることができる。 

 前回と比較することによって，ファストプランツの成長の様子を説明できる。 

 

 次の３つの例を用いて，それぞれの観察記録をLearning Stylesに分類していく。しかし，先にも

述べたように人間は単純にVisual Learners，Auditory Learners，Kinesthetic Learnersの３種類に

分類することはできない。そのため，１つの観察記録にいくつかの Learning Stylesが混在すること

になる。 
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①  例１ 

・スケッチを細かく描く。 

・感触やにおいのデータを視覚化して表

で表している。 

 

 上記のことより，Visual Learnersと

考えられる。 

 

 

 

 

② 例２ 

・日ごとの成長の経過を表を用いて表し

ている。 

・気づいたことを，データなどを用いて

箇条書きで端的に表記している。 

 

 表を用いて視覚化していることより，

Visual Learnersと考えられるが，例１

とくらべるとスケッチよりも文章表記に

力を入れている点から，話すことにも優

れたAuditory Learnersでもある 

と考えられる。 

③ 例３ 

・スケッチを細かく描く。 

・気づいたことを，データなどを用いて

わかりやすい文章で説明している。 

 

 スケッチを見るとVisual Learnersと

考えられるが，表などは用いず，文章表

記を多用していることから，話すことに

も優れたAuditory Learnersでもあると

考えられる。 
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スケッチを用いるという条件はあるものの，それ以外の表し方は自由である。そのため，自分の得

意な表現方法を用いるため，３つの例のように表現の仕方に違いが出てくる。しかし，先に挙げたよ

うに評価規準は明確である。絵のうまい下手や文章の書き方で評価するわけでもない。そのため，３

つの例とも優れた観察記録であると評価できるのである。 

 

 

4. つむぎ合う授業 

 学校で学習することの良さとはなんであろう。ICTが進歩して教師が話している内容を一方的に聞

くだけの知識詰め込み型の授業なら，自宅のパソコンの前で簡単に受けることができるだろう。一人

ではなくみんなで学ぶことの良さは，それぞれが思考し表現したものを児童・生徒同士が評価し合え

る，児童・生徒達でつむぎ合う授業ではないだろうか。しかし，一人一人に適した Learning Styles

は様々で，そのため表現方法はさまざまである。評価が平等でなくては，学習の意欲は高まっていか

ない。つむぎ合う授業を作るためには，平等に評価することができるしっかりとした評価規準が必要

なのである。 

 Learning Stylesを理解して，評価規準を明確にすること。そのことによって的確に評価され，学

習意欲が高まり，より自分らしく表現しようとすること。これらのサイクルで学ぶことができること

が，学校の良さではないだろうか。 

 

 

5. おわりに 

 日本の当たり前。都道府県の当たり前。学校の当たり前。学級の当たり前。当たり前に疑問を感じ

ることがなければ，新たな発想は生まれない。新鮮な考えを取り入れるために，教師は他校の研究会

に参加したり，研修に出かけたりする。しかし，教師が実際海外に行き，海外の教育の現状について

実感できる場はほとんどない。教師の主観ではなく，様々な研究の積み重ねで作られたチェックリス

トを用いて客観的に児童・生徒の Learning Stylesを把握し，それを授業展開に活かしていくやり方

は，今後の私自身の指導法に大きく影響を与えていくだろう。このような学ぶ機会を与えていただい

たHATOプロジェクトによる英語教授法海外研修に感謝するとともに，今回の研修で得たものを自分

だけにとどめるのではなく，他の教師や教育実習生などに広めていきたい。 
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校種別実践事例【小学校１５】 

「My Brain Posterの実践 

～ This is my brainワークシートを使った自己紹介活動 ～」 

     大阪教育大学附属池田小学校  高 橋  梓 

 

ビクトリア大学英語教授法研修で学んだもののうち，My Brain Posterにのみ焦点を当てて，授業

で実践したことを，資料とともに紹介する。 

  

【My Brain Posterとは】 

脳みその図の絵に，自分についての情報を描いていく，自己表現活動である。自分の性格や，好き

なもの，夢中になっていることや，大切なもの，将来の夢など，自分を説明する情報を何でも描いて

いく。最終的に友達同士で発表をして，自己表現や他者理解に繋げる。 

 

【実践】 

５・６年児童を対象に，４月の最初の自己紹介として，My Brain Posterの活動をした。 

 

【ねらい】 

自分の脳の中にあるものを考えて，友達や先生と伝え合い，自己表現や他者理解を促す。 

 

【指導展開】 

1. What’s in ~? を使った文章を，児童に質問をする。 

”What’s in your desk?” “What’s in your pen case?” など，身近な単語を使って質問をし，児童に

What’s in ~? の表現を定着する。 

2. What’s in Doraemon’s pocket? という質問をして，少し想像力を働かせる。 

3. 次に，What’s in Doraemon’s brain?と尋ねる。誰もが知っているキャラクターを使うことによっ

て，クラス全員で意見を出し合い，本時の活動である，What’s in one’s brain?の概要を導入する

ことができる。児童に，ドラえもんの好きなものや考えていることは何か尋ねる。「どら焼き」「ド

ラミちゃん」など意見が出てくる。出てきたものを，脳みその図の上に書いていき，ドラえもん

の脳の中を児童とともに作り上げていく。児童は，My Brain Posterの作り方や考え方を知る。 

4. 教師があらかじめ作っていたMy Brain Posterを提示し，モデルをみせる。そのときに，名詞だ

けではなく，形容詞など，自由に何でも入れていいことを児童は知る。 

5. This is my brain ワークシート（資料１）を描く。ピクチャーディクショナリーを使い，自由に

自分に関する単語や絵を描く。 

6. 完成したら，読み方の練習をする。30秒間話を持たせるようにする。 
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7. タイマーを使って，１人 30秒間を持ち時間とし，班のメンバーに発表する。Hi. My name is ~. In 

my brain, I have…という表現から発表を始める。30秒ごとに話し手を交代して班員全員が発表

する。 

8. 班で，一人ずつ，前に出て全体の前で発表をする。発表者のワークシートを電子黒板に拡大して

映して，学級全体が見えるようにする。このときも，30秒間をタイマーで図って，持ち時間とす

る。 

 

【まとめ】 

・友達の意外な一面を知る良い機会になる。 

・ワークシートの絵やことばが視覚的補助となり，言いたいことを伝えあいやすくなる。 

・30秒の持ち時間を設定したので，児童がたくさんの単語を使おうとする様子が見られる。 

（I have…だけでなく，I like … I play …など学習したことばが自然に出てきた。） 

・英語で自己紹介をする一つの方法として有効である。 
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資料１ This is my brain work sheet 

This is My Brain !!!!!!!!! 
Grade: _＿  Class:＿_ Number:_＿ Name:_______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi. My name is (                        ) 

In my brain, I have…………… 
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資料 2 児童の作品 

１ 

 

 

２ 
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３ 

 

４ 
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校種別実践事例【小学校１６】 

「『ひとりひとりが輝く』授業実践をめざして 

～ UDLに基づく内容重視の授業実践 ～」 

     大阪教育大学TEFL・HATOプログラム参加者  樫 本 洋 子 

 

1. はじめに 

 大阪教育大学の主催する「ビクトリア大学英語教授法夏期研修会」が初めて開催された 2012 年度

に、当時大阪教育大学大学院生であった私はTEFLコースを受講する機会に恵まれた。3週間、SLA

（Second  Language Acquisition: 第二言語獲得）について英語漬けの環境で学ばせていただいた。 

その後 2013年・2014年度から実施された小・中学校教員向けプログラム（通称 HATO研修）に

ついても、受講者および参加した 4大学附属小・中学校の教員の研修・生活面のサポートをする【ア

シスタント】として連続参加させていただいた。 

 本稿では、主にHATO研修で得たことをどのように自身の教育実践・研究に生かしたかについて記

したい。 

 

2. ビクトリア大学で学んだこと：  

   HATO 研修には附属小・中学校教員が参加した。中学校教員は英語科所属で、一定以上の英語力

を有する教員が参加していたが、一方小学校教員は外国語活動専任のものだけではなく、専門科目も

英語力もバラバラ（外国語、算数科、理科、社会科、家庭科、音楽科、体育科など）であった。その

ため、授業は基本的に英語で行われたが、内容については TEFL プログラムで主に提供される SLA

関連のものではなく、全科目に共通する教授法、なかでもUDL（Universal Design for Learning：

学習におけるユニバーサルデザイン）を軸として、脳科学の見地からのLearning Stylesや ICT活用

等を含む多彩な教授法についての講座が用意されていた。 

 

 平日は毎日朝 8時半から 12時半まで専任のインストラクター2名が担当し、講義・実習形式で授業

が行われ、午後は 16 時半まで、日替わりのインストラクターによる種々のワークショップが行われ

た。どの講義・ワークショップも興味深く、受講者が帰国後それぞれの現場・専門に合わせてアレン

ジをしていけるようなものが厳選されていた。（資料１参照） 

 私個人は自宅で小学生児童～中学生を対象とした児童英語教室を 20 年来主宰するとともに、公立

小学校で JTE（日本人外国語活動指導支援者）として実際に外国語活動において児童に指導をしたり、

JTEや小学校教員向けの指導者研修講師をしてきた。また大学院では、主に「小学校における CLIL

（Content and Language Integrated Learning：内容言語統合学習）の実践」をテーマに研究を行っ

ている。実は、HATOプログラムで提供された多くは日本で既習のものが多かった。しかし、日本で

知識として知っていたことを、本研修においては実際の教室内を想定して実践的に学びなおすことは
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大きな収穫となった。 

 

2-1:  Learning Styles 

 

 特に Learning Stylesについては、VAK（聴覚・視覚・体感覚）別の分類や右脳・左脳派別、また

は多重知能（Multiple Intelligences: MI）理論など、これまで単独で参照してきたことを総括的に学

びなおすことになった。 

研修では、まず参加者自身が「自分自身の強みを知ること」から始まり、その強みを生かしながら

「児童・生徒の強みを知り、伸ばす」という視点に皆がたつことができた。このことは自身の教育実

践の原点にも通じており、帰国後早速HATOプログラムで紹介された設問用紙をアレンジして、自教

室の児童・生徒の学習スタイル・タイプを検証した。これにより、自分のTeaching Styleの偏りに気

付き、それぞれのクラス、児童・生徒に合わせて、指導案にバランスよく活動を配置するように授業

を改善することができた。 

 

 2－2：Universal Design for Learning（UDL） 

  

我々の研修担当となった 2人のインストラクターは、経験豊富な現職の小学校教員と中学校教員で

あった。彼女たちが常日頃現場で行っている UDL の原理に基づいた授業の様子も多く紹介された。

同時にそこで実際に活用されている様々なリソース（たとえば数々のビジュアルオーガナイザーや、

4技能別の教授法、形成的評価の方法など）も提供された。 

 

日本の学校現場では、まだまだ Teacher-centeredな指導が多く、評価においても総括的評価が主に

用いられていると感じるが、彼女たちが示した教授法は、Student-centeredなものであり、評価にお

いては形成的評価を多く用いていた。これを行うには、明確な到達目標とそれをはかるためのルービ

ックを始めに明確に設定しておくことが必要であることを改めて確認した。児童・生徒の到達度を知

るために、テストで数値化できない部分の見とりを、日頃から行うための様々な技術や方法も伝授さ

れた。 

 

そして、最終のアウトカムは、ひとりひとりの児童にあった形で行われる。ある者はエッセイで、

ある者はプレゼンテーションで、ある者はポスターなどの作成で…といったように、学習の結果を様々

な形で行ってよい。これによって児童・生徒は、自分の力をもっとも適した形で効果的に示すことが

できる。私自身はひとりひとりが【正当に】評価されるこの考え方、手法に大変感動した。 

しかし一方、このような実践は、現在の日本の教育の現状（例えば 1クラス 30人以上のクラスサ

イズ）では困難であることにも気づかされる。また教師自身にも高い能力・資質が要求される。参加
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した受講生ともこの点については意見を交わすことになったが、研修で学んだ UDL の理念・原理を

どう日本の現場で活かしていくか、が大きな課題として浮彫りになった。 

 

 さらに研修の中で繰り返し引用されたBloomによる思考の分類（Bloom’s Taxonomy of Education）

は、CLILの４CのうちのCognition(思考)を学習活動に取り込んでいくために援用されており、ここ

でも自身の研究とUDLのつながりを強く感じるとともに大いに参考になった。 

 

2－3：ICTの活用 

 

 HATO 研修では、インストラクターが多くの ICT を活用していた。日本の公立の学校でもハード

面の環境は整いつつあるが、それを活用する教師の技術・知識が不足していることは否めない。イン

ターネット上には数多くのリソースがある。世界中で現場の教師が実践・活用している例も示され、

それらの情報を現場に活用する、という課題（実習）も与えられた。また ICTの活用は、特別な支援

を要する児童・生徒の学習サポートにも大きな力を発揮する可能性がある。今後UDLの視点から ICT

を活用していくことは、授業を活性化、および向上させることにつながると確信した。 

 

2－4：その他 

 

 2013年度のHATOプログラムでは、カナダ ブリティッシュコロンビア（BC）州の教育システム

について知る機会にも恵まれた。 

 BC州教育省によってTeacher Regulation Branch(TRB)が組織されており、 

 

• assessing applicants for certification,  

• issuing teaching certificates,  

• setting and enforcing standards for certificate holders, and  

• evaluating teacher education programs.  

 

が行われている。これにより現職教員の資質の向上、ネットワーク作りが促進されている。このセミ

ナーに参加して、日本においても、HATO プログラムのように「現場で活躍する教員間の相互交流、

啓蒙、情報交換などの【場】作り」が今後益々重要になってくると感じた。 
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3. 実践報告 

3－1：附属小学校でのCLIL実践 

 

 先に記したように、大学院での私の研究テーマは「小学校でのCLIL実践」である。HATO研修を

経て、「次世代の小学校外国語教育におけるCLILの可能性」に、より確信をもつことになった。 

  

文科省が学習指導要領に示す「外国語活動の目標」は、CLILの「４つのフレームワーク（４C）」

を用いることで、より具体的・明確になると感じた。そこで、修論の執筆にあたり以下の対照表を作

成した。 

 

表１: 4つのCと外国語活動の目標 

4つのC 授業内の活動 学習指導要領 

Content 他教科連携/教科横断型の内容、トピック、テー

マを扱う。(例：世界の国々、時差など) 

第 2:2-(2),第 3:1-(4), 

Communication 3つの言語の使用 第 2:1-(1),(2),(3), 2-(1)  

第 3：2(1)ｱ 

Cognition 外国語または他教科で学んだ内容と既存の知識

や学習スキルを統合させつつ、意味のある文脈の

中で、学習言語を使って考え、発話しようとする

活動 

第 2: 2-(2),  

Culture/Community 教師またクラスメートとの関わりながら、コミュ

ニケーション活動を行う(狭義)とともに、異文化

体験・国際理解を体験的に深める(広義)。 

第 2: 2-(2),(3) 

  

これを踏まえ、2013年11月に附属平野小学校6年生3クラスにおいて、Hi, friends ! 2 の“Lesson 

6 : What time do you get up? ”の単元をCLIL授業として実践した。 

この授業では、①生活を表す動作動詞に慣れ親しみ、1 日の生活について時刻を尋ねる表現に慣れ

親しむ、②積極的に自分の 1日を紹介したり、友達の 1日を聞き取ったりしようとする、③世界には

時差があることに気付き世界の子どもたちの様子に興味をもつ、という 3点を単元目標とし、地理（世

界の国・都市の位置）、理科（時差）、算数（時差の計算）との教科横断型の授業を行った。 

ただし、初回授業は同校の英語担当教諭と専属の ALT で行うこととなったため、通常の授業形態

で進められた。（授業の概要は表 2の通り） 
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表 2：授業の流れ 

第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 

挨拶・ウォーミングアップ 挨拶・復習 挨拶・復習 挨拶・復習 

時刻の尋ね方と答え方の導

入 

 

チャンツ 

My Daily Routine：自分の

一日を言ってみよう！ 

チャンツ 

What time is it now? 

チャンツ 

What time is it now? 

Listening Activity 

担任の一日を推測しよう！ 

友だちの一日を聞いてみよ

う！ 

世界の都市を確認しよう！ Day Sketch: 

世界の子どもの一日 

生活を表す動詞句の確認 絵本の読み聞かせ: 

Nine O’clock Lullaby 

時差ってなあに？ My Day：自分の一日を友達

に紹介しよう 

振り返り・挨拶 振り返り・挨拶 振り返り・挨拶 振り返り・挨拶 

 

授業の振り返りは、ビデオカメラを教室の後部に 1台設置して毎回の授業を録画・録音し、授業者、

児童の発話および行動などを記録した。また授業後、児童には振り返りシート、実践指導者にはCLIL

授業へのアンケートによる調査を行った。 

毎授業終了後、児童は「外国語活動日記」と称する振り返りシートの記入を行った。振り返りシー

トは長谷川（2011）の「外国語活動日記」を参考に作成した回答選択式項目と回答自由記述を含めた

ものを使用した。選択式項目では、児童の CLIL授業についての自己評価として「活動にすすんで参加

した」「はっきりとした声で伝えた」「新しい発見があった」「今日の授業は楽しかった」という 4 つ

の項目に対して 3つの選択肢（よくできた・できた・もう少し）の中からひとつ選ばせた。自由記述

式では、①「英語を言って気づいたことは…」②「友達と活動して、気づいたことは…」「友達の活動

のよいところは…」③「自分が成長したことは…」④「おうちの人に話したくなったことは…」⑤「次

回の授業でがんばりたいことは…」の書き出しを与え、自由に記述してもらい、のべ 110名の児童の

自由記述回答のテキスト分析を行った。 

またすべての授業実践終了後、英語担当教員および全授業を観察した ALTに対して、アンケート調

査(記述式)を行った。児童による振り返りシート回答による調査結果を示す。（表 3） 
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表 3：選択式回答調査結果 

    1回目 （％） 2回目 （％） 3回目 （％） 4回目 （％） 

Q1:授業に  よくできた 32 （29） 46 （44） 48 （52） 44 （47） 

進んで参 できた 59 （54） 51 （52） 40 （43） 39 （43） 

加した もう少し 19 （17） 6 （4） 5 （5） 5 （10） 

  計 110   103   93   88   

Q2:はっき よくできた 22 （20） 45 （43） 38 （41） 41 （47） 

りとした できた 61 （56） 49 （48） 50 （54） 39 （44） 

声で伝えた  もう少し 27 （24） 9 （9） 5 （5） 8 （9） 

  計 110   103   93   88   

Q3:新しい  よくできた 55 （50） 51 （50） 53 （57） 50 （57） 

発見があ できた 43 （39） 45 （42） 36 （39） 33 （38） 

った もう少し 12 （11） 7 （68） 4 （4） 5 （5） 

  計 110   103   93   88   

Q4:今日の よくできた 76 （69） 70 （68） 57 （62） 55 （62） 

外国語活動 できた 31 （28） 32 （31） 32 （34） 30 （35） 

は楽しかった もう少し 3 （3） 1 （1） 4 （4） 3 （3） 

  計 110   103   93   88   

 

各質問項目は、Q1「授業に進んで参加した」は児童の授業への積極的関わり、Q2「はっきりとし

た声で伝えた」はコミュニケーションへの意欲、Q3「新しい発見があった」は言語・内容理解を、

Q4「今日の外国語活動は楽しかった」で授業の楽しさをみとった。（表３） 

 

Q1～Q3においては、いずれも回を重ねるごとに「よくできた」とする回答が増えていた。特に授

業への積極的関わりを示すQ1とコミュニケーションへの意欲を示すQ2では、「よくできた」の割合

が 2回目に 20％増えていることから、CLIL授業が高学年児童の知的好奇心・興味を大いに喚起して

いることが読み取れる。また、言語・内容理解に関するQ3でも、「よくできた」とする児童の割合が

増えている一方で、Q4 の割合が減っているのは、歌やゲームなどの従来の fun 的要素の強い活動が

CLIL授業では減ったからである。 

次にCLILでは高次の思考を必要とする活動が多くあることを児童自身が自覚していることを示唆

する児童の自由記述を検証したい。児童の自由記述からは、外国語活動の評価の 3 観点（A「コミュ

ニケーションへの関心・意欲・態度」、B「外国語への慣れ親しみ」、C「言語や文化に対する気付き」）

に基づくキーワードを見つけ、分類した。（表 4） 
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表 4：評価の観点とキーワード 

評価の 3観点 自由記述から拾ったキーワード分類 

A.コミュニケーションへの関心・意欲・態度 話したい、教えたい、聞いてみたい、友達の（ ）

がよかった、～できるようになりたい 等 

B.外国語への慣れ親しみ ～と聞こえた、リズム、口の形、舌、発音、（英

語）をいえるようになった、何を言っているかわ

かるようになった 等 

C.言語や文化に対する気付き （英語以外のこと、違い）がわかった、知ること

ができた、びっくりした、気づいた、発見した、

～と比べた 等 

 

作業にあたっては、上記A,B,Cの観点をそれぞれ 3色（長谷川 2011）で色分けした。ただし児童

の自由な不規則記述には、3 観点についてオーバーラップするところも多く、その際には記述の流れ

から最も近いものにカウントし、判断に迷った際には重複カウントをした。 

 児童の記述には、たとえば「外国語で世界のことが知れてよかった」「地球をいろいろな視点から見

て考えられたのがよかった」「北極点から見ると見えない国があることがわかった」「少しずつ国によ

って、時刻がずれていくことがわかった」「日本と世界との時差がすごくあるということがわかってび

っくりしました」「太陽の光があたっているかどうかで時間が変わる」「世界地図を人が国になって学

んだりしました。とても楽しかったです」といったCLIL的なアプローチに対する児童の記述が顕著

にみることができた。結果は以下の表 5および図１の通りである。 

 

表 5：自由記述式回答結果 

  A（％） B（％） C（％） 合計 

1回目 125（40） 126(40) 63(20) 314(100) 

2回目 114(42) 114(42) 41(16) 269(100) 

3回目 94(31) 140(46) 72(23) 306(100) 

4回目 89(31) 128(44) 72(25) 289(100) 

合計 422 508 248 1178 
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図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者がより CLIL的なアプローチを行った 3回目・4回目の授業で、児童の内容理解に関する記

述（「算数と結びつけられていたのでおもしろかった」「授業を通して他国の人たちは何時に起きたり

寝たりするかを知ることができた」等）や、児童が自ら言語的な気づきを得たことを表す記述（「相手

に分かりやすく工夫しながらきちんと言えた」「時間の言い方がいろいろある事に気付きました」等）

が増えていることから、CLIL 実践で意味のあるインプットの量と質を与えることで児童の関心・意

欲を増幅させている可能性が示唆されているといえよう。 

一方で、自然な速さで多くのインプットを与えるための音声教材を活用したために、「はやく流れ

てくる声を聞きとれないときがあった」といった記述が 3回目には増えている。また発話に関する質

問項目のQ2「はっきりとした声で伝えた」について、3回目に「もう少し」を選択している児童が増

えていることからも聞きとりや発話に対する児童の不安がうかがえる。同時に「聞き取れなかったけ

ど、集中して聞きとれるようにしたい」「やっぱりはやいから聞こえにくかったけど楽しかった」とい

う記述に繋がっていることから、高学年児童が【曖昧性への耐性】を活かして、チャレンジングな活

動を楽しんでいる様子もうかがえた。 

しかし、４CのうちのCommunication（言語）で使用する 3つの言語のうち、【学習のための言語】、

【学習を通しての言語】に対する児童の負担が、取り扱う内容によっては大きくなることからも、CLIL

で重要とされる scaffolding（足場作り）をより丁寧に組み入れた授業をデザインし、児童が容易に理

解できるよう視覚教材などの工夫、準備をすることが重要であることを再認識した。 

 

 一方、一緒に実践を行った教師（担任およびALT）へのアンケート結果をみると、児童の振り返り

からは概ね肯定的な結果が得られたのに対し、担任とALTで大きな違いがあった。 

 教師に対しては、 

RQ1: CLILを用いた外国語活動では、児童はより活動に積極的に参加するか。 

RQ2: CLILを用いた外国語活動では、児童はより積極的に学習言語を発話しようとするか。 

RQ3: CLILを用いた外国語活動では、児童は内容をより理解するか。 

RQ4: CLILを用いた外国語活動では、指導者の指導意欲は高まるだろうか。 
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という 4つの設問を用意した。 

 これらに対して、担任はRQ 1～3についていずれもYes と回答したが、RQ 4については、どちら

とも言えないとした。しかしALTはすべてについてNoと回答している。 

担任のRQ 1,2についてのコメントには、それぞれ「CLILによって、子どもたちの英語での発信回

数は増えたと思う。そして、社会や理科の領域が含まれているため、予めの知識でおおよそのことを

想像することができたことで、英語の理解につながったと感じた」「自分の知っている分野のことが含

まれていると、その予備知識を利用して、内容を想像することが容易になり、理解につながると感じ

た」とあり、言語・内容理解は、児童の興味・関心を引き出す内容を扱うことがより学習に有効であ

ると述べており、CLIL授業の目的に即した回答を得た。 

ALTのコメントには、RQ 1について「少し難しすぎる」RQ 2については「（児童の)日本語の使用

が多すぎる」といった記述になっており、【学習のための英語】の難しさや日本語使用の度合いが増え

ることに対する懸念を示している。 

また担任が、RQ 4 について「単元によって教師のモチベーションは変わると思う。その教師自身

の得意単元であればあがるが、そうでなければあがるのは難しいと考える」と述べていることから、

指導者の内容に対する知識や経験によって、指導案や教材作成のCLIL的な取りくみ方に違いが生じ

ることが指摘された。 

以上の結果から、外国語活動にCLILを取り入れることにより、通常の授業と比べて、より①児童

の知的興味・関心を刺激し、高次の思考を伴った体験的な授業が可能であること、②協同学習の質の

向上ができること、③児童の積極的なコミュニケーション活動の推進がもたらされること、等が示唆

された。一方でCLIL実践における母語と目標言語の使用のバランス、担任教諭の外国語活動の経験・

知識による取組みのばらつきの可能性などの問題点も明らかになった。 

 

 

3－2：公立小学校でのCLIL実践 

 

附属小学校での実践結果をもとに修論を執筆したあと、さらに 2014 年度には大阪府下公立小学校

で 6年生に 3回の実践授業を行った。 

この小学校では、普段Hi,friends!を使用して、ALTとHRTが TT（実質的にはALTのソロ）で外

国語活動を行っている。打ち合わせの段階で、「投げ込み授業、連続して３回」での実践となったので、

既存の学習内容などを踏まえ、無理なく通常の指導計画に織り込む形で、4 時間分の指導案のうち 3

回分の実践を私とALTのTTで実施した。 

今回は、よりCLILのフレームワークに明確に落とし込んで指導案を作成した。（表３） 
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表３：４C（４つの基本原理）からの単元構成 

4Cs 1
st
 CLIL lesson 2

nd
 CLIL lesson 3

rd
 CLIL lesson 

Content 

（内容） 

「肌色ってどんな色？」 

What color is your skin? 

社会(世界の人々) 

図工（創作活動）との統

合 

「虹色ってどんな色？」  

How many colors does 

rainbow have? 

理科（天気と気温） 

図工（創作活動）との統

合 

「今日のあなたは何色

かな？」 

What color are you? 

社会・道徳（異文化理

解）、図工（創作活動）

との統合 

Communication 

（言語） 

学習の言語 

What’s this? – It’s ___. 

What color is this? 

What color is your skin?  

-- It’s ( red ). 

学習のための言語 

Do you like ( blue )? 

 Yes, I do./ No, I don’t. 

学習を通しての言語 

I think / guess it’s… 

学習の言語 

How many colors are there? 

  

 

学習のための言語 

Solo. Pair. Group. 

 

学習を通しての言語 

It means…/ They mean …. 

学習の言語 

What color are you today?  

--- I’m ( blue ). 

How are you? --- I’m 

( fine ). 

学習のための言語 

Who is ( happy ) ? 

 

学習を通しての言語 

( Pink ) means (good). 

Cognition 

（思考活動) 

記憶・理解・応用 

色の名前を覚え（記憶）、

友達の好きな色を推測

する。また肌色につい

て、一つの色を表すもの

ではないことを理解し

（理解）、自分の肌の色

を絵具で再現し、友達と

比べてみる。（応用） 

理解・応用・分析 

文字列が示すものが何か

考える。（分析） 

様々な国の虹の色・数を

知り（理解）、違いがなぜ

あるのか、考える（分析）。 

英語の意味を想像しなが

ら、英語の絵本の読み聞

かせを聞く。（応用） 

理解・応用・評価・分析 

教師のいう感情と画像

を結び付ける。（理解・

応用）その日の自分の気

持ちを色で表すどうな

るか考え、表す。また色

についてもっているイ

メージが人と違うこと

を知り、受け止める。（分

析・評価） 

Community 

（協学）/ 

Culture 

（文化・国際理解） 

 

一斉：世界のポストには

赤だけでなくいろいろ

な色のものがあること

を知る。 

ペア：お互いの好きな色

をあてっこする。個人：

自分の肌色を絵具で再

現する 

文字列の示すものが何

か、個人→班→全体で推

測し、意見を交わす。 

一斉：英語絵本の読み聞

かせを聞く。 

班：様々な国と虹のパタ

ーンを結び付ける。 

一斉：画像と感情表現を

組み合わせる。 

個人：当日の自分の気持

ちを色で表現する。 

グループ：同じ色のグル

ープの人とその日の気

持ちを聞きあう。 
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この実践をもって、日本国内の小学校でより多くの実践を啓蒙・促進することを目的に、関東・関

西で小学校で CLIL実践を行っている先生方とともに、CLIL研究の第一人者とされる上智大学池田

真教授の協力をあおぎ、2014年 9月にCLIL Primary Japanという研究会を立ち上げた。今後も小

学校でのCLIL実践に貢献できるよう精進していきたい。 

 

 

4. おわりに 

HATO研修に参加させていただいたことにより、「なぜ英語を学ぶのか？」「何のための外国語活動

なのか？」という問いに改めて向きあうことができた。今後益々顕著となる【グローバル化】の波の

中で、指導者が【育てたい児童・生徒像】を議論し共有し連携していくことが英語教育界においては

重要と考える。「ひとりひとりが輝く」ために、UDLの理念を軸にCLILを取り入れることによって、

より①児童の知的興味・関心を刺激し、高次の思考を伴った体験的な授業、②協同学習の質の向上、

③児童の積極的なコミュニケーション活動の推進をめざし、HATO研修で培った知識・ネットワーク

を今後も活用し実践していきたい。 
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校種別実践事例【中学校１】 

「学びのユニバーサルデザインを用いて思考を広げる生徒の育成」 

      北海道教育大学附属釧路中学校  寺 嶋 倫 子 

 

1. はじめに 

私は，平成２５年度にカナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリア大学で行われた教員海外研

修小・中学校教員向けプログラム研修に参加し，英語教授法について３週間の研修を受ける機会をい

ただいた。研修では，学びのユニバーサルデザインや学習スタイルに合わせた様々な活動を学び，大

変有意義なものだった。本稿では，研修を通して学んだ様々な理論や教授法をもとに，勤務校で行っ

た実践について述べていきたい。 

 

 

2. 学びのユニバーサルデザイン（Universal Design for Learning : UDL）について 

学びのユニバーサルデザインとは，全ての学習者に対して，等しく学びの機会を提供する枠組みの

ことである。生徒ひとりひとりに個性があるように，学習における得意・不得意（つまずき）も多岐

にわたる。そのため，教師は多様なアプローチの方法を使う必要がある。研修ではそのガイドライン

について学んだ。UDLには３つの原則がある。 

 

 

 

 

共通の目標は設定するが，全ての生徒がその目標を達成するためにたくさんの手段・手立てを教師

が提示し，生徒自身が選んでいく方法である。また，学習スタイルとして，視覚を使って理解を深め

る者，聴覚からの情報を理解しやすい者，実際に体を動かすことで理解する者に分かれることも学ん

だ。それぞれの得意な部分を活かすことができるように課題を提示し，その理解度を表現させること

が大切である。 

 文法事項の導入では意識的に音声だけでなく視覚を使って生徒に気付かせる工夫を行うようになっ

た。さらに，生徒への学習の仕方についてもその生徒の学習スタイルに合った学習方法を助言するこ

とができるようになった。 

 

 

3. 文法事項のまとめの実践 

 研修時に週明けの最初の授業で行っていた，先週の学びを思い出す活動を，単元の終末に実践した。

普段の授業では教科書のまとめの項や教師が準備したワークシートを用いて一斉にまとめを行い，練

① 情報や知識を得る様々な手段を学習者に与えるための多様な提示の方法           

② 学習者が，得た情報や知識を示すための手段（発表）を提供するための多様な表出の方法 

③ 学習者の興味を引き，努力や頑張りを 続させるための多様な取り組みの方法 
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習問題で定着を図っていたが，事前に白紙を配付し，単元について学んだこと，覚えていることを書

き出す活動を行った。本実践は第２学年で比較級を学習した後に行った。 

 生徒のワークシートから学習スタイルの特性を見取ることができた。図１の生徒は丁寧に順序立て

て文型や文法事項についてまとめており，基本文，例文，ポイントなどが細かく押さえられている。

図２の生徒は，レポートとしてはまとまりがないように感じるが，よく見ると，学習した順や，思い

出した順（重要だと思った順）など思考に沿って書き出していることがわかる。例えば，比較といえ

ば better であり，than が後ろに付く，意味も大事なので覚えているものを書いて，その後，線を引

いたというような思考の流れを表した記述になっている。まとめやすい方法が生徒によって違うこと

が明らかになった。 

 

 

4. ＵＤＬを用いたライティングの実践 

 現在使用している教科書の中に「冬休みと夏休みではどちらのほうが好きか」というテーマで英作

文を行う活動がある。書く前に考えを整理する活動があり，教科書では以下の方法が紹介されている。 

図２ 比較級のまとめ② 図１ 比較級のまとめ① 
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 生徒の特性を生かすために，話の流れを整理するアウトラインや思考を広げるためのマインドマッ

プなど，他の方法も提示し，思考を広げる方法に幅を持たせた。そして自分のやりやすいものを選ぶ

ように指示したところ，生徒たちは以下のようなワークシートを作成した。 

  

図３ ライティング① 
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 図３は，アウトライン形式を選択した生徒のワークシートである。考えたことを順序立てて，理由

も含めて丁寧にまとめられている。この後に行った英作文でも流暢に記述することができていた。 

一方，図４はマインドマップを選択した生徒のワークシートである。自分の考えを広げ，つながり

を持たせてまとめたあとに，これだけのことを記入することができた。 

学習活動に取り組む方法を１つに絞るのではなく，幅を持たせることで，それぞれの自分に合った

作業で思考を整理できていた様子を見ることができたと考えている。 

本実践では生徒に自由に選択させたが，様々な思考の広げ方を紹介しながら，統一した方法を行う

ことで，どの生徒にもまとめる力，自由に考えを広げる力の両方を伸ばすことができるのではないか

と考えている。 

  

図４ ライティング② 
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5. Picture Words Inductive Model（ＰＷＩＭ）について 

 写真を使った学習で，語彙力と 4技能を習得できる内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本実践は Sunshine English Course 3（開隆堂） Program 6 Let’s Talk about Things Japanese.

において，分詞を使った後置修飾について学習した際に PWIMを取り入れた活動を行った。ここで

は「鳥獣人物戯画」が紹介されており，実際の写真をコピーし，ペアで写っている動物（Frog，Rabbit

などの名詞）と，その動作について現在分詞を用いて書き出した。後置修飾を使って英文を作成する

ことは容易なことではないが，ＰＷＩＭを使って書き出すことで修飾されている部分が明確になり， 

特に英語を苦手とする生徒の理解を深める一助となった。また，ウサギについて，同じ動作でも様々

な視点から異なった動作（rolling on the ground，laughing，playing with a frog，doing sumo with 

a frogなど）を記入する生徒がおり，多くの表現を交流することもできた。 

 

 

  

① 写真を見て，そこに写っているものを書き出す。 

② 少し時間をあけて，もう一度写真を見て，新たに

見つけたものを付け足し，間違いがあれば訂正す

る。研修では他のグループのものに追記した。 

③ 単語をカテゴリーに分ける。物で分ける方法(服や

体のパーツ，既成や自然など)とスペリングルール

(マジックｅ，子音が重なる，など)で分ける方法

などがある。 

④ 写真にタイトルをつける。 

⑤ 写真について文を作る。文の難易度は生徒の理

解度による。疑問文でも構わない。 
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6. おわりに 

 研修を通してUDL理論や学習スタイル，それらを用いた様々な活動や実践を学ぶことができた。研修

で学んだことや，本実践をもとに今後の授業における学びのユニバーサルデザインの活用法として，導入

や活動の工夫ができると考える。授業の導入の際，これまではオーラル・イントロダクションを使って音

声導入を行うことが多かったが，ピクチャー・カードや動画を使うと視覚的にもわかりやすくなり，多く

の生徒の興味や関心を引き，理解を深めることができると考え，音声と視覚的な教材の提示方法に工夫を

するようになった。また，子どもの学習スタイルを知ることが，多面的に生徒を理解する方法の１つにな

ることがわかった。学びのユニバーサルデザインを意識することで，指導法の幅をさらに広げてより充実

した教育活動につなげることが可能になると考えている。これらの教授法を生かし，生徒ひとりひとりの

特性を生かしながら思考を広げる授業を構築していきたいと考えている。 

また，３週間という長い期間の中で，他の附属学校の先生方と授業作りから各校のカリキュラムについ

てなど，多くの実践の交流を図ることができた。現在も公私に渡り様々な情報を交流することができてい

る。この貴重なネットワークを今後も大切にし， 続していきたい。 
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校種別実践事例【中学校２】 

「自分の考えや気持ちを豊かに伝え合うことができる授業の構築」 

      北海道教育大学附属釧路中学校  吉 岡 康一朗 

 

1. はじめに 

私は，平成２６年度教員海外研修 小・中学校教員向けプログラム研修に参加し，カナダのブリティッ

シュコロンビア州ビクトリア大学において英語教授法について３週間の研修を受講した。現在，英語教育

に関して大きな改革が進んでいる中，本研修で学んだことは中学校における英語の授業にとって大変有意

義であった。本稿ではビクトリア大学での研修を通して学んだ様々な理論や教授法をもとに，北海道教育

大学附属釧路中学校第１学年で行った実践について述べていきたい。 

 

 

2. ＰＷＩＭを取り入れたストーリーリテリングの実践 

（１）実践内容（単元について） 

平成２６年１０月，本校第１学年において，

既習事項を用いて物語の登場人物（内容）を

相手に説明するというスピーキングの授業実

践を行った。本実践は Sunshine English 

Course1 Program 6において行った。三人称

単数現在形を理解して，ある人物や物につい

て簡単に説明したり，尋ねたりすることがで

きるようにするだけでなく，短い物語を聞い

たり読んだりしたあとに，その物語の登場人

物（内容）について絵を見せながら相手に説明したり，自分の思いや考えを表現したりすることがで

きることを目指した実践である。本単元のまとめとして，外国語活動（Hi, friends2）の中で扱われた

「桃太郎」について，その内容を理解し，物語の登場人物について説明する活動を行った。教材や学

習内容を小学校と共通化することで，生徒は小学校の学習内容を想起しながら学習に取り組むことが

でき，英語学習へのモチベーションを高めることができると考えた。さらに，ストーリーリテリング

という小学校時代にはなかった学習を取り入れることで，生徒は既習事項の定着に向けて，目的意識

を明確に持ちながら学習活動に参加するとともに，一段深まった表現内容に自分の学びの深まりを実

感できるよう工夫した。図１は生徒が「桃太郎」の絵を用いて，グループで発表している様子である。

このようにストーリーリテリングを行う中で，物語の人物（内容）についての自分の考えや感想を表

現する場面を設定することで，自分の考えを表現したり，相手の考えを受け入れたりしながら，相手

とのつながりを意識できるよう工夫を行った。 

図１ 絵を用いた生徒の発表の様子 
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（２）ＰＷＩＭ(The Picture Word Inductive Model) について 

PWIMはE. Calhoun（１９９９）が提唱した

学習者の言語発達（語彙獲得）を促したり，

ReadingとWritingのつながりを強めたり，コミ

ュニケーションスキルを高めるために使われる手

法である。生徒は１枚の写真や絵から思いつく単

語を書き出し，その単語を使用して，文や物語を

作成していくという手法である。図２は上記（１）

で述べた「桃太郎」のストーリーリテリングの実

践において，生徒が PWIM を用いて，物語のあ

る場面の絵を見て思いつく単語を書き出したもの

である。グループで語彙や表現を出し合った後，

それらの語彙を用いて個人で物語を復元していく

という活動を行った。聞いたり読んだりして得た

情報だけではなく，視覚的情報からも既習事項の語彙や表現を想起させることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ＰＷＩＭの手順 】 

① １枚の写真（絵）を見て，単語を書く 

② 単語と写真（絵）を線で結ぶ 

③ 単語を発音（発表）し共有する 

④ 単語をある規則で分類する 

⑤ タイトルをつけて，書き出した単語で 

文（ストーリー）を作成する 

図２ 生徒が行ったＰＷＩＭの実践例 
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（３）実施による効果（生徒・教師・保護者への効果） 

表１は昨年度４月と７月に本校英語科で実施した英語の学習に関するアンケートの結果からの第

１学年における抜粋である。質問項目 「今まで関係ないと思っていたことも，こんなつながりがある

かと初めて知った」では，７月の調査で８６．９％の生徒が学習のつながりを感じている。これは，

PWIMの実践を通じて，小学校外国語活動を想起させる活動に取り組んできた結果，小学校の学びが

中学校の英語の学習内容についてつながっていることを意識するようになった結果である。質問項目

「どうすればよいかということだけでなく，どうしたら間違いになるかという理由も分かった」では，

４月から７月で１４．５％の増加が見られた。ここから小学校での「聞くこと」，「話すこと」を中心

とした英語に慣れ親しむ活動から，中学校で「読むこと」，「書くこと」を加えた活動を通して，英語

の正確さと適切さを意識し始めている生徒が多くなったことが分かる。また，質問項目「学習した内

容をこれから身のまわりの生活や社会でつかってみようと思った」では１０．７％の増加が見られ，

学習したことを実際に使ってみることに意欲を持っている生徒が多くなったことが伺える。 

これらの結果から，PWIMを取り入れて，物語の人物（内容）についての自分の考えや感想を表現す

る場面を設定したことで，小学校英語科での学習を活かしつつ，小中の学習のつながりを意識できる

ようになり，英語を使うことに自信を持てる生徒の育成につながったと考える。 

 

表1  英語の学習に関するアンケート結果からの抜粋（実施数：103人 ４段階評価 ４月と７月に実施） 

質  問  項  目 

(4:よくあてはまる 3:ややあてはまる 2:あまりあてはまらない 1:あてはまらない) 

肯定的回答

（％） 

４月 ７月 

今まで関係ないと思っていたことも，こんなつながりがあるかと初めて知った。  78.6 86.9 

どうすればよいかということだけでなく，どうしたら間違いになるかという理由も分かった。 82.5 97.0 

学習した内容をこれから身のまわりの生活や社会でつかってみようと思った。 88.3 97.0 

 

 

3. Formative Assessment（形成的評価）の重要性 

（１）Formative Assessment（形成的評価）を重視した学習指導案（授業案）について 

Formative Assessmentとは，学習が進んでいる途中の段階で学習者がどの程度理解しているかを

教師が把握したり，学習者自身にも自分がどの程度理解できているかを確かめさせたりするために行

うものである。教師は授業で適切な Formative Assessmentを行いながら生徒の理解度を確かめ，そ

の状況に応じて授業の進め方を工夫しなければいけない。 

以前からも本校では，Formative Assessmentを重視し，図３のように学習指導案（本校では授業

案と呼ぶ）を作成する際にも，生徒の学習活動を記述する際に，下位目標を設定し，「～できる」とい
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う記述をするようにしている。これは生徒が単元（もしくは本時）の目標や課題解決に向けて学習活

動に取り組む際に，ただ活動させるだけではなく，生徒の達成度を即時的に評価し，それを積み上げ

て，単元（もしくは本時）の目標を達成できるようにするというねらいから行っている。つまり，

Formative Assessmentを適切に行いながら指導していくことで，最終的な Summative assessment

（総括的評価）につながると考えているからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本校の学習指導案（授業案）からの抜粋 



- 133 - 

 

（２）Two Stars and A Wishの活用事例 

ビクトリア大学での研修で学んだ Formative Assessmentの手法の中の一つに“ Two Stars and A 

Wish ”（図４）がある。これはパートナーの文章や作品を見て，２つの良い点と１つの改善点を挙げ

るというものである。 

昨年度第１学年の『自己紹介』を行う活動において，この“ Two Stars and A Wish ”のワークシート

を活用した。このワークシート用いて互いにコメントし，アドバイスを行ったことで生徒は他の作品

を通して自分の自己紹介を客観的に振り返ることができ，パートナーからのコメントにより意欲の喚

起にも効果的であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. おわりに 

 今回，ビクトリア大学での研修に参加させていただいたことにより，UDL理論に基づく様々な英

語教授法を学ぶことができた。また，これまでの授業実践を振り返る良い機会とすることができた。 

 今後，本研修で学んだことを生かしながら，英語教育を取り巻く急速な変化に対応しつつ，生徒一

人一人が英語を用いて自分の考えや気持ちを豊かに表現できるような授業を展開していきたいと考え

る。 

 本研修でともに学んだ他の附属学校の先生方からは，日常の実践交流はもとより，様々な情報交流

をいただけている。このようなネットワークを構築できたことは，私にとって大変貴重なものであり，

今後も 続していきたいと思う。 

 最後に，本研修でお世話になった全ての方々への感謝を申し上げ，まとめとさせていただきたい。 

  

図４ Two Stars and A Wishのワークシート 
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校種別実践事例【中学校３】 

「生徒が主体的に思考する授業」 

      北海道教育大学附属釧路中学校  造 田 あかね 

 

1. はじめに 

2014年，私は大阪教育大学が主催する平成２６年度教員海外研修 小・中学校教員向けプログラム

に参加し，カナダのブリティッシュコロンビア州にあるビクトリア大学で３週間学ぶ機会を頂きまし

た。このプログラムでは，現地の小学校で実際に教鞭をとられている２名のインストラクターによる

ワークショップを中心に，その他数名の先生方から英語にとらわれない様々な教授法やユニバーサル

デザイン，学習スタイル等について学びました。本稿では，研修で学んだことを元にした中学校英語

科における実践について述べていきたい。 

 

2. Student Reporterの実践 

 Student Reporterとは生徒が授業の最後に本時の学習に対する理解を深める質問をクラスに投げ

かけて，復習をする活動である。実際は下記の要領で行った。 

 これにより，生徒はその日の要点を明確に意識できるようになったように感じている。また，始業

時に生徒が中心となって前時の復習ができるため，ウォームアップとしても大変有効であったと感じ

ている。さらに，ノートを介して担当クラス全員とコミュニケーションをとれるので，生徒との良い

関係を築く一助ともなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クラスに１冊ノートを用意する。 

②ノートは１時間に１人の生徒が輪番で担当する。 

③ノートには以下の３点を書かせる。 

 ・その日の授業のポイントだと思ったこと 

 ・授業の理解を深めるための問題と解答例 

 ・授業の感想や質問，クラスメイトへのメッセージ 

④翌日の朝の会までに教科担任に提出 

⑤教科担任がコメントを書き，教科委員へ返却 

⑥ノートのコピーをとり，教科委員が学級に掲示 

⑦前時の担当生徒は始業までに黒板に問題を書く 

⑧始業後，クラスで問題を解いて生徒が解説 
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Program 4 The Pillowでの実践 

  開隆堂「Sunshine English course2」 

① ４人グループを作る。 

② 役割を決める。 

・単語，熟語 Leader 

・イメージCreator 

・要約Master 

・質問Maker 

③ 授業で音読し，全体の大まかな内容をつかむ。 

④ 宿題として家で自分の役割に従って作業する。 

⑤ 次の時間に宿題を持ち寄り，同じ役割同士がグループを作り，互いに相談や推敲をする。 

⑥ 元のグループにもどり，互いに教え合う。 

3. Literature Circleを応用したチームリーディングの実践 

 Literature Circleは，５人グループで各人に異なる役割（Summerizer・Vocabulary・Picture 

drawer・Question maker・Connector）を持たせて長文読解を行う方法である。本来は英語力が近い

者同士でグループを作成し，各グループの英語力に応じた難易度の読み物を読んでいく手法である。 

私はこれをアレンジしてジグソー学習の要素を取り入れ，Team Readingという活動を創作し，２

年生の読み物教材で実践した。実践の手順は次の通りである。この実践は生徒たちが自分たちの力を

合わせて読みを深めたという実感を持て，かつ楽しく学ぶことができたと大変好評であった。 

Team Readingワークシート 
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Program 8 A shelter for Pet Animalsでの実践 

開隆堂「Sunshine English course2」 

① 本文の内容理解と音読をする。 

② ４人グループを作る。 

③ ピクチャーカードを縮小したワークシートをグループに１枚配付し，その絵から読み取れる物

や人の名前，状況などをできるだけ多く英語で書かせる。 ※教科書を見ても良い 

④ 書き出された語を音読させる。 

⑤ ワークシートを他のグループと交換して足せる語をたす。 

⑥ ワークシートを元のグループに返してグループでどう変わったか読み取る。 

⑦ 更に語句を足す。 

4. PWIM（Picture Word Induction Model）を活用した要約文作成の実践 

PWIMとは絵や写真を見て，その絵から読み取れる名詞，動詞，形容詞などを書く活動を通して，

語彙力の強化やリーディングとライティングの能力の向上を目的としたものである。この作業は主に

4人程度のグループで行うので，全員が活動に参加する態度の養成にもつながる。 

私は読み物教材を扱う際，本文を言い換えたり要約したりするための手立てとして PWIMの手法

を活用した。 

PWIMワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このスペースに絵から 

読み取れる語句を 

書き込んでいく 

他のグループが付け足す

際は赤ペンを用いて色を

変えるとわかりやすい 

最後に要約を書き込む欄 
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Brain Based Strategy 

 右脳優勢型は色彩感覚や創造性，想像力，空間的な認識，深い思考，柔軟性に長ける一方で，感

情的，夢見がち，口頭の言語による理解が苦手という特徴もある。 

 左脳優勢型は計画性，分析力，論理性，数字，言語に長けているが，他者と協力をすることが苦

手であったり，神経質な側面がある。 

 バランス型は，どちらにも偏らないタイプである。 

 いずれの型にしても，生涯を通して変わらないわけではない。特に子どもたちはまだまだ発達の

途中なので，苦手な面を伸ばすことが十分に可能である。 

Learning Style 

Kinesthetic Learner 

ドラマ，歌，Writing，スキット作りなど実際に体を動かすことによって学ぶことが得意 

Auditory Learner 

 スピーチ，ディスカッションなど耳から情報を得て学ぶことが得意 

Visual Learner 

 PowerPoint，Poster，読書など目で見て情報を得て学ぶことが得意 

5. Brain Based Strategyと Learning Styleを用いた教育相談の実践 

 Brain Based Strategyとは，各人をアンケートによって右脳優勢型，左脳優勢型，バランス型の３

タイプに分類し，それぞれのタイプに応じた学習法をとる手法である。 

 

実際にこれらの分類を教育相談に用いたのは次のようなケースであった。 

相談者：中学２年男子 

相談内容：英単語をたくさん書いても覚えられないので，良い学習法を教えてほしい。 

対 応：① 学習方法や学習時間を詳しく聞き取る。 

② Brain Based Strategyについて簡単に説明をし，自分にあった学習法を調べるよう提案。 

③ 生徒の了解を得た上で「The Connell Left-/ Middle-/ Right-Brain Inventory for 

Children」と「The Children’s Learning Style Questionnaire」を和訳したものを実施。 

④ 結果がバランス型とVisual Learnerであったため，単語を練習する際は絵を描いてイメ

ージでとらえること，文字を丁寧に書くことをアドバイスした。 

 

自分の脳のタイプを判断するための質問項目は J. Dianne Connellの「Brain-Based Strategies to 

Reach Every Learner」という本をもとにした。 
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6. 改訂Bloom's Taxonomyを用いた授業の試案 

 これは教育目標の分類のため，思考の段階を 6段階に分けている。生徒の実態に応じて生徒に自分

の段階に合ったものを選択させ，その段階にカテゴライズされた questionsを作らせることもできる

であろうし，教師が意図的に発問のレベルをコントロールすることもできるだろう。 

 

 

Revised Bloom’s Taxonomy 

  

Create
（創造） 

Evaluate 

（評価） 

Analyze 

（分析） 

Apply 

（応用） 

Understand 

（理解） 

Remember 

（記憶） 

説明する・要約する・比較する・関連させるなど 

書く・暗記する・伝える・列挙する・定義するなど 

修正する・使う・交換する・分類する，演じるなど 

分析する・ディベート・作り直す・調査するなど 

評価する・ランクづける・判断する・討論するなど 

創作する・提案する・合わせる・予想するなど 
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校種別実践事例【中学校４】 

「個々を意識した支援から知識の定着まで 

 ～ Learning Style に基づく授業実践 ～」 

      愛知教育大学附属名古屋中学校  吉 本 仁 信 

 

1. はじめに 

  私は，平成 26 年度に大阪教育大学が主催する「小・中学校教員向けプログラム（以降：HATO

研修）」に参加した。参加者は，大阪教育大学附属小・中学校，東京学芸大学附属小・中学校，北

海道教育大学附属小・中学校，愛知教育大学附属名古屋中学校と四つの教育大学附属に所属する先

生がたであった。ふだんの生活は，大学のキャンパス内にある寮のような施設で他附属の先生がた

とルームシェアをして過ごし，日々たくさんの教員とそれぞれの教育観を議論したり，研修で出さ

れた課題を協力しながら取り組んだりすることができ，すばらしい時間を過ごすことができた。研

修を終え，自分の学校に戻り，研修で学んだことを実践してきた。本稿では，HATO研修で学んだ

ことの中で現在自分の授業に取り入れていることについて記すことにした。 

 

2. ビクトリア大学で学んだこと 

ビクトリア大学では，二人の講師が私たちの指導にあたった。二人（LenoreとDeanna）共カナ

ダの小学校で長く教員をしている方たちであった。そのため，私たち教員が抱える日常の問題や授

業の中で直面する問題点などについて理解をしてくれた。また，現地の研修プログラムを組んでく

れたRoger先生や世話をしてくれた林さんも私たち日本の教師の実業を理解してくれていた。この

ような環境のもと，私たちは以下のことを学ぶことができた。３では以下の中から実際に使用して

いる内容について記述することにする。 

(1) Clock Buddies 

英語学習において，英語教師はコミュニケーションを図る

ことを前提に授業を組み立てていく必要がある。そのための

ペア活動とグループ活動は必須である。日々の授業において，

子どもたちが活動に取り組みやすく，また，効果が得られる

パートナー設定をしなくてはならない。しかし，現状は座席

の周りで活動させることが多く，ペア活動による学習効果は

その実際の効果よりも低くなりがちである。 

Clock Buddiesは，時計の形を基に 12人のペアを決める手

法である。子どもたち主体に活動パートナーを決めることが

でき，一度設定するとたくさんのペアと活動できたり，ペア

を決める手間も省けたりするとのことであった。ただし，教



- 140 - 

 

師がすべてのペアで学習が円滑にすすめられるか把握する必要があり，子どもたちの人間関係を

考慮することが重要である。 

(2) Learning Style Survey 

学習者は，三つのタイプ（視覚型，聴覚型，運動感覚型）に分類することができる。また，そ

れぞれの脳のタイプ（右脳型，左脳型）がどちらに属しているかで子どもたちの学び方が違うこ

とが分かった。 

Visual Learner（視覚型学習者）では，視覚的に入る情報が一番分かりやすく，絵や写真など

を用いて説明することで理解が深まることが分かった。プリントや板書に言葉だけではなく，視

覚的に情報を得られるものを用意することで学習内容が定着しやすいことが分かった。 

Auditory Learner（聴覚型学習者）では，耳から入る情報が一番分かりやすく，教師が十分に

説明をしなければ理解が深まらないことが分かった。説明が不足していると，このタイプの子ど

もたちは不安になり，教師に再度説明を求める傾向がある。ただし，説明しすぎると他のタイプ

の子どもたちが活動に集中できないこともあるため，あらかじめ説明不足や説明しすぎてしまわ

ないように注意する必要がある。 

Kinesthetic Learner（運動感覚型学習者）は，学ぶ段階において動きを取り入れる必要があり，

教師が一方的に話すだけではなく，大切な部分においては教科書に線を引かせたり，実際に覚え

てほしい内容は言わせたり書かせたりなどして定着させなくてはならない。 

右脳型と左脳型については，主に性格面であり，子どもたちが具体的にどのように学習に取り

組むべきかを助言することができる。右脳型の多くは，運動感覚型や視覚型が多い。左脳型には，

視覚型が多いなどの関係性も配布された資料から読み取ることができた。 

Learning Style Surveyの授業では，子どもたちがどの学習タイプに属しているか知ることが

できる。また，教師は自分の学習者タイプの授業展開をすることが多く，自分と違う学習者タイ

プのことを学ぶことで，三つのタイプを考慮した授業展開ができると感じた。 

(3) Brain Based Learning Strategies 

最近の脳科学について学ぶことができた。男性と女性の脳の発達の違いやそれに伴う向き不向

きなどを知ることができた。活動別に脳の活性度を以下に示す。 

① 読むこと 10％ 

② 聞くこと 20％ 

③ 見ること 30％ 

④ 見ることと聞くこと 50％ 

⑤ 話すこと 80％ 

⑥ 話すことと動くこと 90％ 

以上のことから，子どもたちに活動をさせつつその活動について話し合わせることで脳が一番

活性化され，定着につながりやすいことが分かった。 
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(4)  UDL Principles 

UDL(Universal Design for Learning)は，すべての子どもたちを対象とする指導法である。日

本でもユニバーサルデザインが話題となり，各自治体で取り入れる学校も増えてきている。しか

し，カナダで学んだユニバーサルデザインは脳科学を基に考えられており，その分析から個々に

あった指導を考えられるようになっている。 

(5)  Brain Gym 

子どもたちが授業中に集中力が欠けていたり，疲れていたりする場合は，脳に酸素が足りてい

ないなど様々な原因がある。最近では，Brain Gymという手法が使われている。授業中に脳を活

性化させるために行う運動であり，効果も報告されているが，日本の 40人という学級人数を考え

ると，体を動かすスペースが限られてしまうため行うことが難しい。効果はあるため，うまく取

り入れることができれば，授業を集中して受けさせる一つの手だてになるかもしれない。 

(6)  Graphic Organizer 

子どもたちの思考を可視化するために用いられる手法である。日本でもThinking Toolと言っ

た物で知られている。多くは，子どもの読解力を付けるために用いられることが多い。教師は，

読み物のどの部分を読み取って欲しいかをGraphic Organizerに示し，それを記入させることで

内容がきちんと読み取られているかを見取ることができる。そのため，子どもたちと内容確認す

ることもでき，次の活動に進みやすくなる。 

中学生の英語の教科書にある，長文読解などを行うときにこの手法を取り入れることで，子ど

もたちが内容を把握できているかを確認することができる。 

(7)  Cooperative Games 

講師の Todd からは，集団エンカウンターの手法を教わった。授業では，他附属の先生方と自

己紹介を兼ねたゲームを体験したり，仲間と協力して課題を解決したりした。教師として，子ど

もたちに協力して取り組む大切さを伝えていく必要がある。そのとき，仲間が失敗したときのフ

ォローや成功したときの賞賛の仕方など，学級経営をしていく上で大切なことを教わることがで

きた。 

(8)  Formative Assessment 

形成的評価は，教師が授業を進める中で，子どもたちの理解度や達成度を知るために用いられ

る。日本でも多くの形成的評価があるが，その重要性については余り知られていない。単元を進

める中で，あるいは授業の中で，子どもたちがどの程度教師が求めているものが理解できている

かを知ることができるため，教師にとって自分の手だてを見直すきっかけであったり，授業の参

加できていない子どもを把握したりすることができる。例えば，授業中に行う挙手による解答な

ども教師の発問した内容についてどの程度の子どもたちが理解を示しているかを計れる形成的評

価の代表的なものである。形成的評価を取り入れることで，より効果的な指導法を確立できると

考える。 
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(9)  Reader’s Theater 

最近，日本では英語の授業において音読活動を取り入れる授業が多くなってきている。しかし，

その一方で，音読活動が機械的な発音練習であったり，内容理解までつなげられていなかったり

することが多いのも事実である。このReader’s Theaterとは，子どもたちに物語が書かれたプリ

ントを渡し，その物語を演じさせることである。この活動のねらいは，内容理解だけではなく，

実際に登場人物の心情を演じさせ，より自然な英語使用を促し，習得につなげる活動である。日

本では，Reader’s Theaterの資料も少ないが，海外のサイトなどを利用することで資料を取得す

ることができる。子どもたちの能力を考慮し，複数の物語を用意しておくとよい。 

 

3. 実践報告 

(1) Clock Buddies 

   私は，英語の授業の中で毎日ペア活動やグループ活動を取り入れている。ペアやグループの組

合せは，授業の効率を考え，座席で組ませることが多かった。また，活動によっては英語運用能

力を考慮して組ませたり，男女比で組ませたりさせることが多かった。今回，３年生の２クラス

でClock Buddiesを実践した。 

   まず，子どもたちにルールについて説明した。 

  ① 自分が学習に集中できるペアを選ぶこと。 

  ② 男女が均等の６人ずつになるようにすること。 

  ③ 同じ人は選ばないこと。 

  ④ ペアが決まらない場合は，教師が指定すること。 

  ⑤ 授業に集中できないようであれば，ペアを再考すること。 

  などのルールを伝えた。授業中にペアを指定すると，移動時間などで時間を浪費してしまうため，

授業が始まるまえにペアの番号を伝えるようにした。その結果，多くの子どもたちは意欲的にペ

ア活動に取り組む姿が見られた。Clock Buddiesを取り入れる前よりも互いに発音などに関する

指摘が増えたり，分からない部分を気軽にたずねたりする姿も見られた。座席配置のペア活動よ

りも多くのペアと活動に取り組ませることができた。しかし，その一方で安易に答えをペアに聞

いてしまったり，ペアで能力差があると能力の高い子どもの指摘に流される傾向があったりとペ

ア活動の弱点については改善していかなければならなかった。ただし，効果的なペアリングであ

ることは間違いがないため，より効果的にClock Buddiesを運用できるように模索していきたい。 

(2) Learning Style Survey 

   ４月の初めての授業では，１年間の見通しや授業でのルール，評価の方法などを子どもたちと

共通理解を図る大切な時期である。そこで，私は今年度初めてLearning Style Surveyを行った。

目的は，子どもたちがどの学習タイプであるのかを把握するためと，子どもたち自身に学習タイ

プを知らせるためである。そうすることで，ふだんの授業の取り組み方や家庭学習の取り組み方
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に至るまで教師が助言することができると考えたからだ。調査を実施したのは２年生１学級と３

年生２学級である。以下が調査の結果である。 

   

 

 

 

 

   この結果から，２年生の多くは視覚型，運動感覚型の子どもが多いことが分かった。授業では，

視覚的に内容を捉えられるような工夫や何かしらの動きを取り入れながら活動に取り組めるよう

にする必要が分かった。また，３年生の多くは聴覚型と運動感覚型に分かれている。これは，こ

れまでの学習の中で，子どもたちが説明を十分に聞くことで変化していった経過でもあるとも考

えられた。ただし，運動感覚型の子どもが多いことからも必要最低限の説明をしながら活動を取

り入れた指導が必要だということが分かった。 

   そこで，授業では，事前に説明しなくてはいけないことを精選し，教師が必要以上に説明しな

いように心掛けた。その結果，子どもたちの活動時間が増え，言語材料を使用する時間が増え，

コミュニケーション活動から定着までの流れを円滑に進めることができた。また，教師が説明す

る際は板書をしたり，絵や写真などを掲示したりしながら授業を進めたことで多くの子どもが意

欲的に授業に参加するようになった。運動感覚型の子どもたちには，その都度大切な部分をノー

トに書かせたり，学習プリントに色ペンなどを使って線を引かせたりした。その結果，授業に集

中して取り組んだり，活動時には自分の特性を生かしながら英語を使ってコミュニケーションを

とろうとする姿が見られるようになった。 

(3) Presentation Skills 

   英語を学習する中で，発表活動は欠かせないものである。これも子どもたちのコミュニケーシ

ョン能力を育ませる大きな要因となっている。そこで，上記に書いた学習者タイプを考慮した活

動を取り入れることとした。 

   まず，学期に２回の発表を取り入れることにした。スピーチ発表は，ただ原稿を書かせるので

はなく，コンピュータを使う資料作成をするところから始めた。子どもたちには，発表テーマ“The 

Country I Want to Go to”を設定し，自分の行きたい国を考えさせた。行きたい国を考えさせる中

で，行きたい理由を三つ決めさせた。次に，視覚的にとらえやすい写真などを用いて自分が考え

た理由を説明させるための資料などをインターネットを使って作らせた。子どもたちの中には，

コンピュータの操作に堪能な子どももおり，莫大な資料を作成しようと試みる子どももいたため，

事前に教師が見本を作り，研修で学んだKISS（Keep It Simple and Short）を意識させた。以

下は，子どもが作成した資料である。 

 

 ２年２組 ３年１組 ３年３組 

Visual 13名 ６名 ７名 

Auditory ８名 16名 13名 

Kinesthetic 15名 11名 11名 
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   英語が不得意な子どもにも発表者が伝えたい内容が分かりやすく，発表会では，楽しく活動に

取り組む子どもたちの姿が見られた。また，この単元で学習したwant to ~の表現の定着にもつ

なげることができた。 

(4) Cooperative Games 

   本校は，９月に野外教育が予定されており，担任している学級では行動班というものを作るこ

とになっている。準備が４月から設定され，昨年の１年間同じ学年に在籍しているものの，それ

ぞれの価値観は共有されておらず，班決めの際も男女間の仲がうまく機能していなかった。そこ

で，研修で学んだエンカウンターを実践した。 

   この授業では，５つの紙皿を用意し，班で協力して対岸まで渡るというゲームである。教師の

指示は以下のようにした。 

  ① テープで二つの線が引かれています。こちらの線からあちらの線まで紙皿を使って渡ってく

ださい。 

  ② 線と線の間は流れの速い川です。紙皿は水の上に浮かせることができます。ただし，紙皿か

ら落ちてしまうと班全員がスタートの位置に戻らなくてはいけません。 

  ③ 協力して，紙皿５枚を使って対岸までいってください。 

  ④ 私は，川に落ちたかどうかを判定する審判になります。 

   指示を与え，子どもたちは，即座に対岸に渡る方法を考え始めた。男女間がうまくいっている

班は，試しに一皿ずつ川に浮かべ試してみるものの紙皿の枚数が足りないことに気付き，スター

トまで戻ってくる班や周りの班を見ながら試行錯誤をしている班も見られた。あるグループは，

忍者のように紙皿２枚で対岸まで渡ることを考えた。2 人同時（４枚の皿）に対岸まで行き，一

人が渡った班員の紙皿をもって戻ってくる作戦を立てていた。その様子を見ていた他の班も真似

するようになった。また，ある班は班員を抱えたり，背中に乗せたりして対岸まで渡っていた。

ここで，ある一人の子どもが活動に参加することを拒んでいたが，残りの全員が対岸に渡りきっ

たあと全員でその子どもの名前を呼ぶ姿があり，仕方なく，その一人の子どもは紙皿２枚を使っ

て対岸へと渡ることができた。この活動後，子どもたちに感想を聞いてみた。以下がその感想の

一部である。 
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【子どもたちの感想】 

・仲間と協力することの大切さが分かった。○○野外教育でも，班で協力していきたいです。 

・はじめは，班決めのときからうまくいってなかったけれど，互いに考えを出し合っている内に，

いい考えを出してくれて楽しくなっていました。 

   実践前と実践後の子どもたちの様子が変わっていることに気付くことができた。また，時間が

たつにつれて男女間の仲も良くなっていることに気付くことができた。多くの子どもが協力して

課題に取り組むことで，互いの事を理解することができることが分かった。 

(5) Formative Assessment 

   子どもたちが授業を進める中で，どの程度理解で

きているかを知るためには Formative Assessment

（形成的評価）を取り入れる必要があった。そこで，

研修で学んだ授業後のメモを取り入れた。これは，

授業が終わる直前に本日の学習内容について自分の

言葉で簡単なメモを書かせた。中には，理解できていない子どももいるため，その子どもについ

ては口頭で聞き出すよりも教師に伝えやすいと考えた。 

   多くの子どもは，簡単ではあるが自分の言葉で授業内容に関わるキーワードを書くことができ

ていた。理解ができなかった子どもについては，放課中に確認をして，後日復習から入るなど工

夫をしてみた。その結果，子どもたちから自主的に授業後授業内容を確認しにくるようになった。 

   形成的評価ではないが，自立的学習者を育てるために，研修で学んだ C3B4Me（See three 

people before me）も実践してみた。これは，与えた課題に取り組む中で，最後に教師に確認を

させるもののその前に友達３人に確認させる手法である。３人の友達に確認させることで，教師

がその子どもだけに時間が取られずバランスよく学級全体を指導できた。 

(6) Reader’s Theater 

   今回の研修の最後に紹介されたReader’s Theaterを３年生で実践した。実践した資料はインタ

－ネットから探し”Bears, Bears, Bears”を選んだ。未習の単語があるため，活動に入る前に発音

練習や単語の意味確認を行った。グループ活動になるため，事前に教科書単元で行ったスピーチ

からコミュニケーション能力を把握し，英語が得意な子ども１名，不得意な子ども１名，平均的

な子ども２名の４人で構成した。事前に取り組んだスピーチを参考に，聞き手を意識させると同

時に読んでいる内容に合う資料を作成させたり，KISSを意識したりするように促した。 

   発表会では，９グループに発表させた。それぞれが，発表時にジェスチャーをしてみたり，効

果音を入れてみたりなどさまざまな発表方法があり，子どもたちも楽しんで英語の劇を演じてい

た。今回は，同じ原稿を使用したため，子どもによってはその能力を生かすことができなかった

子どももいた。そのため，今後は能力別のグループを組ませ，より高度な英語運用能力を育ませ

ていくことも必要だと感じた。 
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4. おわりに 

今回の研修で，英語の指導法だけではなく，ふだんの生活指導にも生かせる知識を得ることがで

きた。実際に，研修で学んだ UDL の考えは，多くの生徒への理解につながり，よりきめ細かな指

導につながった。また，今回の研修で学んだ手法を取り入れたことで，今まで英語が不得意であっ

た子どもたちも自分にあった学習方法で授業を受けていたり，家庭学習においても自分の特徴を理

解しながら勉強に取り組んでいたりなどを見たり聞いたりすることができた。自分の指導を見直す

きっかけを作ってくれたこの研修に感謝したい。さらに，帰国後も研修で知り合った他附属の先生

がたとの交流は続いている。互いの授業を参観したり，この研修で学んだことを実践した際に報告

したりしている。多くのつながりを生み，常に自分の指導を紹介したり議論したりできる仲間も今

回の研修で得ることができたことは，大きな財産となっている。 
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校種別実践事例【中学校５】 

「研修と実践を結びつけることの難しさ」 

      東京学芸大学附属世田谷中学校  市 林   竜 

 

1. はじめに 

私は多くのことを今回の研修を通じて学んだが，正直に申し上げて，研修で学んだことを直接

自分の日々の実践に結びつけることは大変難しいように感じている。その上で行ったことを申し

上げるが，大きな成果や授業の事例はほとんどない。言い訳のような報告書になってしまい，大

変心苦しく思っている。 

 

2. 私がビクトリアで学んだこと 

以下に記すことは，私が研修を終えた直後に，ジャーナルとして提出したもの中のまとめの部

分である。今思い出しながら記すよりも，当時の記憶が鮮明な時に書き記したことを見返し，そ

して時間が経った今，自分自身がこの成果をどのように感じていて，どのような取り組みがこれ

まで成されたかを振り返りたい。 

 

「今回の研修の最大の成果は，やはり多くの人を知ることが出来たことだと思う。もちろん，

授業の内容が無意味だったなどということでは全くなく，色々と活かせる事は沢山学べた。特に

それぞれの学習者が得意な Learning Styleを理解すること，１つのタスクに置いて複数の方法

を準備することというような授業のユニバーサルデザインの考え方は，これまでにもなんとなく

はわかっていたようなことだが，今回改めて学び直せて，自分の授業を見直す良い機会になった

のは間違いない。 

しかし，それ以上に有益だと思えたのは，沢山の出会いである。他附属の先生方とは，共に生

活する中で，お互いの学校のことやそれぞれの研究分野，また私生活における価値観など，本当

に多岐にわたりたくさん話すことが出来た。それだけでも，とてもためになる研修だったと言え

る。せっかくこうしてVictoriaという素晴らしい地で知り合えたのだから，今後もこの御縁を活

かして，お互いの授業を観に行ったり，一緒に研究をしたりと更に交友を深めて，関係を大切に

していきたいと強く思う。 

更にはビクトリア大学のスタッフの方々にも大変良くしていただいた。午前中の授業を担当し

てくれたDeannaと Lenoreにまずは感謝をしたい。２人は本当に褒め上手で，些細な事でもよ

く褒めてくれた。さすがは先生という感じがしたし，自分も見習いたいと思った。またユーモア

な面も持ち合わせていて，とにかく毎日とても楽しかった。コーディネートしてくれたRoger

やRob, Mr. Hayashiも皆親切で，優しかったし，よく助けてもらった。そして，カナダ人は全
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体的に皆とても親切だった。カナダが留学やホームステイで人気なのがよくわかった。素晴らし

い国民性を持った国だと思う。 

韓国の方々とは午後のセッションで度々一緒となり最後のパーティーも一緒だったが，皆本当

にいい人達ばかりであった。最近の国同士の関係から少し不安もあったが，彼らは我々のことを

理解しようとしてくれたし，自分も彼らのことが知れて良かった。韓国の人たちは比較的自己主

張が強く，日本人との違いも少しわかった。韓国は，10年以上前に旅行で行っただけで最近は

行きたいと思うこともなかったが，また訪ねてみたい国の１つとなった。 

本当に魅力ある人達に囲まれた，素晴らしい研修だったことは言うまでもない。この研修に携

わった人々・物事全てに感謝したい気持ちで溢れている。無論，この研修を通じて学んだことを

今後に活かし，精進していくことが自分のできる最低限の感謝の表明であろう。 

同時にまだまだ，自身の英語力に磨きをかけていく必要性も当然強く感じた。まだまだ磨いて

いかなければならないし，言葉は使わないとどんどん失われていくので，積極的に英語を使える

場を多くして，せめて今のレベルを維持していきたいと思う。しかし，現状維持を狙うと維持を

するのは難しいので，常日頃から今の自分の力を伸ばしていくように心がけたい。具体的な方策

は考えていないが，日々ネイティヴの友人と会ったり，連絡を取ったりしたい。また，長期休み

等時間を見つけて英語圏に行き，積極的に authenticな環境で英語を使用する場面を作っていき

たいと思う。」 

以上がジャーナルからの転記部分であるが，私にとって大変有意義な研修であったことは，今

振返っても間違いない。そして，最大の成果は出会いであったと私は感じていたわけであるが，

それも今も変わらない。研修のあった 2013年と翌 2014年は大阪教育大学附属池田地区の研究

会に足を運び，2015年は北海道教育大学附属釧路中学校の研究会に参加した。地方を含め，こ

れまでに何度も研究会に参加はしたことがあったが，やはり研修を共にした先生の授業となれば，

こちらの姿勢もより能動的になる。本校の研究会に，研修を共にした先生に参加してもらったこ

ともある。また，研究会の前後にもより深くて忌憚のない意見交換ができるなど，HATOの研

修のお陰で研究会に赴く意義が格段に向上した。また，知り合いの先生の励んでいる姿を目の当

たりにし，良い刺激を受けることができたという面もある。教員は日々，生徒との閉鎖的な空間

に留まりがちではあるが，特に我々附属の教員はそれではいけない。地域にどんどん発信してい

く立場ということで，外に目を向けて，他附属の取り組みを知り，自身を見直すきっかけを作っ

てくれた研修には大いに意義があったと，時間が経って尚更強く感じている。このような深い交

流は，毎週のように全国津々浦々で行われる研究会に足繁く参加しても，短い１日という時間で

基本は終わってしまうので，中々難しいことだと思われる。そこに一番の研修の意義があったよ

うに思う。（後述するが，つまり，正直なことを申し上げると，場所はカナダでなくても良かっ

たかもしれない。） 
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もちろん，上記のジャーナルの記述の中にもあるように，授業の内容から学んだことも沢山あ

った。その一部を 2014年の３月に大阪教育大学附属天王寺校舎で行った報告会にて発表した。

その際に使用したPreziというソフトで作成した資料を添付する。（このソフト自体も研修を通

じて学んだことの１つである。）主には，ジャーナル内にも記載のあるLearning Stylesについ

てである。 

 

3. 実践例 

上記のように多くのことを得たのは間違いないが，しかし，学習した内容を用いてその後に大

きな実践をしているかどうかと言えば，残念ながら具体的な授業や指導計画はないので，実践を

したとは言えない。一つあるとすれば，研修の最後に皆ペアを組んでマイクロティーチングを行

ったのだが，そこで使われていた他の先生のパワーポイントを参考にして，本校の小学生を対象

とした学校説明会（オープンスクール）での体験授業での授業を組み立てた。ネイティヴとの

TTで行う小学生向けの英語の授業である。これは，「学習者は右脳タイプと左脳タイプと中間タ

イプにわかれる」という講義内容から，脳を活性化させるクイズ形式のアクティビティとして考

案されたものだが，それを英語で語彙の練習と一緒に行うことを意図したものである。そのパワ

ーポイントのファイルも添付するが，構成としては以下の通りである。3のBrain Quizにおい

て，脳を使ったクイズに挑戦させた。この授業は，2013年から毎年改良を重ねながら行ってい

る。以下に示すものは，今年度のものである。 

手順 指導内容 備考 

1. Self 

Introduction 

・挨拶のモデルを提示 

・数人の生徒と実演 

・グループ内で 1人ずつ全員と挨拶させるが(計

3人)，時間制限を徐々に短くしていく 

予め４人グループで座ら

せておく 

 

スライド 3-4参照 

2. Word Quiz ・色を軸にした単語の導入と練習 

・まずはアイテムの一部のみを見せて，そこか

ら推測させて英語で答えさせるクイズ形式 

・アイテムがわかったら，皆で発音練習 

スライド 5-36参照 

3. Brain Quiz ・色違いの風船や鉛筆の集合を見せた後，次の

スライドではその内のいくつかが消えており，

何色が消えたのかを当てさせるクイズ形式 

・徐々に難しくなっていくように配置 

スライド 37-59参照 

4. Karuta ・2で学習した単語 20個のカード（表が絵，裏

が文字）を用いて，4人グループでのカルタ 

お手つき等のルールあり 

わざとカードにない単語

を言う等の工夫を 
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   また，間接的な効果にはなるが，自分の中でLearning Stylesで学んだことを踏まえ，以前よ

り生徒の多様性を許容し捉えようとする姿勢が産まれた。日々の指導の中では，なるべく１種類

のタスクに偏らないように指導をするように心がけてはいるし，生徒の色々な面を見ていこうと

いう意識は常に持っている。これは研修の成果だと思う。しかし本校の，教科書をベースにした

取り組みはよく構成・確立されており，元々生徒の技能・知識を多角的に伸長することを心がけ

た伝統と先進を織り交ぜたカリキュラムを持つため，指導内容自体を刷新したり，研修内容から

直接新しいことに挑戦するのは難しい。つまり，日々のちょっとした工夫や意識に研修内容が間

接的に寄与している状態であり，こういった形で実践報告を挙げるのは厳しい。日々の実践の中

から強いて挙げるとすると，普段の授業は音声を中心に授業を展開しているが，音声が苦手な生

徒もいるので，学習のまとめとして文字で説明されたものを提示する頻度を増やし，生徒の理解

を助長するように心がけている。 

 

 

4. 研修内容と現実の乖離 

なぜ研修内容を直接活かすようなことができないのか，これについては，以下の様なことが考

えられる。私の受けた研修の内容は，全般的な「教育」（主に「学習者理解」）に関することばか

りで，私のように中学校で外国語として英語を教える立場というのはほぼ全く考慮されていなか

った。つまり，日本での英語教育の前提である，検定教科書があり，シラバス・カリキュラムが

あり，時間に制限があり，生徒はほとんど英語を知らない状態であり，というようなことは考慮

されていなかったのである。例えば，英語についてほとんど知らない生徒に，どのように新規文

法事項を習得させたら効果的か，というような内容や実践をこの研修で享受してもらえたら，即

日々の実践に活かすことができたかもしれない。しかし，それはカナダという英語を公用語とし

ている国には逆にできないことのように思う。日本と違って英語を知らないということがないた

め，基本的には外国語としての英語教育のニーズがない。これに関して言えば，日本のように英

語が公用語ではないが，日本以上に国民の英語の習熟度が高い国で研修をすべきなのかもしれな

いと感じた。そのような国で，お互いの実践を報告しあえたら，とても刺激的で有意義な研修に

なりそうである。 
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5. おわりに 

このような状況であるため，正直実践事例集を作成すると言われて，困惑した。間接的に研修

で学んだ内容が役立っているとは大いに感じているし，今も当時繋がった縁は生きている。しか

し，これまでに散々様々な場面で言わせてもらったことであるが，はっきり言って，研修の内容

自体を直接日々の指導に活かすのは，私にとっては大変難しかった。故にこの報告書も中々筆が

進まない状況であった。提出が大変遅くなってしまったこともここにお詫びしたい。これを結び

の言葉とするのは心苦しいが，誤魔化したり付け焼刃だったりするような中身の伴わない実践の

報告よりも，本音を書かせてもらったほうが有意義なのではと思い，このような形の報告とさせ

ていただきたい。これで私の実践報告を終わる。 
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校種別実践事例【中学校６】 

「積極的な学びを引き出す授業実践」 

      大阪教育大学附属池田中学校  柴 田 伊 織 

1. はじめに 

 平成26年7月28日からの3週間，カナダのビクトリア大学での研修に参加する機会をいただいた。

本報告書では，研修で学んだこと，帰国後日本の教育現場で実践したこと，その成果と振り返りを記

したいと思う。研修に参加した平成 26年と本報告書を作成した平成 27年，私は中学校の英語科講師・

教諭で担当学年はどちらも中学 1年であり，当該学年の英語の授業で実践を行ったものである。 

 

 

2. Brain gym 

 普段しない動きや声を出すことによって脳を活性化させる，数分で行うことが出来るウォームアッ

プで，研修中もその日の本題に入る前に行った。実際に自分自身がBrain gymを行うことによって，

その日の研修に集中できた効果が感じられた。まずはその方法をいくつか列挙したいと思う。： 

(1) 教室内を歩き回り，短い時間内で「Yes！」と言いながら次々にハイタッチを行う。 

(2) 起立して，右手で鼻をつまみ，左手で右耳をつまむ。次に素早く左手で鼻をつまみ，右手で左

耳をつまむ。それをすばやく繰り返す。 

(3) 起立気を付けの状態で，足を曲げないように前屈して両手で地面を触る。片手で机を支えにし

てゆっくりと体を起こす。 

どれも簡単に行うことができ，何より短時間で行うことが出来る。 

 

授業の中での実践では，上記の(1)～(3)のBrain gymを授業開始のウォームアップとして行った。

上記の脳を活性化させるということと，生徒たちは命令文を既習していたことからその復習を目的と

した。生徒たちは普段しない動きをすることで，興味を持って活発に活動することが出来た，そして

英語の授業としての構えができ，その後の活動や英語の発話などを活発に行うことが出来た。また，

(1)~(3)の生徒への指示は主に命令文であり，ウォームアップ後に使用した英語の確認を行い，効果的

に命令文を復習することが出来たと思う。 

 

これまで起立・礼の号令で授業を始めていたが変化を加え，生徒を目覚めさせるBrain gymは大変

効果的だと思う。繰り返し行い定着させるものではないと思うので，頻度や種類を考え，さらなる効

果的な活動として実践していきたい。 

 

3. UDL/Learning Styles (Visual/Auditory/Kinesthetic) 
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 UDL(Universal Design for Learning)の考えから，3つの学習タイプとそのパフォーマンス方法に

ついて学んだ。ひとりひとりの効果的な学習方法はそれぞれ違っている。そしてそれぞれの力を最も

発揮できる方法でパフォーマンスを行い，生徒ひとりひとりを正当に評価する。例えば，視覚的

(Visual)に学習することが適している生徒であればビデオを作成して提出する，聴覚的(Auditory) で

あればレコーディングを行い提出する，体感覚的(Kinesthetic)であればスキットを作成して発表する

など，単に前に出て発表するだけということではなく，単元での目標を様々な方法で学習させるとい

う，私にとっては新しく，そして大変画期的だと感じる学びであった。挙げた方法以外にも多くの方

法を議論し，自らの知識にすることができた。 

 

 研修後，生徒たちの違った学習タイプを見据えた授業実践を行った。2 度の実践での簡単な指導行

程や評価方法などを以下に記したいと思う； 

 

＜授業実践①＞ 

○単元の発表課題：Reading Activity! 

○目標：登場人物になりきって，英語を話そう 

    本文からオリジナルストーリーをつくろう 

○全 8時間； 

・Lesson5の発表課題について，導入（1時間） 

・Lesson5 part1~3の本文，文法（三人称単数の代名詞，Where~?，When~?）（4時間） 

・配布プリント２に基づいて課題の準備（1時間） 

・発表グループの発表（1時間） 

 

本単元の目標を生徒らに示し，ルーブリックを使用して評価方法を提示し，また課題についてと今

後の予定を生徒に提示した。課題を進めるにあたって，まず生徒たちは 4人グループになる。そして

Lesson5の本文の一部を空欄にしてその空欄をグループで埋めていく。また，Lesson5 part1と part2

をひとつのストーリーとしてとらえさせるように，前後の間の対話をオリジナルで考えさせた。評価

方法は，考えたオリジナルの本文を使って教室でスキットをする（Kinesthetic），もしくはオリジナ

ル本文をボイスレコーダーで録音して提出する（Auditory），という 2 通りの方法である。生徒たち

にとっては録音が初めてというだけではなく，それがクラスの前での発表と同等の評価というのはこ

れまでなかったことなので，方法による評価の差はないということ・どちらの方法とものメリットと

デメリットをきっちり伝えることに留意した。以下はその配布プリントの内容である； 
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・配布プリント１ 

 

 Reading Activity！ 

 内容は別紙参照 

 

 発表・提出方法 

 クラスの前で発表 

 ○ 話すことに自信がなくても，身振り手振りでも表現できる。 

 × 自分のパートを覚えなければならない。 

 録音を提出 

 ○ 読みながらでいいので，暗記しなくても大丈夫。 

 × 音でしか評価できないので，十分な工夫が必要。 

 

 発表の評価方法 

 発表・提出の内容（表現） 過程（態度） 

 声 態度 内容 姿勢 

A 十分な声の大きさ

で，発音・抑揚・

トーンなどに工夫

があった。 

それぞれの発表方

法で必要な要素を

満たし，準備物など

に工夫が見られた。 

グループ全員が十分に

発話を行い，必要な文

法や語句を正確に使用

して，豊富な情報を含

んでいる。 

グループ全員が積極的

に発表の準備に取り組

み，その成果が発表で見

られる。 

B 十分な声の大きさ

である。 

それぞれの発表方

法で必要な要素を

取り入れようとし

ている。 

全員が発話を行い，あ

る程度の情報を含んで

いる。 

グループほぼ全員が発

表の準備に取り組んで

いる。 

C 満足できない。 満足できない。 内容が不足している。 準備に参加していない。 
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・配布プリント２ 

 

Reading Activity！  （  ）組（  ）番 名前（              ） 

 

１．4人でグループをつくりましょう 

以下，各グループで考えます。 

２．それぞれの役割を決めます。A⇒    B⇒    C⇒    D⇒     

３．教科書54→56ページの本文を，下の文を参考に書き換えましょう 

４．54・56ページの間の会話を考えてつくりましょう。 

５．練習！ 

６．発表・提出⇒  月  日（まで） 

 

A_____: Hello,           .  How are you? 

B_____:             , thank you. 

A_____: Who is that boy / girl ? 

B_____: He / She is your new classmate,         . 

A_____:         . Where is he/she from ? 

B_____: He/She is from          ,           . 

 

 

 

C_____: What’s your favorite sport ? 

D_____: It’s           .  

C_____: Oh,          . Where do you play it ? 

D_____: I play it            . 

C_____: When do you play it ? 

D_____:                   . Come and play. It’s            . 

 

 スムーズに課題に取り組ませるために，本来の本文の背景，単語・文法事項，内容理解を中心に本

単元の授業を展開するように留意した。生徒たちはどんな課題が目先にあるのかを考えながら，また

その課題でどのように評価をつけられるのかということがはっきりしているのでそれを意識して，授

業や課題に取り組むことができたと思う。課題の取り組みに関してだが，発表グループは必要な小道

具を集めたり作ったりすることに熱心になったり，また録音グループは自分の声以外の音を使いたい

ということで，トイレの流す音やベルの音など，様々なところから音源を拾ってきた。さらに，評価

において“発音”という項目を今回は採用していなかったのだが，特に録音グループは自分の声のみ

で評価されるということで，発音を大変意識した音読をすることができた。 

  

下の対話文につながる

ようにA,B,C,Dの会話

を考えよう！ 

５４ページ 

５６ページ 
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＜授業実践②＞ 

○単元の発表課題：オリジナルスキットを作ろう！ 

○目標：これまで習った表現や工夫を使って，英語でオリジナルのスキットをつくろう！ 

○全 5時間(※)： 

・スキット準備（原稿・準備物作成）（3時間） 

・発表（2時間） 

 

 （※単元自体は 5時間としているが 3学期開始当初に目標・課題について・評価を提示しており，

準備にかける時間は実質 3時間よりも多くなっている。） 

 

1 年生の集大成としてオリジナルスキットを作成させることにした。課題や評価方法などを事前に

示した。そして今回は，クラスの前でスキットを発表する（Kinesthetic)，またはビデオ撮影を行い

提出する（Visual/Kinesthetic），という二通りの方法を採用した。ビデオ撮影は編集を要するが，そ

の編集には手助けをしないという留意事項は事前に説明した。説明を受け，その後生徒たちはまず 2

人 1組のペアを作る。それから準備をしていくのだが，スキットの内容は全編オリジナルとなるので，

ある程度何をすべきかをTo Do Listの形にして取組の手助けとした。以下が使用した配布プリントの

内容である； 
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・配布プリント１ 

 

 MY SKIT 

 ２人ペア・３人グループ 

 時間：３分～5分 

 その他はTo do Listに基づいて準備をしていくこと 

 

 発表方法 or提出方法 

 クラスで発表 

 教室で発表 

 ビデオで提出 

 USBにビデオデータを入れて提出（ビデオは貸し出しができます） 

 編集が必要です，3～５分の時間におさめること 

 作成したビデオは発表グループと同じときに上映します 

 

 発表の評価方法 

 表現 

 声（音声）大き

さ 

発音 発表技術 内容 To do Listより 

A 大変満足でき

る。 

明瞭なので容易

に理解すること

ができる。 

大変満足でき

る。 

発音や流ちょう

さが長けていて

工夫がみられ

る。 

大変満足でき

る。 

聞き手を十分に

意識したスキッ

トを行ってい

る。 

大変満足でき

る。 

豊富な内容で，

かつ聞き手が理

解できるよう配

慮されている。 

制限時間・暗

記・ジェスチャ

ーが十分など大

変満足できる。 

B 満足できる。 

所々聞き取れな

い箇所がある。 

満足できる。 

カタカナ英語や

片言になるとき

がある 

満足できる。 

内容が理解でき

ない箇所や聞き

手を意識しない

様子が伺える。 

満足できる。 

内容が不十分で

ある，または聞

き手が理解でき

ないなどがある 

満足できる。 

時間に多少漏れ

る，何度か詰ま

る，ただ覚えた

ものを読むだけ

などになる。 

C 満足できない。 満足できない。 満足できない 満足できない 満足できない 

※    グループ内評価 グループ内評価 
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・配布プリント２ 

✔ MY SKIT - To do List     ※ノートに貼らないこと 

✔ To do memo 

 ペア（グループ）決定  

 発表方法決定 発表 or ビデオ作成 

 ペアで原稿作成（別紙）⇒完成  

 原稿確認：文法の正確性  

 原稿確認：聞き手が容易に理解できる  

 原稿確認：聞き手が笑える内容  

 内容の全体再確認  

 時間配分の調整（ジェスチャー込で３～５分以内）  

 ペア・グループで話す量がほぼ均等  

 できるだけセリフ１つ１つにジェスチャーをつける  

 発音・流ちょうさチェック  

 ○ 原稿確認⇒柴田へ（２ 月 １３ 日まで） 先生のサイン⇒ 

 ・自然な速さで時間に収まるか（ジェスチャー込）  

 ・内容が理解できる  

 台本暗記  

 声・発音・流ちょうさ確認（後ろまで聞こえるかどうか）  

 準備物  

 リハーサル  

 本番！  

 ✔を数えてこのリスト下に記入，提出準備  

     

   パートナー・メンバー（         ） 

 

   （  ）組（  ）番 （           ） 

 

  

✔の数 

   ／20 
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 スキット発表はすでに全員経験してきているので，準備には滞りがなかった。ビデオ編集を生徒た

ちに課したのだが，編集技術がない生徒はビデオを一本撮りするしかなく苦労している一方，編集技

術が大変優れている生徒の提出物は，大変見事で見るものを魅了させた。クラスの前で発表しないこ

とや，自分の技術を総動員することができる課題であるので，当然積極的に取り組むことができた。

発表グループも，これまでの画用紙で準備物を作るだけではなく，自分たちで音源を準備して来たり，

発表の中でパワーポイントを使用したりするなどの工夫を凝らして，課題に取り組むことができた。 

  

＜授業実践を振り返って＞ 

生徒ひとりひとりが自分の力を存分に発揮し課題に取り組むことが出来た。生徒たちが創意工夫を

して学習意欲を示すことが出来たと思う。学習タイプ別の観点から様々な方法を示したが，最終課題

だけではなく普段の授業の指導内容の中にもちりばめさせることで，普段の授業からそれぞれが力を

発揮させられるようになり，積極的な子どもたちの学びにつながると思う。 

ただ，子どもたちが積極的に取り組む一方で，日本の教育現場ならではの教室のサイズや教育環境

の課題が発生，気づくことがあった。たとえば公立の中学校ではインターネット環境やノート PCな

どが十分に配備されていないなどのハード面での課題であったり，40人 4クラスという生徒の提出物

が膨大な量になったりなどと，授業者による準備とその後の作業などにとても大きな負担がかかると

いうことである。UDLを効果的に活かしていくために，単に概念をもって課題を与えるのではなく，

日本の教育環境にあった工夫を考えていきたい。 

 

 

4. 終わりに 

 上記にあげたのは研修で学びえたことの一部である。上記の実践自体に改善する余地はまだまだ多

く，自分の力のなさを感じるところでもあった。しかし，UDL や様々な考え方や方法などを踏まえ

た授業が，子どもたちの学びの助けになり，積極的な学びにつながるということを生徒の反応から大

変読み取ることができた。今後も子どもたちの学びを引き出す授業を展開していきたい。 
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校種別実践事例【中学校７】 

「授業中，生徒が効率よく学習できるための工夫」 

      大阪教育大学附属天王寺中学校  奥 田 裕 香 

 

1. はじめに 

2014年度，４月に附属天王寺中学校に赴任したばかりでしたが，小・中学校の教員向けプログラム

（HATO研修)という英語を教える先生方と，しかもAll Englishでの研修を約３週間，自身の生活

環境を変え，英語づけ・異文化に触れることができるという機会に恵まれました。 

カナダ・バンクーバー島にある，年間通して穏やかな気候と自然に恵まれて，施設も充実したビク

トリア大学で学ぶことができました。主に，午前中は２人の地元の学校の先生から英語教授法，およ

びカナダの生徒・保護者，教育システムから文化，観光に至るまで様々なことを教えていただきまし

た。素晴らしい先生方です。授業中では，研修を受ける自分が実際の生徒となって体感できることが

実践的で非常に分かりやすかったです。まるで教室が１つのクラスのようでした。そんな環境の中で

すから，初めてカナダで出会った今回の研修に参加された先生方とも日に日に距離が縮まっていきま

した。午後は，英語教授法以外で，音楽・文化・その他，授業やクラス運営で使える有益なことを複

数の先生からほぼ日替わりで教えていただきました。英語教授法から地元ビクトリアの歴史・文化に

いたるまで学ぶ機会もあるという内容が非常に充実したプログラムでした。 

本稿では，HATO研修で学んだこと，そして自身の授業実践に活かしたことについて記したいと思

います。 

 

 

2. UDL（Universal Design for Learning )：様々なタイプの生徒（学習者）を 

意識した授業の進め方 

 普段は教室にいる生徒全員をひとくくりと見なして授業を進め，評価してきました。実はそうでは

なく生徒の特徴は様々。今までに聞いたことはあったものの今回授業を進めて行く上，又それを評価

する上で常に意識しておかなければいけないことを，再認識しました。それが UDL (Universal  

Design for Learning )です。教室の中で学ぶ生徒にも色んなタイプがいて，『視覚的』(Visual)な学習

を得意とする生徒，『聴覚的』(Auditory)な学習を得意とする生徒，『運動感覚的』（Kinesthetic）な

学習を得意とする生徒がいるということです。授業の中でそれぞれの生徒に適する情報や学習方法を

提供したり，発表をさせることが可能であること。授業の進め方でこれらの生徒の特徴を意識した上

で，どの生徒にも指導内容や活動に偏りがないように指導案を考慮することは大切だということ。ま

た，複数の学習法や発表方法を提示し，生徒にどの方法がよいかを選ばせることも可能であることを

学びました。 

今回の研修では，例えば，『視覚的』(Visual)生徒にはビデオ作成を，『聴覚的』(Auditory) 生徒
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には ICレコーダーに音声を録音，『運動感覚的』（Kinesthetic）生徒には教室でスキットを発表させ

てみるということが考えられるということを教わりました。 

 

 

3. Literature  Circle  Golden  Roles ： Reading 教材で生かせる指導法 

（Group Work） 

英語のストーリーを理解するための方法。グループで役割分担をし，読解するという方法です。次

の①～④の役割(①Summarizer  ②Vocabulary Finder  ③Question Writer  ④Story Mapper/ 

Illustrator )についてグループで分担決めをする。①はどんな話かをまとめて伝える。②は語句・表

現の意味確認を担当。③は内容理解のためのQ&A作り。④は話をイラストで伝えるというものです。

HATO研修の授業では短編ストーリーをそれぞれのグループが取り組みました。 

よく考えてみると①～④の役割の人がちがった方法で１つのストーリーを理解し，それをグループ

内で発表し合う読解の仕方です。それぞれの役割が必ず自身の役割に取り組まなければ，うまくいか

ないのです。つまり，人任せ，受け身では成立しないやり方です。 

それに，それぞれが主となってグループの学習を進めていく役割があり，つい，受け身がちになって

しまいそうな，単調な教科書本文の指導とはちがった指導方法なのです。 

 

 これを早速，教科書のReading教材の指導で活用。 

 

 

〈実践①〉  ONE  WORLD  English  Course 3  Lesson 3 Rakugo in English (Part 2 ~ 4)  

 

ちょうど，本文がEnglish落語『動物園』のセリフになっている箇所である。 

 

【準備】 

１．新出の文法事項の指導は前もって済ませておく。 

２．本文(Part 2 ~ Part 4)をすべてくっつけたものを１枚の*プリント にする。 

      それには教科書に載っている新出語句も載せておく。 

                                         （※時間調整のため，意味はすべては載せない） 
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【Lesson 3〈Part 2 ~ 4〉の指導】  

  *プリント配布（この段階では，単語の発音・本文の音読はしないで生徒に考えさせる） 

 

              ★役割分担を決める → 

               （班員６名の場合） 

 

 

① 新出語句の発音・意味担当（２名） 

② 本文の読みのリーダー（２名） 

③ どんな話かをまとめて伝える（１名） 

④ Q&Aを作成する（１名） 

            それぞれの役割の準備の時間を与える （教師は机間巡視をし，それぞれのグループ 

                                                  の活動状況を把握する） 

                         ↓ 

               各グループで①～④を確認・実施 

                         ↓ 

                教師の確認の指導（読みの指導） 

                         ↓                                           

               ★登場人物の役割分担 

                         ↓ 

                各グループで役割練習  

 ★のところでは，生徒は 

 自分(Visual/Auditory/ Kinesthetic )に合わせて 

 役割・発表のしかたを選ぶことができる 

                        ↓ （プリントを見ずにできるよう）  

★スキット発表・ビデオ作成（小道具使用：マイク・蝶ネクタイ・ヒョウ柄スカーフ） 

 

 

4. Brain  Gym : 授業中，生徒の集中力が切れそうになったら  

睡魔と闘っている生徒の数が増えてきたら 

 

〈実践②〉  

１学期の終わりに近い，夏の暑い教室での水泳の後の授業であったり，また，冬のストーブやヒー

ターの点いた暖かい教室での昼食後の授業であったりという状況は，生徒にとってみるとかなり苦し

い状況です。自身の本意とは違い，同じ態勢を保って座っていなければならないからです。ペアで相

談をさせることも可能であるが，大して状況は変わらない。そんな状況を打破するのに，発想の転換

に値する方法を教わりました。それがBrain Gymなのです。授業中に生徒の状況とタイミングを見

計らって，身体の一部を動かすことで脳の働きが鈍っていたものを活性化させるものです。ただし，

数分，短時間で終える活動にするのです。 

実際には２学期のはじめに早速残暑の残る教室で実践を行った。かなり，効果的でした。 

生徒にとっても目新しいので，最初は喜んで活動していました。 

使える技 
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  ① 指を動かすことで脳に刺激を与える                             

■起立し，右手の指・左手の指をそれぞれ交差させ，まずは親指同士クルクルと円を描く， 

    次は人差し指同士（残りの指は交差させたままで動かさず）→真ん中の指同士クルクル     

（薬指同士・小指同士は交差させたままで動かさず）→最後は，小指同士クルクル  

 

  ②手を交差させて動かすことで脳に刺激を与える 

  ■起立し，Ａ：右手で左耳の耳たぶをつかみ，左手で鼻をつまむ   

Ｂ：左手で右耳の耳たぶをつかみ，右手で鼻をつまむ 

      ＡＢを繰り返し，テンポ良く行う。（簡単そうで，結構，ややこしい動きだ！） 

 

  ③軽く歩き回り，さらにハイタッチで脳に刺激を与える 

  ■起立し，制限時間を与えて，歩き回りながら近くにいる仲間（５人）に" Hi ! "と言ってハイタ

ッチをする。    

 

④手で足をタッチして，脳に刺激を与える 

  ■起立し，Ａ：右手で左足の内側（くるぶし）をタッチ，その時，左手は挙げる 

Ｂ：左手で右足の内側（くるぶし）をタッチ，その時，右手は挙げる                      

ＡＢを繰り返し，テンポ良く行う。           

    ※これら以外にも，いくつかあり，英語の指示入りでわかりやすい映像がYouTubeにあります。 

 

 

5. Learning  with  Foldables : 折り紙を使った紹介文（英作文）の見せ方の工夫 

単に平面的な紙面に英文を書いたり，写真を貼るのとは違って，見せ方，読ませ方に工夫を凝らす

ことができる方法です。HATO研修の授業では，単語とその意味・説明をCootie Catcher という形

の折り紙を使ってやってみました。 

 

違った折り紙の形を使って，以下の教科書の部分で実践してみた。 
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〈実践③〉 ONE WORLD  English Course 3  Project 自分たちの町のガイドブックを作ろう！(P.42 / 43)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDLの『視覚的』(Visual)な学習を得意とする生徒は，アイデアを凝らして，丁寧に取り組んでい

た。絵を描いたり，写真（ネットから）を貼り付けた。一方で，英文の説明にじっくり時間をかける生

徒もいた。作品の中にはかなり見栄えのするものが出来上がった。 

 

 

6. おわりに 

おそらく今回のHATO研修に参加していなかったら，気づくこと・知り得ることはなかったであろ

うこと，再認識のできなかったことが多々ありました。また，さすがに多人種国であるが故に様々な

生徒に対応するための学習法・教授法が考えられていることを実感しました。 

ここに記載するまでには至っていないが実践に移そうと考えている大変興味深い事柄があります。 

例えば，ESL（英語を第２外国語とする）の生徒が学習する際に役に立つ，Native Speakerによる

English Video Lessonsの一部を使って中学校の英語の授業に役立てること， 

Formative Assessment Techniques（指導の途中でそこまでの成果を把握したり，その後の学習を促

すために行う評価）も授業の中に取り入れて行くことです。  

今後は，この実践報告書に記載したこと，そして今回の研修で学ばせていただいたその他の事柄も

取り入れた授業を展開し，更に「生徒が効率よく学習できる工夫」を増やし続けて行きたいと考えて

います。 

  

When  you  come  to  Osaka， 

               please  be  sure  to  visit ....   

 (Picture) 

Good 

Restaurant 

(Picture)
 

Tsutenkaku 

Tower 

紹介したい

場所・店など

の紹介した

い理由を英

文で説明。 

(Picture) 

Interesting 

Shop 
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校種別実践事例【中学校８】 

「コミュニケーション活動を意識した授業づくり」 

      大阪教育大学附属平野中学校  木 村 由 紀 

 

1. はじめに  

2014年度に実施された小・中学校教員向けプログラム（通称HATO研修）に７月２８日より３週間

にわたって参加させていただいた。 ここでは研修中に学んだことやHATO研修で得たことを，どの

ように自身の教育実践・研究に生かしたかについて記したい。2014年度では３年生の授業で，2015

年度では１年生と３年生の授業での実践例である。 

 

 

2. ビクトリア大学で学んだこと 

３週間，学習に専念できるといった機会に恵まれ，英語での生活圏に滞在することができ，自己の

英語力研鑽ができた。またこの研修には校種も担当教科も異なる教員が参加していたため，教科とし

ての英語を学ぶだけではなく，UDLについて体験を通して習得することができた。UDLに関して知

識の豊富なカナダの先生方に教わる内容が日々新鮮で，日々の授業に積極的に参加することができた。 

Learning Stylesについて学んでから，どのようにすれば子どもたちにとってより学びやすい環境

をつくることができるのか，そして学習者への有効なアプローチの方法についても意識するようにな

った。自分の学習スタイルは形成されているものの，auditory / visual / kinesthetic learnerに分かれ，

人によって，習得の仕方がこのように異なるということを知り，研修後の授業実践において，このこ

とを意識した授業づくりを心がけている。 

 

3.  

３－１. 実践報告（１） 

 

＊単元名：CMをつくろう（３年生） 

ICTを使い，共同学習をすることを目的とした授業である。４人グループで商品紹介を英語で行い，

iPadで撮影し提出をする。英語を使って創造的に作品を作るため，商品の内容は空想上のものでも良

いとする。１時間めの授業で海外の英語のCMを見せ，よく用いられる手法（短く印象に残るセリフ，

印象を残すためにセリフを繰り返す，使用前後の違いを見せるなど）やよく使われる表現などを学び，

それらをグループの作品にできるだけ取り入れることも目標とした。またプレゼンではなく，撮影し

た動画を提出させることで，子どもたちが作品を客観的に見ることができ，自分たちの英語が相手に

伝わりやすいものであるのか客観的に評価することができる。そして満足ができるまで何度も撮り直
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しすることが可能であるため，グループ内での協力や話し合いが活性化し，工夫の凝らされた良い作

品を作ることができるようになる。 

 

＊単元計画（全６時間） 

 ①英語のCMを見て，手法などを分析する 

②よく用いられる手法を紹介する(PPTを使って提示）／グループで商品を決定する【ワークシート１】 

 ③④CM撮影に向けて，セリフと絵コンテの作成【ワークシート２】 

 ⑤⑥iPadを使っての撮影 

 

＊評価の方法（評価は個人につける） 

 CMの長さ 英語の正確さ・話し方 CM上の工夫 

A ４５秒以上 商品内容を的確にハキハキと話している 大変印象に残る工夫が見られる 

B ４５秒以上 商品内容がだいたい伝わる/声を聴きとることができる 工夫が見られる 

C ４５秒未満 商品内容がわかりにくい/声が聴き取ることが難しい 工夫が見られない 

各A：３点，B：２点，C：１点とし，合計が８～９点が評価のA，４～７点をB，３点をCとする。 

 

【ワークシート１】 
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【ワークシート２】 

 

＊子どもの活動の様子 

 自分たちが伝えたい内容をうまく英語で表現するために，辞書をたくさん活用し，どのようにすれ

ばより魅力的に商品を紹介することができるのかなど，各グループでの積極的な話し合いが行われ，

より興味深い作品を作ろうと，趣向を凝らそうとする様子がよく見られた。４５秒以上という時間を

設定したが，どのグループも１分以上の作品となった。また２年めの今年は，昨年度の子どもたちが

作った特に優秀な作品を事前に見せたことにより，前年度と比べてより工夫がされていたように思わ

れる。 
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３－２. 実践報告（２） 

 

＊単元名：自己紹介をしよう（１年生） 

 ２学期以降の個人でのプレゼンに向けて，今年度５月に４人グループの中での発表を行った。1年

生の初めての発表であり，４０人の前での発表に向けて，今回は少人数の前での発表とした。「メモは

見ない，相手の目を見て，ハキハキと話す」という３点のみに今回は重点を置いた。評価は子ども同

士の相互評価とした。 

 

＊単元計画（全２時間） 

①教員の自己紹介例・自己紹介文の作成【ワークシート１】 

②発表前の個人練習・発表・相互評価【ワークシート２】 

 

【ワークシート１】 
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【ワークシート２】 

 

評価シート 

（評価）A：very good  B：good  C：poor 

 

＊子どもの活動の様子 

 初めての英語での発表で大変緊張している子どももいたが，今回は英語の間違いは気にせず，アイ

コンタクトをしながら，ハキハキとメモを見ずに話すといった点のみで評価をしたため，発表中はど

のグループも和やかな雰囲気であった。発表に向けて，上手に発表ができるよう，家庭で，また始ま

る前の休み時間など，一生懸命に練習している子どもも多くいた。聴く側もしっかりと聴き取り，正

しく評価を付けることができていた。 

 

 

＊今後の予定 

現在は次の発表に向けて，自分の家族，友人，ペット，好きなキャラクターなど，第３者について

の紹介に向けて取り組んでいる。３年生の最後の段階でディベートを行うことを目標としており，そ

の段階に向けて，「自分の伝えたいことを英語でうまく表現する」ということを発達段階に応じて行っ

ていきたい。 

 

 

4. おわりに 

 今回の実践レポートは主にプレゼンに関しての事例であるが，今後も模索していきたい内容は「ICT

と共同学習の要素を取り入れた授業づくり」と「表現したい内容を英語で伝えることができるように

なるための授業づくり」である。それぞれのLearning Styleを持った学習者にとって効果的なアプロ

ーチの方法を研究し，英語でコミュニケーションを取りたくなるような課題を提示し，体験を通して

英語を習得することができるようにしていきたい。  

name アイコンタクト ハキハキと話す 聴き取ったこと 
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校種別実践事例【中学校９】 

「中学校授業改善へのアプローチ 

～ 生徒の意欲的な授業参加と ICT利用の観点から ～」 

      大阪教育大学附属天王寺中学校  吉 田 雅 子 

 

1. はじめに 

 私は，平成２５年度実施の小･中学校教員向けプログラム（ビクトリア大学研修）に参加させていた

だき，同じ大阪教育大学の附属学校に留まらず，他の附属小･中学校から参加された先生方とも親交を

深め，英語漬けの環境で教授法について学び直す機会を得ることができた。  

この３週間という期間は，研修前は長く感じられたが，実際には短く，本当に内容の充実したプロ

グラムであった。この間，英語教授法だけでなく，他の先生方と校種を超えて様々な実践を学びあい，

よい意味で刺激を受けた。また，プログラム中，お世話になった先生方の温かさと熱意にも励まされ，

やる気をいただいた。 

お世話になった先生方の中でも，午前中の講義を担当してくださった二人の先生は，現職の小学

校・中学校教員であった。そこで教えていただいた理論や授業の様子は，アメリカやカナダではすで

に確立している「脳科学」と学習の関係を結びつけた理論に基づいて展開されており，私には，非常

に興味深いものであった。その理論を起点として，生徒の「学習スタイル（Learning Style）」や「学

びのユニバーサルデザイン（Universal Design for Learning）」についても実践やアクティビティを

交えながら教えていただいた。これらのことは，私にとって，日ごろの経験から「なんとなくそうで

はないか」と推測していた内容であったわけだが，そこに二人の実践例が加わり，学習者としての自

分自身についても気づくことも多く，このプログラムの内容を少しでも授業改善への参考にしたいと

いう思いに至ったわけである。 

ここでは，授業改善へのアプローチとして，「動機付け」という観点から，研修で私が印象に残っ

たものをいくつか紹介し，それらを参考に授業中に行った実践事例について紹介したい。 

 

2. ’Grit’ 

「近頃，指導法はEffective Learningを意識していることが多いが，Affective Learningを意識す

ることも大切ではないだろうか」 

 

この言葉は，音楽と演劇という視点で授業をしてくださった先生の言葉で，今なお，自分の中で

反芻することがある。非常にシンプルな言葉であるが，この言葉は，私がこれまで大切にしてきた

ものを再確認するためのよいきっかけを与えてくれたと思っている。 
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 Affective Learningとは，学習の過程における学習者の情緒・感情に関わった考え方である。教室

に「笑い」が生まれると，学習環境が変化し，生徒が楽しみ，もっとやってみようという刺激の連鎖

が生まれるのだと，先生は具体的な例を出してお話しして下さった。 

 

学習時における情緒的な部分の重要性については，別の授業で紹介されたAngela Lee Duckworth

氏が行った TEDスピーチに登場する生徒もその一例となろう。彼女がかつて中学校で教師をしてい

た時，クラスで一番の成績だった子どもがどうして好成績を取るのかに興味を持ち，調べたところ，

IQは人並み程度で，本人の努力や興味など情緒面が大きく影響していることがわかったという。それ

を’Grit’という言葉で彼女は表現したのだが，辞書を繙くと，’Grit’とは，次のように定義されている。 

 

’ the courage and determination that makes it possible for somebody to continue doing 

something difficult or unpleasant’ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) 

 

彼女の経験や研究から，Angelaは’Grit is sandpaper.  It scratches a surface.’という言葉で，Grit

の効力を説明したが，実際のところ，生徒のやる気，やりきろうという熱意を引き出せるのは，間違

いなく，教師の授業力にかかっていることは間違いないだろう。 

これをきっかけに，普段の自分の授業を振り返ってみると，決してこのような生徒の動機付けや学

習時の雰囲気作りなど軽視しているわけではないが，実際の授業を組み立てる上で「どうすれば身に

つくのか」という効果について意識することが多くなっているかもしれないと思ったのは事実である。

専門教科が英語だということもあり，授業が，ある意味，英語のトレーニングとなることは否定でき

ない。しかし，生徒の授業への参加意欲について考えたとき，この研修の記録として用いた iPadを

授業に取り入れることで，これまで以上に生徒参加型の授業を生むことになるのではないか，と自然

に考えるようになっていた。 

 

3. Technology in Education 

   近年，校種を問わず，教育現場への ICT導入が急速に進んできている。この状況に，私たち教師

はどれだけ対応することができるだろうか。私は，この研修を受けるまで，自分の授業への ICTの導

入について積極的ではなかった。その理由は，それまで私が勤務してきた学校（附属も公立もともに）

では，導入しようにも，機器がまだ十分に揃っておらず，公立でも通用する実践をしようにも，イン

ターネット環境をはじめとして，まだまだ課題が多く，現実的ではない，と考えていたからであった。 

 しかし，タイミングよく，私がこの研修を終えた数か月後に，現在の勤務校において，生徒１クラ

ス分の iPadが導入され，のちにネットワーク環境が整備されることがわかり，研修で学んだことを

基にして，授業でも実際に活用することにした。 
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 ビクトリア大学では，ICTやインターネットを使用した授業としてOnline Learning（オンライン

学習），Blended Learning（ブレンド型学習），Flipped Classroom（反転授業）の３つの形態につい

て説明をうけ，インターネットを利用した学習に役立つ資料を提示していただいた。 

 これまでオーストラリアやアメリカで，いくつかの学校を訪問する機会があったが，共通していえ

ることは，生徒に対して積極的にインターネット環境を提供し，授業でも活用している，ということ

であった。講師をしてくださった２人の先生もそうであるが，生徒の学習にオンライン学習を取り入

れている様子であったのが，一番の驚きであった。 

 この授業のねらいは，授業の参加者が，言語学習，生徒の授業への参加（動機づけ），さらに，教師

自身の研修にウェブサイトやこのような技術を使うことに慣れ，実際に，利用した際，生徒の発表機

会を増やせるインタラクティブなウェブサイトの使用について考えることであった。 

 その際，先生が提示してくださったウェブサイトの分野は， 

と多岐にわたっており，中には有料のものもあるが，授業の参考となるものも多くあった。 

 それらの中から，先生が実際に使っているものやお勧めであると紹介してくださり，実際に試して

みたものについても触れておきたい。 

① General Resources 

② Web Quiz Creation 

③ Listening 

④ Pronunciation 

⑤ Grammar and Vocabulary 

⑥ Corpus 

⑦ Reading 

⑧ Writing 

⑨ Speaking 

⑩ Internet Activities 

⑪ CALL-Related Journals & Researchers 

⑫ Professional Development 
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 実際に試してみると，非常にユニークで楽しいと感じたものがあったものの，やはり実際に授業で

使うかどうかというと，現実的ではなかった。コンピューターで使用するにせよ，iPadで使用するに

せよ，有料となると躊躇することが考えられたからである。 

 そこで，実際に使用するにあたって，iPadにあらかじめインストールされているものや無料で使え

るアプリを探し，授業で活用することとした。 

 

4. 授業実践 

  最近の中･高生は，「デジタルネイティブ」と呼ばれるほど，パソコンやインターネットが身近な

ものであり，本校の生徒においても，それらを頻繁に使っていることは周知の事実であった。そこで，

その点を踏まえ，ALTと綿密な打ち合わせを行い，まとめや国際理解の活動として，生徒が興味や意

識を持って参加できる iPadを用いた授業の計画を立てた。研修を受けた平成 25年（中学校 2年生）

の実践と，翌年である平成 26年（中学校 1年生）に行った実践について説明する。 

 

 使用したものは以下のとおりである。 

①  Animoto.com    

自分で使用するフレームとBGMを決め，自分の持っている写真を用いて，短編ビ

デオを作成できる。１４日間の使用期間あり，その後は有料。 

②  Starfall.com   

小学校向きの内容。reading とアルファベット，フォニックスに関わるプリント，

アクティビティを提供している。一部無料で使えるものもあるが，そのほかは有料。  

③  The Internet TESL Journal （http://iteslj.org）                                 

英語教育関係の資料を検索できる。 

④  Simple English Wikipedia (https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page)               

英語を目標言語として学んでいる人向けに，易しい英語と文法を使ったWikipedia。

現在，11万を超える項目が検索できるようになっている。     

⑤  Blachan Lab  (http://blachan.com/shahi/)                                                           

Visual Dictionary。知りたい英単語を入力すると，写真と意味が出てくる。写真は，

flickr, Google, Yahooの画像にアクセスしている。      

⑥  Storyboard-that.com 

いろいろなパーツを選んで，自分で storyboard（絵コンテ）を作成できる。無料期

間中（14日）は，3コマか 6コマでしか使用できないが，有料コンテンツになると，

制限がなくなる。 

http://iteslj.org/
https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://blachan.com/shahi/
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①のDragon Dictationだけでなく，Keynoteや iMovieも全て，学校の備品となっている iPadす

べてにインストールする必要があったため，大学のシステムエンジニアの方にお願いし，作業を行っ

ていただいた。これらのアプリの使用については，インターネット環境の関係から，中学 2年生では

②のKeynoteを用いた。また，インターネット環境が整備された後，中学校 1年生でDragon Dictation

と iMovieを用いた。 

 

４－１. Keynoteを使った「国際理解」発表 ＜対象学年：中学2年生＞ 

 本校では，2年生の 3学期で総まとめの活動として，クラスを 4人班に分け，それぞれ異なる国を

選び，英語で発表をさせている。それまでは，模造紙に発表内容を書き込み，クラスに対して発表す

るという形態をとっていた。しかし，iPadが整備され，教室に一時的なインターネット環境があれば，

調べ学習から資料をまとめ，スライドを作ることができるということで，Keynoteを用いて発表させ

ることにした。 

 

＜指導の流れ＞ 

展開 生徒への指示・補足 

１．ALTによるモデルの提示 ・できるだけKeynoteのいろいろな機能を用いてスライドを

制作する。 

２．班分け，及び，発表内容の決定 ・クラスで 10班となったが，発表する国が重ならないよう

に。 

３．調べ学習・スライドの編集 ・授業では，スライドの編集を中心とし，できるだけ家庭で

発表内容を調べてくるように指導。 

・内容は，食べ物やお祭り以外に，聞いている側にとって新

しい発見となるものとする。また，なるべく理解しやすいよ

うに配慮する。 

・実際に授業でとった準備時間は 4時間であった。 

４．発表 ・発表方法にも工夫をすること。 

・発表時間は班で 4分（1人 1分）。 

・発表内容（英語）は事前に覚えておく。 

 ① Dragon Dictation (Nuance Communications) 無料 

        iPhone・iPad・iPodで使用可能。インターネット環境が必要。 

    音声認識の精度が高く，言語も英語（アメリカ・イギリス）だけでなく，日本語も

含めて他言語にも対応している。 

 ② Keynote プレゼンテーションソフト     無料でダウンロード 

 ③ iMovie  ビデオ作成・編集ソフト      無料でダウンロード 
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 英語はそれほど得意ではないが，電子機器を扱うことや発表が好きな生徒も多くおり，そのような

生徒が，楽しみつつも，様々な工夫をして英語で発表する姿が見られた。基本的に真面目に取り組む

生徒が多いが，それほど発音がきれいでない発表であっても，スライドの中に写真や簡単な説明が入

っているおかげで，それが助けとなり，発表を聞こうという姿勢も見られた。 

 

４－２. Dragon Dictationで発音チェック ＜対象学年：中学1年生＞ 

 本校には，毎年，数名の帰国子女が入学している。また，小学校の低学年から英語を習っている生

徒も存在する。この活動は，前年度（平成 25年度）に英語の発音が優れていると考えられる生徒（中

学２年生）に教科書の英文をDragon Dictationに吹き込ませた結果をヒントに，中学 1年アルファ

ベットの導入時に，取り入れたものである。 

 中学２年生の生徒に，教科書の英文をいくつか読ませたところ，Dragon Dictationでは，教科書通

りに認識されなかった。自分の英語に自信を持っていた彼女は，「もう一回，もう一回」と教科書通り

に出てくるまで，何度も iPadに向かって読み込んでいくわけであるが，教科書通りにはなかなか認

識されなかった。ちなみに，このとき，一緒にいたALTが同じ部分を読んだところ，教科書通りに

認識された英文が表示されたのである。 

 

 年度が替わり，中学１年生を担当することになった際，アルファベットの導入後にDragon 

Dictationを用いることにした。一通り，アルファベットの書き方を学習した後，カルタゲームやALT

と共に発音練習を丁寧に行った上で，生徒を二人一組にし，一組につき iPadを一つ与え，時間を決

めた上で，順番にアルファベットを一通り吹き込ませた。（例１～３） 

 その結果，帰国子女の生徒や英語の好きな生徒が，クラスで１，２名程度のみアルファベットを正

確に認識させ（例１），一緒に取り組んでいた生徒や周りの生徒がそれに感化され，正確な発音ができ

るようになりたいと意欲的に取り組むようになった。 

   

例１ 例２ 例３ 
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 次に，自己紹介の文章（Hello. I am Jack Smith. I am from New York. I am good at baseball.）を

学習した際，自分の発音がどれほど正確かをチェックさせるために，取り組ませた。(例４・５) 

 

 たった４文ではあるが，個人で取り組むことで，日本人特有の/th/の出にくさや，しっかりと頭に

英文をいれておかなければ正確に認識されないことに自ら気づき，教師にアドバイスを求めて，何度

も正確な発音を出そうと取り組む姿があった。中には，帰国子女の生徒と取り組み，発音のアドバイ

スを受けることで，「彼女のようにきれいな発音になりたい」とその後，さらに意欲的に取り組み，非

常にきれいな発音を身につけていった生徒もいた。 

 

 発音チェックを行う際は，必ず，事前に相当量の発音練習を行い，発音チェック表に，毎回，正確

に認識されなかった単語を書き残すように指導した。このように，英語導入期に集中的に発音チェッ

クに取り組むことは，生徒自身が自分の発音の苦手な部分を認識し，それ以降の授業においても，一

貫して，自分の発音に意識をしながら学習に取り組んでいく姿勢を育てる一つの手立てとなるといえ

るのではないだろうか。 

 

４－３. iMovieで「学校紹介ビデオ」を作ろう ＜対象学年：中学１年生＞ 

 この活動は，中学１年生の３学期の後半に行ったものであるが，１２月にスキットコンテストを行

っており，この時点では，すでに，自分たちでテーマに沿ったストーリーを作成し，演じることに素

直に取り組むことができるようになっていた。そこで，１年間の総まとめの活動として，iMovieを用

いて「学校紹介ビデオ」を各クラス内で分担作成することとした。よい作品については，２年生にな

ってからの３附中交流会など外部との交流などで採用するという目標を設定したことで，内容につい

ても，本校の生徒以外の人にもわかりやすく説明するように意識づけることができた。 

 

＜指導の流れ＞ 

展開 生徒への指示・補足 

１．活動についての説明  

２．班分け，及び，発表場所の決定 ・クラスで 10班となったが，発表する場所が重ならないよ

うに。 

  

例４ 例５ 



- 177 - 

 

３．取材 

スクリプト作成 

ビデオ撮影 

編集 

・その場所の特長を調べ，スクリプト・ストーリーを作成。 

・スクリプトは必ず先生のチェックを受ける。 

・撮影で教室外に出るときは，必ずその場所を届け出る。 

・編集はできるだけ短時間で済むよう，工夫して撮ること。 

４．発表 ・発表時間は班で１分以内。 

・原稿（英語）は事前に覚えておく。 

 

 学校紹介は，１学期に教科書で既習であるが，３学期に自分たちで作るとなると，語彙や作文，内

容の構成などで苦労した班もあったようだが，１班につき１分を目安としていたおかげで，楽しく，

少しでもよいものに仕上げようと取り組んでいた。しかし，残念ながら，途中，インフルエンザによ

る学級閉鎖が影響したこともあり，必ずしも十分な時間がとれたわけではない。その点については，

生徒を焦らせてしまったように思える。最終的に，工夫されたよい作品が多く作成されたので，事前

に予告しておいたとおり，２年生時の３附中交流会の学校紹介で，学校紹介ビデオの一部として使用

した。 

 

5. 最後に 

 今回，生徒の動機付けと ICTの使用に限定したが，その他にも，なるほどと感銘を受けた講義は多

くあった。はじめに述べた，UDLや Learning Styleだけでなく，右脳と左脳のどちらを使っている

かというワークショップも興味深かった。それらのことが上手く結合され，研修後の私の授業に反映

されていったのだと考えている。いわば，このビクトリア大学研修を受けたことで，私の中の財産が

増えたということであろう。 

 

学習者中心の授業展開は，学習者に学習意欲を持たせることが不可欠であることは明らかである。

今回，iPadを用いて outputに重点をおいた活動を行ったわけであるが，これからますます教室での

使用が増加していくと考えられる ICT機器の使用については，「不易流行」の考え方に立ちつつ，そ

の活用方法について，日頃から充分に考えておく必要があると思っている。 

また，授業改善を行うにも，大きな変化はすぐには望めない。教師自身が気づき，日々の’baby step’

を重ねつつ，そして，’Grit’を持ち続けることで進んでいくのだ，と改めて強く感じた次第である。 
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校種別実践事例【中学校１０】 

「Universal Design for Learning の視点にたった授業づくり」 

      大阪教育大学附属池田中学校  石 川   剛 

１．はじめに 

 私は平成２５年夏、HATOプロジェクトの一環でビクトリア大学（カナダ）にて英語教授法を学ぶ

機会を与えられた。当時は附属中学校勤務１年目で、日々試行錯誤し、毎日の授業に追われていた私

にとって大変貴重な経験であり、この３週間があったからこそ現在の自分がいると考えている。本研

修では様々な教授法、また即実践可能な活動などをご教授して頂いた。この研修で得たことを積極的

に授業内に取り入れていることで、これまで当たり前のように行っていた日々の授業にも変化が見ら

れ、それぞれの授業におけるねらいや意味を明確にすることが可能になった。帰国後は、特にこの研

修を通して学んだUniversal Design for Learning（UDL）の理念や原則をさらに研究し、様々な場

面での実践を試みている。 

 そこで本稿では、主にHATOプロジェクトを通して得たことをどのように現在の実践に生かしてい

るかについて記したい。 

 

２．平成２５年度小・中学校教員向けプログラムで学んだこと  

 今回の研修では北海道、愛知、東京、大阪からそれぞれの附属小・中学校に勤務する教員が参加し

た。参加した中学校教員は専門教科が英語であったが、ほとんどの小学校教員は専門教科が英語では

なかった。そのため講義の内容も英語教育に特化したものだけではなく、どの教科にも共通する必要

な知識も多く指導して頂いた。 

 毎日の講義は大きく分けて午前と午後の２部構成であった。午前はLearning stylesやUDLなどと

いった教授法に関する講義で Teacher-centeredの授業形態ではなく、ペアワークやグループワークを

中心とした生徒参加型の授業形態であった。午後はカナダの教育や文化、また教室で使えるアクティ

ビティを体験しながら学ぶことができ、とても興味深いものだった。 

 ここでは特に午前中の講義で学んだ Learning stylesやUniversal Design についてまとめる。 

 

○Learning Styles 

 我々人間の学習方法は多種多様である、つまり「人がどのようにして学ぶことが好きか」というこ

とを理解するための講義であった。この講義では、まずは我々が右脳派の学習者なのか、それとも左

脳派の学習者なのかを把握することから始まった。それは学習者自身が自分の得意なことや苦手なこ

とを理解することで学習の効率が上がるということを我々教師が身をもって体験するためである。そ

れに加え、VAK 理論に関しても実際に診断テストを行い、自分の得意なものを把握した。VAK 理論

とは、人はそれぞれVisually（視覚）・Auditory（聴覚）・Kinesthetic（身体感覚）のいずれかの情報

収集能力が高いという理論である。たとえば、Visuallyな生徒には表やグラフを見せるなど視覚的情
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報が効果的であり、Auditoryの生徒には文字通り音声による情報が効果的である。最後のKinesthetic

な生徒にとっては実際に触ってみたり、体を動かしてみたりすることが効果的である。もちろんどれ

か１つのタイプに完全に分類されるわけではなく、学習者によっては Auditoryと Visuallyの両方を

得意とするものもいたりする。 

 教師にとって Learning Stylesを学習する上で大切なことは、教室内には様々な学習スタイルの生

徒がいるということを理解することである。すべての生徒が学習内容を理解できるように偏った教授

法でなく、様々な視点から指導していく必要がある。 

 

○Universal Design for Learning（UDL） 

 UDLとは米国マサチューセッツ州にある研究団体CASTが障害の有無など様々な背景に関わらず、

多様な学習者全てに等しく学習の機会を提供できるカリキュラムを開発するための一連の原則である。

UDLの理念を支える三原則、すなわち①Representation （提示）、②Action and Expression（行動

と表現）、③Engagement（取り組み）に関して学習した。 

 まず、第一の原則として Representation（提示）とは学習リソースを豊富に提示することである。

たとえば聴覚的に提示したり、視覚的に提示したり、また別の言語でも理解を促したりすることであ

る。これは先ほど挙げた Learning Styles の理解にも関係することである。２つ目の Action and 

Expression（行動と表現）は学習の目標を明確にし、学習したことを１つに限定するのではなく、複

数の方法を選択できるようにし、自分に最も適したもので発表させるということである。最後の

Engagement（取り組み）とは、学習者のモチベーションを上げ、自ら学びたいという意欲を育てる

ような環境を提供することである。肝心なことはすべての学習者、つまり教室にいるすべての生徒に

とってわかる授業をしなければならない。これらの原則を守り、生徒が安心できるように様々なバリ

アーを取り除き、そして生徒に奮闘させることが必要である。 
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３．実践報告 

 本研修受講後、UDL の視点にたった誰もが理解できる授業づくりを念頭に授業を行っている。以

下は、日々の英語の授業において指導者が心がけていることである。 

 

【日々の授業で心がけていること】 

○ 各単元の最後には総括的評価としてパフォーマンス課題を設定し、評価する。生徒には最初

にその単元におけるねらいとパフォーマンス課題の詳細、またそのルーブリックを提示し、

ねらいを明確にする。 

○ 授業は生徒の活動や提出物等から形成的評価を実施し、総括的評価に繋げる。 

○ 学習者自身が繋がりを見出せるよう、単元におけるゴールを意識し、スモールステップを心

がけた授業展開を行う。 

○ 授業では先行オーガナイザーを常に掲示しておき、本時のねらいと学習する内容を生徒に理

解させる。 

○ 教室内ではオールイングリッシュの授業を行うが、音声だけでの提示ではなく、ICT機器を

活用し、視覚的情報を同時に与える。 

○ Teacher-centeredの授業ではなく、ペアワークやグループワークなど周りと協働して取り組

む課題を設定する。 

○ ４技能を総合的に育成し、実践的コミュニケーション能力を高める。 

 

 上記の点を踏まえ、ここでは平成２６年度大阪教育大学附属池田中学校研究会において発表した実

践事例を取り上げる。 

 

英語でディベート ～発信力に焦点を当てて～ 

（１）単元設定の理由 

これからの国際社会に生きる日本人として、自分の意見を相手に伝えることや、相手の意見を適切

に理解することは、世界の人々と協調し、国際交流などを積極的に行っていくために大変重要なこと

である。そのような英語でのコミュニケーション能力を育成するためには、なるべく自然な会話の中

で、自分の考えなどを伝え合う活動を行わせることが有効であると考える。そこで本単元ではディベ

ート活動を設定し，生きたコミュニケーションを体験させ、生徒の発信力を育成したい。 

ディベート活動は相手の発言の意図を理解し，意見を論理的に組み立てるための高い英語運用能力

が求められ、中学生にとっては負担の大きい活動かもしれない。しかし、自分たちに関わる身近なト

ピックを設定することで、意見や理由を挙げることはさほど困難ではないと考える。また本学級の生

徒は，ペアでのコミュニケーション活動を繰り返し行っており、身近な話題に関して自分の意見を述

べたり、相手に質問したりする練習を行ってきた。本単元ではこれまで学習してきたことを総動員し、
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相手の意見を聞き、それに対し自分の意見を論理的に述べることをねらいとする。本単元を学習する

ことにより、英語でのコミュニケーション能力を育成することができると考える。 

 

（２）単元の目標 

○積極的にディベートに参加する。 

○状況に応じた英語で自分の意見や考えを表現する。 

○グループ内での話し合いを聞いて、誰がどんな意見なのかを適切に理解する。 

○意見を論理的に述べる方法についての知識を身に付ける。 

 

（３）単元の評価規準 

 

 

（４）単元の指導計画（全７時間） 

時数 ねらい 主な学習活動 
評価規準 

評価方法 
コ 表 理 言 

第 1時 

・ディベートの流れ、

方法を理解する。 

・賛成か反対かを述

べる表現をすること

ができる。 

・The Teacher 

・chat time  

・debateのモデルを見る。 

・ディベート表現集 

・日本での英語教育について賛

成か反対か、自分の意見とその

理由を述べる。 

① ①   活動の観察 

ワークシー

トチェック 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化について

の知識・理解 

・自分の意見を身振り手

振り、知っている語句や

表現を利用して積極的

に伝えようとしている。 

・クラスメイトの意見に

相づちを打ったり、メモ

を取ったりするなどし、

関心を持って聞こうと

している。 

・場面や状況にふさわ

しい表現を用いて、自

分の意見や考えを述

べることができる。 

 

・ディベートのトピッ

クに関する英文を聞

いたり、読んだりし、

内容を正しく理解す

ることができる。 

・語句や表現、文法事

項などの知識を活用

して論点を正しく聞

き取ることができる。 

・ディベートにおけ

る定型的な表現を身

につけている。 

・一般的なディベー

トにおける手法を身

につけている。 
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第 2時 

・効果的な理由の述

べ方を理解する。 

・聞き取ったことや

聞きとれなかったこ

とを確認するための

質問をすることがで

きる。 

・The Teacher 

・chat time  

・ディベート表現集 

・事実と意見の違いを知る。 

・相手の意見を聞いて質問の仕

方を練習する。 

  ① ① 活動の観察 

ワークシー

トチェック 

第 3時 

・反論の仕方を理解

する。 

・学校清掃について

自分の意見を述べ、

相手に反論する。 

・The Teacher 

・Reading Marathon 

・ディベート表現集 

・紙上ディベート 

・トピックに関する意見を読

み、自分の意見の参考にする。 

 ① ②  活動の観察 

ワークシー

トチェック 

第 4時 

・反論の仕方を理解

する。 

・学校での携帯使用

に関して、自分の意

見を述べ、相手の意

見に反論する。 

・The Teacher 

・ ・Reading Marathon 

・ ・Vocabulary quiz 

・・紙上ディベート 

・・ピンポンディベート（相手の

言うことをメモし、即興で反論

する練習） 

・トピックに関する意見を読

み、自分の意見の参考にする。 

 

② ①   活動の観察 

ワークシー

トチェック 

第 5時 

本時 

・中学生に制服が必

要かどうか意見、質

問、反論を考え、マ

イクロディベートを

体験する。 

・The Teacher 

・Reading Marathon 

・ディベート表現集 

・Micro-debate 

② ①   活動の観察 

ワークシー

トチェック 

第 6時 

・ALTとのディベー

ト対決へ向けての準

備 

・The Teacher 

・ディベート表現集 

・ディベート大会準備 

  ② ① 活動の観察 

ワークシー

トチェック 

第 7時 
・ALTとディベート ・The Teacher 

・グループディベート 

① 

② 

① ① 

② 

① 活動の観察 
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（５）本時 

学習過程 学習活動および内容 指導上の留意点 評価の観点 

あいさつ Greeting 

Song 

  

帯学習 The Teacher 

本日の先生役の生徒２人がク

ラス全体に質問する。 

Reading Marathon 

100 語程度の英文を読み、内

容確認を行う。その後キーワ

ードを挙げ、全体で確認し、

その語を使って口頭で要約す

る。 

ルーブリックに従って評価する。 

 

日本語を使わず、キーワードを用

いて要約できているか確認する。 

 

 

 

 

 

復習 

 

表現集の語句の確認 

 

パワーポイントを使用し、瞬時に

発音させる。 

 

 

導入 

 

 

展開 

 

 

 

 

 

まとめ 

Micro Debate 

・ビデオクリップを見て本日の

テーマを知る。 

・４人グループでMicro Debate

を行う。 

・肯定側と否定側に分かれ、そ

れぞれサポートする点を掲示用

短冊に書く。 

 

・Micro Debate で出た意見を

参考に自分の意見をまとめる。 

 

・自分の意見を発表させる。 

 

 

 

机間指導を行い、文法や語彙の間

違いを正したり、支援が必要な生

徒がいれば手助けをする。 

 

 

 

掲示用短冊を黒板に貼り、自分の

意見をまとめる際の参考にさせ

る。 

 

メモを取りな

がら、相手の意

見に関心を持

って聞こうと

している。 

（関心・意

欲・態度） 

 

トピックに関

する自分の意

見を表現でき

る。 

（表現の能

力） 

振り返り 

あいさつ 

振り返り 

Greeting 
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 本単元では、ALTとのディベートを単元のパフォーマンス課題に設定し、生徒が英語で自分の意見

を論理的に説明できるようになることがねらいである。生徒にとって精神的な負担が大きくならない

ように、学習形態の工夫やスモールステップを踏んだ指導を心がけた。特に「反論」に関しては相手

の意見を聞き、即興で自分の意見を述べなければならなく、英語学習初期の段階である中学生にとっ

てはやや難しいように考えられる。そこで紙上ディベートやピンポンディベートを通して反論する練

習を十分に行い、実際のディベートの場面でも即興で反論できるよう指導した。 

 

＜工夫した点＞  

 １．４技能を統合させた活動にする。 

 本単元は中学３年生の１１月後半に行ったものである。つまり、生徒たちにとっては中学校

で習う文法項目や表現などは既習であり、３年間の集大成とも言える活動であった。相手の意

見を聞き（Listening）、自分の意見を述べる（Speaking）。そして英語で書かれた意見文を

読んだり（Reading）して情報を集め、最終的には自分の意見を書くこと（Writing）で４技

能を統合させる活動にした。 

 その他にもトピックを導入する際には、毎回オーストラリア人の生徒が１分程のビデオレタ

ーの中で問題提起を行い、生徒が本物の英語を聞くことができる機会を設けたり、英文で書か

れた意見文を読み、自分の意見の参考にするような活動を設定し、意図的に４技能を育成させ

ることができるよう心がけた。以下に行った活動をまとめる。 

 

本単元における４技能を育成するための活動 

Listening Speaking Reading Writing 

○ビデオで録画され

たオーストラリア人

によるトピックの提

示で論題を聞き取

る。 

○ディベートで相手

の意見を聞き取る。 

○ディベートで自分

の意見を述べる。 

○ペアでディベート

における戦略を話し

合う。 

○英語で書かれた意

見文を読み、自分の

意見の参考にする。 

○お互いの意見文を

読み合い、添削する。 

○相手の意見や考え

をフローチャートに

書いてメモする。 

○ディベートを通し

て考えた論題に対す

る自分の意見を英文

でまとめる。 
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 ２．スモールステップを心がけた授業展開。 

 

実際にゴールの姿を提示することで生徒が本単元における

最終的な自分の姿をイメージすることができる。またディ

ベートの流れやルールなどを理解することができる。 

         ↓ 

定型表現などを身につけることによってスムーズにディベ

ート活動に取り組むことができる。英語が苦手な生徒も定

型表現を獲得することでディベートに参加することができ

るようになる。 

         ↓ 

constructive speechでは必ず signpostを２つ挙げること

をルール化する。signpostはマインドマップを作り、その

中から最も相手を納得させることができるものを選び、サ

ポートする文を作らせる。 

 

 

constructive speech                     cross examination                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画でディベートのモデルを見る。 

ペアでディベート特有の表現を口頭

練習（帯活動） 

constructive speechを作成する。 
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意見文を読んで自分の意見の参考に

する。 

Constructive Speechを作る際には、signpostが個人の意

見なのか事実なのかを把握することで説得力が違うことを

理解する。より論理的に物事を述べるために事実を述べる 

    ↓ 

英文で書かれた意見文を読むことで様々なアイデアを参考

にすることができ、また新出の語句に関しても知識を得る

ことができる。 

  

     ↓ 

反論は必ず、 

1. Not true. 

2. Not always true. 

3. Not significant. 

4. Not relevant. 

5. It’s the opposite.  

から１つ選び、それをサポートする意見を考えさせ

る。共通のルールを設定することで、全員が理解でき

るようにする。 

 

ある論題に対して賛成の理由を書く。それを他のメンバー

に回し、その理由に対して反論する。また別のメンバーに

回し、その反論に対してさらに反論する。４人グループで

行う。 

↓ 

           紙上ディベート 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

意見と事実の違いを把握する。 

反論の練習（１）を行う。 

マイクロディベートを行う。 

紙上ディベートを行う。 

ALTとディベートを行う。 
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３．全員が参加できるように工夫する。 

 ディベート活動では、まとまった英文を聞いたり、述べたりしなければならないので、生徒

にとっては難しい活動である。そのため全員が参加できるようにするためには、この活動にお

けるルールの設定や英語が苦手な生徒が参加できるように工夫しなければならない。 

 

① ディベート活動はマイクロディベートとし、ペアで協力して行うこととした。 

② ディベートの論題は生徒が意見を持ちやすくするために生徒にとって身近なものにした。 

○ Students can use a mobile phone at school. 

○ Students should wear school uniforms at school. 

○ Students should clean classrooms. 

○ Students should study English at school in Japan. 

③ constructive speech ではモデル文を初めに提示しておき、形式的に述べられるようにし

た。 

④ cross-examinationでは確認のためのYes/No-questionを１つずつ、また曖昧な点を確認

するためのKey-questionを１つずつ述べるように設定した。 

⑤ signpostを紙に書いて相手チームに提示しながら constructive speechを行うことで相手

チームの論点を掴みやすくした。 

 

 

 

 

⑤ 最終的な自分の意見を述べる際に、それぞれのグループで出た signpostを黒板に掲示し、

参考にできるようにした。 

 

 

 

４．おわりに 

 この３週間の研修を通して様々な教授法やその理論、また即実践可能な活動など様々なことを学ぶ

ことができた。ここで学んだことは現在の自らの授業の根幹となるものになり、日々の授業において

なくてはならないものになった。このような機会を与えていただいたことに大変感謝している。 

 またそれに加え、他の附属学校教員との繋がりを構築することができたことも大きな意味を持って

いる。帰国後は互いの研究会に参加し合ったり、日々の授業やその他の情報交換を行うなど良い仲間

として刺激し合っている。 

 この研修を通して経験したことや得たものを発信していきたい。 
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校種別実践事例【高等学校１】 

「個に応じた教育方法を考えるポイント 

 ～ Pre 活動の充実と学習スタイル ～」 

      愛知教育大学附属高等学校  松 井 孝 彦 

 

1. はじめに 

 HATOプロジェクトによるこの研修会を知ったのは，平成 26年 2月のことだった。 

平成 13年に兵庫教育大学大学院へ派遣をしていただき，ESLやコミュニケーション論を通して英

語教育を考えるという手法を教えていただいた。その 2年間で，英語教育のダイナミックさを感じる

ことができた。HATOプロジェクトで，カナダのビクトリア大学にて TEFLを取得することのできる

プログラムがあると聞いたとき，修士課程のときと同じような新たな学びが得られるのではないかと

思い，すぐに参加を希望する旨を伝えた。 

 ここでは，ビクトリア大学で得られた知見を生かした高等学校での英語授業実践と，少々主旨とは

異なるが，ビクトリア大学で学んだことを伝えた地域での講演会について述べたい。 

 

 

2. ビクトリア大学で学んだこと 

 これまでに中学校，高等学校，大学での教育経験があるが，どの校種で働いていたときも，常に新

卒時に先輩教員からいただいた言葉を座右の銘として努力をしてきた。それは，「英語が上手な先生は，

英語を使う存在としてのモデルになることができるだけの，ただ英語が上手な人にすぎない。英語が

上手だというだけの人には決してよい授業はできない。新卒でも教師は教師。英語を磨くことも大切

だが，教育の仕方を学べ」という言葉であった。学習者の興味関心，視野の広さ，学習経験が違うこ

れらの校種で，全く同じ授業を行うことはできない。Grammar-Translationをベースに授業を行う

ならばどの校種でも共通した手立てがあるのかもしれないが，時代がそれを認めていない。常に，目

の前の学習者にとって学習効果の期待できる授業はどのようなものであろうかと考え，教育手法を学

ぶようにしてきた。 

 TEFLに関する講義では，４技能や文法指導に関する活動例を多く紹介していただいた。実際に

TEFLを行う際に，日本のような教科書や教材は準備されていない。教員自身が学習者の実態を把握

し，全体の傾向と個々の資質に合うように教材を作成しなければならない。紹介していただいた活動

例は練られたものばかりであり，その数は非常に多かった。類似した活動例は，日本でも市販されて

いる，欧米の出版社によるEFL/ESL教材からも取得できるため，それらを参考にし，独自に教材を

開発していくとよいと思った。 
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 TEFLにおいて，考慮すべき最も大切なことの一つは，上述の通り学習者の実態に応じて教材を作

成し，教育方法をかえていくということである。この点について，ビクトリア大学で学び，参考にな

ったことを３点まとめておきたい。 

 

 

２－１. Pre活動に関して 

 Pre活動とは，教材の内容に関する予備知識を事前に活性化させるために行う活動である。 

 日本でも，様々な教科の教育法に関する講義で Pre活動の重要さは学ぶが，ビクトリア大学では，

個々の学習者の予備知識を活性化させるための視点として以下の２つを示していただいた。 

・Localization (地域の特定化) 

・Personalization (個性化・個人化) 

TEFLは世界各国で行われることという前提がある。そのため，市販の教材に含まれている（背景）

文化とは異なる環境で英語を教える機会は当然考えられる。教材と学習者を関連づけさせるために，

こういった視点が重要であることを学んだ。 

もちろん，これらの視点は，Pre活動のためだけではなく授業の様々な場面で考慮すべきことであ

り，また TEFLという文脈だけではなく日本の学校教育全般においても重要な視点である。常にこう

いった視点をもちながら，教育活動を行っていきたいと思った。 

 

 

２－２. Learning Styleに関して 

 学習者には，それぞれに得意とする学習スタイルがあるということは知られている。「視覚型学習者」

には視覚的情報が，「聴覚型学習者」には音声情報が，「運動感覚型学習者」には身体性による情報が，

それぞれ理解，定着されやすい。そのため，教員は単元構成や授業構成を考える際，それぞれのタイ

プのために活動のバランスを考える。 

 ビクトリア大学では，特に以下の学習活動の場で，学習タイプを考慮するとよいことを学んだ。 

 ・Modeling (モデル提示) 

・Eliciting (情報を引き出す) 

・Concept Checking (概念や理解の確認) 
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２－３. Learning Pyramidに関して 

 昨今，授業の形態や学びの手法に関して，

様々な例が紹介されている。一斉授業形式

の功罪やアクティブ・ラーニングの意義に

ついて議論をされることがあるが，ビクト

リア大学でLearning Pyramidというモデ

ル図を示していただいた (図 1)。この

Pyramidは異なる学習法による学習定着

率の違いを示したもので，下にある方法ほ

ど学習定着率が高く，上にいくほど (その

時は理解できたとしても) 定着率が低いこ

とを示している。これは元々理論モデルで

あり実践的な裏付けはないとされているが，

授業形態について議論をしたり考慮したり        図１ Learning Pyramid 

する際に役立つ視点であると考える。        

 この図によると，下に書かれている活動ほど，個人による認知活動を必要とするものとなっている。

“Practice by Doing” や “Teach Others”といった活動は英語の授業ではよく行われる活動であるが，

例えば“Practice by Doing”という方法が学習効果の高い活動であるならば，“Practice by Doing”の活

動としてただ文法定着のためのCommunicative activityを行うのではなく，活動の必然性，活動内

容の現実生活における真正性・妥当性等を精査して行う必要があると考えた。 

 

 

3. 実践報告 

 ここでは，研修当時の勤務校で行った実践例 (二つ)と，教員の学習会で行った講演について述べる。

どれも，前章で取り上げた内容と関わりのある活動について述べていくこととする。なお，実践例に

ついては，効果検証を行っていないため，考察を加えることができないことをあらかじめ付しておく。 

 

３－１. 高等学校「コミュニケーション英語Ⅰ」におけるラウンド制授業での活用 

 コミュニケーション英語Ⅰの授業では，普段ラウンド制という手法をベースとした活動を行ってい

た。ラウンド制の指導法とは，「教材を多様な方法で，4技能を使いながら，いろいろな角度から繰り

返し学習させる指導法」(鈴木, 2009) のことである。例えば，第 1ラウンドでは本文全体の Listening

とReadingを通して概要を把握させ，第 2ラウンド以降はラウンドが進むにつれ「表象レベル」「命

題レベル」「状況モデルレベル」での理解を求める活動を行っていく。そして，最後の数ラウンドでサ

マリーを書いたり，本文の内容に関してコミュニケーション活動を行ったりする。 
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 年度当初，年間の授業時数による制約から，教科書の 1レッスンを 7時間で完了することとした。

また，高校での英語学習の基礎を身に付けさせるため，パラグラフを意識しながら 700語前後の英文

を読む方法を身に付けさせることを目的とした。これらの点を考慮し，以下のような単元構成と，教

科書の本文を理解するための授業構成 (１時間分)を考えた (図 2)。 

TEACHING PLAN 

Class: The first year of high school 

 

Allotment: 

  1st period     Explanation and Practice of Grammatical Points 

  2nd period     Introduction to the new story, skimming and scanning of the whole text 

3rd period     Part 1 (This lesson) 

4th period     Part 2 

5th period     Part 3 

6th period     Part 4 

7th period     Conclusion, Essay writing 

 

Aims of this lesson:     The students will 

(1) be able to write accurately about their thoughts and ideas on the topic. 

(2) be able to understand information accurately. 

 

Teaching Procedure 

A: Warm-up Activity (7 min.) 

  a: Micro-debate; an example theme “High school students need cellphones.” 

B: Vocabulary Practice (5 min.) 

  a: Quick response (Japanese → English) 

C: Comprehension (15 min.) 

  a: Reading the text while listening to CD #1 → Ask questions on factual & “surface” (linguistic) level 

  b: Reading the text while listening to CD #2 → Ask questions on “propositional textbase” (conceptual) level  

  c: Reading the text while listening to CD #3 → Ask questions on “situation model” (mental model) level 

D: Reading Practice (10 min.) 

  a: Parallel reading (Reading the text aloud while listening to CD) 

  b: Shadowing (or Overlapping) 

  c: Individual reading for 2 min. 

  d: Parallel reading 

E: Writing (12 min.) 

  a: have students write about their thoughts and ideas on the topic (2 min.) 

  b: have them pass the paper to their right-hand neighbor 

  c: have them write about their thoughts on friends thoughts and ideas (2 min.) 

    *repeat b & c 

F: Consolidation (1 min.) 

図２ コミュニケーション英語Ⅰの単元構想及び１時間の授業の流れ（第３時限を例に） 
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 この単元計画の，第１時から第２時の時間に，Pre-reading活動を行うこととした。また，Pre- 

reading活動でモデル等の資料を提示する際，Visual，Auditory，Kinestheticの 3つの視点をできる

限り含むことのできるような資料を用意することとした。また，教科書のテーマについて，自分自身

はどう思うか，自分自身にテーマに関する経験はあるか，自分の自宅周辺に類似例はあるか等，

Personalization及びLocalizationを考慮した問いも準備することとした。 

 また，Teaching Procedure AのWarm-upの場面で，Debateを行うのではなく，その日に取り扱

う本文のテーマに関するPre-reading活動を行うこととした。その際の留意点も上記に従うこととし

た。 

 

３－２. 高等学校「英語表現Ⅰ」におけるスピーチ活動での活用 

 

 英語表現Ⅰの授業では，各レッスンの最後に

スピーチ活動を行っていた。教科書を通して「留

学」「文化活動」「ファッション」等のトピック

に関する表現や，「希望」「忠告」「程度」「対比」

を表す表現の学習をした後，単元の最後の時間

に，そのトピックに関する自分の意見をスピー

チ原稿に書かせていた。 

 Learning Pyramidの最も下段にある 

“Teach Others”を意識して，スピーチ発表を

させる授業で，スピーチ発表の前に互いのスピ

ーチ原稿を読み，修正点を指摘し合う活動を設

定した (図 3)。その単元で学習した様々な表現

が適切に使用されているかどうかを互いで確認

させることで学習内容の定着を測ろうと考えた。 

 期待をした通りに，表現に関する指摘をしあ                  

う姿を多く見ることができたが，中には文脈の    図３ 英語表現Ⅰ単元最後の時間の活動 

不備を指摘し，「●●という内容の文をもう一文 

追加すると理解しやすくなる」「この文とこの文を入れ替えた方が相手にインパクトを与えることがで

きそう」等のアドバイスをする姿も見られた。また，文脈に関する指摘をしながら，自分の原稿を読

み直す姿も見られた。 

 

 

 

Teaching Procedure 

A: Warm-up Activity (5 min.) 

   Chatting, Quiz game, etc. 

B: Vocabulary Practice (5 min.) 

   Quick response (Japanese → English) 

C: Writing (10 min.) 

   Write a speech draft by himself/herself 

D: Checking(10 min) 

   a: in a group, check each draft and give advice or  

comments to the writer. 

   b: rewrite his/her draft 

E: Speech (15 min)  

   Making a speech to group members or to the class 

F: Consolidation (5 min) 
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３－３. Learning Styleと Learning Pyramidをテーマとした講演 

 

 平成 26年 11月 20日，愛知県内で活動する愛知地区英語サークルの企画する講演会にて，講演を

行った。テーマを「TEFLで学んだこと―活動づくりについて―」とし，本研修で得られた知見を，

地域の小中学校教員に伝えた。内容については，サークルの代表を務める先生と相談をし，個に応じ

た指導，個性を生かすことのできる活動に焦点を絞ることとした。 

 講演会では，個に応じた指導として Learning Styleと Learning Pyramidについて，個性を生かす

ことのできる活動としてTask-based Instructionについて (研修第 3週目にビクトリア大学の

Nassaji先生により指導)，それぞれ説明と演習を行った。 

演習の一つとして，「Visual（視覚型），Auditory（聴覚型），Kinesthetic（身体動作型），Modeling 

（モデル提示），Eliciting（情報を引き出す），Concept Checking（概念や理解の確認），Localization 

（地域の特定化），Personalization（個性化・個人化）」のすべての項目を含んだ教材作成・教育活動

考案をするという活動を設定した。参加された先生方は，とても難しいという感想を述べていたもの

の，これらの視点の大切さは十分理解した様子であった（当日使用したプレゼンについては，資料１

を参照）。 

 

4. おわりに 

 TEFLプログラムに参加をし，多くのことを学んだ。特に，既に知っていると思っていた知見につ

いて，私の理解が不十分であると気付いたこと，そしてその細部を補完してくれる考え方，理論，デ

ータ等を得られたことは財産となった。 

 また，TEFLだからこそ考慮しなければならない観点，例えば PersonalizationやLocalizationに

ついて目を向けることの大切さについて，あらためて気付くことができたこともよい学びとなった。

日本で教育活動をしていると，背景にある文化や思想がすべて共通しているように考えたり，あるい

は，それらを全く意識することがなかったりすることがある。十分にスキーマが活性化されなければ

学習の効果が得られにくいという教育の大前提を，私は見過ごしてしまっていたことに気付かされた。 

 愛知県は，小中学校に通っている外国人子女が全国で最も多い。そういった環境下で教育を施すこ

とになる教員にとって，TEFLのもつ考え方は非常に役に立つと考える。すぐれた教員を育てるため

に，TEFLプログラムで得た知見を活用していきたい。 

 

 

引用文献 

 

鈴木寿一（2009）「だれにでも「授業は英語で行う」ことを可能にするラウンド制指導法の実際」 中

部地区英語教育学会愛知支部大会資料.  
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校種別実践事例【高等学校２】 

「英語表現Ⅱの授業改善 ～ より student-centered な授業へ ～」 

      大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎  飯 尾   力 

 

1. はじめに 

 2014年度の夏にHATOプロジェクトの一環としてカナダビクトリア大学でのTEFLプログラムに

参加させていただけることになった。教員養成課程出身でない私にとっては，英語教育について体系

的にかつ実践的に学ぶことのできる非常に貴重な体験であった。 

 

 ビクトリア大学での研修では，午前中は主に 2人の先生に教科書を中心に教授法からマイクロティ

ーチングまで講義やワークショップをしていただいた。午後は狭義での英語教育を離れ，脳科学に関

する講義やドラマの授業の見学など授業に役に立つプログラムが用意されていた。 

 

 またこの 3週間の間に，同行していただいたアシスタントの方にお願いしていただいてNasaaji先

生に task-based instructionについて講義していただいたのも非常に貴重な体験であった。 

 

 この報告書では，ビクトリア大学での TEFLプログラムで学んだこととそれをその後の授業実践に

どのように生かしたかについて紹介したい。  

 

 

2. TEFLプログラムで学んだこと 

 英語教育に関して，TEFLプログラムを通して学んだことの中には初めて聞くこともいくつかあっ

たが，多くは書籍や研修等で聞いたことのあるものばかりだった。しかし，経験豊富な専任の 2人の

先生から体系的にそして小規模なクラスの中で実践的に学ばせていただいたのは非常に内容の濃いも

のであった。ここでは，たくさん学ばせていただいた中でも主なもの，そして後述する自身の授業改

善に特に役に立ったものを取り上げたい。 

 

2－1. 主な英語教授法とCLT 

 英語教授法については最低限のことについては知っているつもりでいたが，改めて種々の教授法の

良い点や問題点を比較し主な教授法が開発された経緯について学ぶ機会を得た。特に自分の授業のベ

ースがどの教授法に裏打ちされているのか，また個々の活動がどういったものなのかということを分

析することができたのは有益であった。結果として，自身の授業ではAudiolingual Methodで多用さ

れるパタン・プラクティスを軸として授業を構成しているということに気がついた。 
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 様々な教授法の中でも 1960年代後半頃から広がりを見せているCLT(Communicative Language 

Teaching)について特に時間を割いて教えていただいた。CLTについての詳細な説明は割愛させても

らうが，主な特徴として，文法の力だけでなく談話能力や社会言語能力など包括的な言語の習得を目

指すということ，文法に関しては形式だけでなく意味や機能にも注意が向けられそれらのつながりも

重要だと考えること，流暢さと正確性の両方を重視すること，実際に言語が使用される文脈に焦点を

あてることなどが挙げられる。一見必要な要素を全て包括したいいとこどりのような理論のようにも

思えるが，CLTで重要視されている要素は実際の言語運用能力を高めるためにはどれも不可欠で，ま

た互いにも関連し合っているということがわかる。例えば，流暢性と正確性という対であればどちら

か一方に極端に偏った言語は実社会ではほとんど役に立たないということは明白である。CLTに関し

てもう一つ重要なことはそれがMethodではなくApproachであるということである。 

 

2－2. 文法指導 

 文法の指導法についても様々な方法を教えていただいた。その中でも具体的なものとして，

Text-based approach, Test-teach-test, Context-buildの 3つのアプローチを紹介していただいた。学

習者のレベルや文法項目の複雑さによって指導手順が違い，適切なアプローチを用いることで学習者

の理解がスムーズに進むということがわかった。それに対して自身の指導は，常に

PPP(Presentation-Practice-Production)の手順を取っているということに気づいた。さらに改善が必

要であると感じたのは，自分の指導にはどの段階においても生徒が「気づく」という仕組みが全くと

言っていいほどなかったことである。Presentationの段階でも新出事項を帰納的に導入したりするこ

となく常に明示的な説明を行い，Practiceの段階でもタスクを与えたりするのではなく言語形式の機

械的操作を行うドリルなどに終始することが多かった。 

 

2－3. Personalization 

 専任の 2人の先生のうち 1人の先生の授業では授業で含むべき要素をいくつか教えていただいた。

そして，2週目からのMicroteachingでもそれらの要素を含むように指示された。そのような要素の

うち，発問を改善する際に役に立った Personalization（個人化）について紹介したい。Personalization

とは，簡単に説明すると題材を学習者に引きつけるということである。授業で扱う題材が必ずしも学

習者に直接関係のあるものだとは限らない。そのような場合にそのまま授業を進めると，題材につい

ての理解がしづらい，イメージがわかない，または単純に興味を持てないといった理由で学習者の動

機が低下してしまう。Pre活動等でスムーズにリスニング活動やリーディング活動に入れるようにす

ることはもちろん重要であるが，メインの活動でも授業者は学習者に合わせて題材を Personalizeす

る必要がある。ビクトリア大学の授業では題材が与えられて，それを自分の生徒に Personalizeする

ための発問を考えるといった練習をしたが，それはそのまま授業改善に生かせるものであった。また

似たような概念でRelevance（関連性）というものがある。関連性とは，学習者がある事柄に対して
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感じる自分にとっての重要性のことを指し，この関連性が高ければ高いほど学習者はコミュニケーシ

ョン意欲が高まることがよく知られている。 

 

2－4. その他 

 学習方法の個人差として，Vision, Auditory and Kinestheticで得手不得手があるということを改め

て学んだ。自身も簡易検査をしてみたが，自分が予想していたものとは違う結果が出た。このことに

ついて知ってはいたが，講師の先生が，ほとんどの学習者が完全にどれかに偏っているわけではなく

授業を構成する上ではこれらのバランスが重要とおっしゃっていたのが印象的だった。 

 

 Learning Pyramidについても話をしていただいた。学習法によって学習内容の保持率が変わると

いうことが数値として提示されていることが非常にわかりやすかった。プログラム終了後に自分の授

業で生徒に Learning Pyramidを提示すると，ディスカッションや教え合いなど主体的な学習活動を

多く含むペア・ワークやグループ・ワークの重要性をよく理解してくれたようである。 
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3. 授業改善 

 TEFLプログラム終了後，すぐに導入可能なものは科目や活動を問わずすぐに授業改善を行った。

その中でも本稿ではプログラム参加年度に授業を担当していた英語表現Ⅱの授業を取り上げて，より

student-centeredな授業へという視点でどのような授業改善を行ったかを紹介したい。 

 

 この授業はALTとのティームティーチングで行い，教材はニュースや英字新聞で話題になってい

るトピックを毎時間 1つ選んでALTと 2人でダイアログを作成した。作成したダイアログを基に表

現力の育成を主なねらいとして授業を構成した。授業の流れは下の表の通りで，授業改善前後で大き

な活動の流れは変わっていない。その下にダイアログの例を挙げる。 

 

授業の流れ 

場面 ／ 活動 内容 

導入 

 

語彙・表現 

 

リスニング 

 

文法・表現 

 

ディスカッション 

 

ライティング 

 

プレゼンテーション 

 

本時のトピックを導入する。 

 

ダイアログまたはトピックで扱われる語彙を学習する。 

 

JTEとALTによって読まれるダイアログを聞き，質問に答える。 

 

ダイアログで扱われるキーセンテンスを学習する。 

 

ダイアログで話されているトピックについてペアでディスカッションする。 

 

ディスカッションしたことを基に，指示に従ってもう一度意見をまとめる。 

 

ライティングで書いたことを発表しクラスで共有する。 
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Consumption tax 

Dialog 

JTE: Consumption tax has already increased to 8%, and will increase to 10% in April 2017. 

Is it a good idea? 

   

ALT: Well, it’s OK if my salary is increased. But my salary in all my jobs hasn’t increased. 

What do you think? 

 

JTE: Consumption tax used to be 3% when I was a junior high school student. I didn’t care 

about the tax at all when purchasing things. Compared to the rate at the time, 8% is too 

much for me. How about England? 

 

ALT: In the U.K., it is called V.A.T. (value added tax), and the tax rate is 20%. However, there 

is no tax on food (not including snacks), and children’s clothes. And some other things. 

In some countries in Europe, the tax rate is 25%. 

 

JTE: I understand that a good reason for increasing the tax is that the Japanese government 

needs more money to pay pensions to retired people. The number of people receiving a 

pension is increasing every year. 

 

ALT: What are the downsides of increasing tax? 

 

JTE: In April last year the rate for consumption tax was increased to 8%, and it had a very 

negative effect on Japan’s G.D.P. (gross domestic product). People spent less money, so 

the economy shrank. 

 

ALT: Yes, that is why the next increase was postponed from October 2015 to April 2017. 
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3－1. 改善点①ALTと生徒のインタラクション 

 ALTの役割とは，生徒がこれまでに学んだことを生かしてネイティブスピーカーとコミュニケーシ

ョンし，実際に伝わるのか，また伝わった場合はどんなオーセンティックな英語で返ってくるのかを

経験させてあげるものだと考えている。にもかかわらず，改善前の授業ではALTと生徒がコミュニ

ケーションをする場面が少ないと感じた。改善前は，トピックの導入，リスニングクエスチョンの確

認，ディスカッションしたことをクラス全体で共有する場面，プレゼンテーションに対するフィード

バックでALTが生徒とインタラクションを取るようにしていた。 

 

 しかし改善後は，語彙・表現を学習する場面でも JTEが日本語で与えてしまうのではなく，ALT

がコンセプトチェッキングも含めてインタラクションをとりながら進めていくことにした。また JTE

がハンドアウトを配布する際もALTができるだけトピックに関することがらなどを生徒全体に話し

かけ，インタラクションを取るようにした。 

 コミュニケーションの量だけではなくその質でも改善を図った。改善前は，トピックを導入する場

面であればできるだけ最短距離でトピックが導入できるようにインタラクションして進めていた。他

の場面でも，必要な情報をたずねることがほとんどだった。しかし，改善後はALTにオープンクエ

スチョンやフォローアップクエスチョンを増やすようにお願いし，インタラクションがインプロンプ

トゥスピーチを多く含む発展的なものや生徒の多種多様な意見が出るものとなった。 

 

 生徒の変化としては 2つが挙げられる。1つ目は生徒の緊張感が増したということだ。ALTから質

問された時に，例えばリスニングの答えやディスカッションでペアが話した内容など必要な情報が把

握できていてもフォローアップクエスチョンで発展的な内容や個人的な意見を求められたりするので，

油断ができなくなった。生徒は次に何が聞かれるのか耳をすませて聞き，その後なんとか頭の中で作

文をして答える必要ができた。もう 1つは生徒がALTだけでなく他の生徒の発言にも興味を持って

よく聞くようになったということだ。インタラクションが決められた筋書き通りに進むのではないの

で，話がふと思わぬ方向にいったり発展的な質問に対して生徒から意外な発言がでてきたりして，生

徒が生のコミュニケーションにより一層耳を傾けるようになった。拡散型のインタラクションは，多

様な意見や考えが出た場合にきちんと英語で答えられるか，また本論から脱線してしまうのではない

かという不安から無意識のうちに避けていた。しかし，学習者理解ができている JTEと英語運用能力

に全く問題のないALTが打ち合わせをしたうえで拡散型の授業を行うと懸念していたような問題は

ほとんどおこらず，むしろ授業がよりコミュニカティブで生徒の多様な意見がたくさんでるおもしろ

いものとなった。 
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3－2. 改善点②文法・表現の扱い 

 英語表現の教科書は文法シラバスや機能シラバスによって編成されていることが多く，従って 1つ

のレッスンである文法項目や機能表現を網羅的に学習するというのがよくあるパターンである。実際

に 1年生の英語表現Ⅰの 2単位の授業，2年生の英語表現Ⅱの 1単位の授業ではその形で授業を行っ

ていた。しかし，この授業では既習事項を自然な文脈の中で学び直すことをねらいとして，文法シラ

バスまたは機能シラバスの中から 1つ表現を選んでキーセンテンスとしてダイアログに含めて学習す

ることにしていた。基本的には既習の文法や表現を取り上げていた。 

 

 当初は，キーセンテンスのセクションになるととたんに従来の文法学習になり，日本語で意味や形

式の説明，理解したか口頭で確認したあと（確認したつもりになっていただけで本当に生徒が理解し

ていたのかはかなりあやしい）簡単な演習を行うというものだった。授業の流れも非常に悪く，せっ

かくダイアログの内容に注意が向けられていたのに途中で文法の学習に入り，またトピックに関する

ディスカッションに戻るというものだった。 

 

 改善後は，文法や表現が初出ではないということやトピックを題材として生徒の自然なアウトプッ

トを促すという観点から，PPPや理解→応用→習熟といった手順にこだわらないようにした。授業者

の心理として生徒が本当に理解しているのか不安になるのはよくあることだが，思い切って JTEによ

る日本語での説明をやめた。かわりにALTにその表現がどのような場面や状況でよく使われるのか

を説明してもらうことにした。単純な英作のドリルも廃止し，かわりにALTにその表現を用いてト

ピックに関係する例文を口頭で紹介してもらうことにした。 

 

3－3. 改善点③ディスカッションの活性化 

 この授業はスピーキングやライティングといった産出能力の育成を主なねらいとしているが，授業

開始当初はペアで行うディスカッションがなかなか盛り上がらないことが多かった。疑問文の形で与

える 3つのディスカッションポイントについて 4分の時間を与え，その時間はペアでディスカッショ

ンを続けるように伝えたが 4分間しっかりディスカッションをできるペアはほんの一部であった。 

  

 自分の意見や考えを英語で授受する際に，生徒には言語面，心理面，内容面での負担が生じる。言

語面に関しては，改善点②で取り上げたように役に立つ表現をALTからできるだけ多くのインプッ

トとして与えるようにした。他にも conversation strategyとして，ディスカッションを深めたり広げ

たりするための表現を学習させた。内容面の改善に関しては 3-4.で後述する。ここでは心理面の改善

点について述べたい。 
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 ダイアログのトピックは生徒にとって身近なものを選ぶようにしていたが，ディスカッションが活

性化しない大きな理由として生徒がトピックと自己との関係性を見出せていないと感じた。そこで，

与えるディスカッションポイントの数やディスカッションの時間は変えず，3つのディスカッション

ポイントを徐々に personalizationしながら深めていくように設定した。具体的には 1つ目のディス

カッションポイントはトピックに関することで自身のことについて話しやすい質問になるようにした。

ここでは，個人の考え方や価値観に触れるというよりはあたりさわりのないことでもトピックと個人

のつながりを見出すということをねらいとした。2つ目のディスカッションポイントは，少し内容を

深めて個人によって考え方が異なってくるということに気づかせることをねらいとした。場合によっ

てはダイアログの表面的な情報だけでなく，深い読みを必要とするように発問を工夫した。3つ目の

ディスカッションポイントは，そのレッスンで生徒一人ひとりに一番考えさせたいことで，個人の価

値観に迫るようなものにした。以下は例で挙げたダイアログの授業で生徒に与えたディスカッション

ポイントである。 

 

Discussion Points 

1. Has anything changed since the tax rate was increased to 8%? 

 

2. Which system of the tax do you think is better, the system in Japan or that in England? 

 

3. What should the government do? Should they increase or decrease the tax rate? Should they use 

a different means? 

 

 1つ目のディスカッションポイントについては，消費税の増加がニュースで流れているだけのこと

ではなく，自分たちの生活にも影響を与えているということに気づくというねらいがある。実際に生

徒は過去のことを思い出しながら自身の経験で起こったことを答えていた。複数の生徒が学校の食堂

のアイスクリームの値段が消費税の増加率以上に上がったことに対して不満を述べ共感し合っていた

のが印象的だった。2つ目のディスカッションポイントは，日本とイギリスの税システムの違いを理

解するだけでなく，その違いによってどのような影響がでるか，自分にとってはどちらがいいと考え

るかといった少し内容を深めたものである。授業ではさらに「もし自分が豊かなもしくは貧しい家庭

だったらどちらがいいだろう」と発問し生徒により深い思考を促すよう試みた。3つ目のディスカッ

ションポイントは，この授業で生徒に一番考えてほしいものであり実際に多様な意見が出た。ディス

カッションポイントが活性化するためにディスカッションポイントの工夫を続けたが，意見が分かれ

るような発問ほどディスカッションが活性化する傾向があった。 
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3－4. 改善点④その他 

 ディスカッションを活性化させる工夫として取り入れたことがもう一つある。実はこれは TEFLプ

ログラムから帰国後にある大学の先生に教えていただいたことなのだが，より student-centeredな授

業に改善するために大いに役に立ったことなので紹介したい。 

 

 前述したように，ディスカッションのような意見や考えを授受する活動を行わせる際には言語面，

心理面，内容面の支援が必要である。生徒がいくら話したいと感じ伝えるための文法や表現を知って

いてもそのトピックに関する知識がないと当然自分の意見を述べることはできない。内容面の支援と

して改善前は簡単な英語で書かれた英字新聞または日本語の記事などを補足資料として授業の時に配

布していた。教師側の準備は，適切な記事や資料を探し，難しいものにはその日本語訳や場合によっ

て訳をしてそれもつけて配布していた。補足資料の内容や場合によっては英語のレベルにまで気をつ

けて資料を準備していたが，生徒たちはあまり主体的にそれを活用しようとはせず，内容面で本当に

何も答えられなくなった場合のみその資料を参照するという様子であった。 

 

 改善方法として，授業のトピックに関する資料をこちらで用意するのではなく，生徒に用意させて

授業の前に配るという方法に変えた。より具体的には，学期のはじめにその学期のトピックの一覧を

提示しそこから一つ自分が興味のあるものを選んでそれに関する資料を提出させ，毎回そのトピック

を選んだ生徒の提出した資料から良さそうなものをいくつか選んで配布することにした。生徒たちに

は書籍や英字新聞から見つけるのが難しければインターネットで簡単に見つかるということを教え，

きちんと出典を明記するように伝えた。実際に提出された資料は配布する際に誰が提出した資料かわ

かるように，その資料の出典だけでなく提出した生徒の名前も載せるようにした。生徒は学期の授業

のトピックから一つだけ選んで資料を提出し，教師は提出されたものを印刷して配布するだけなので

新しい方策の導入であっても少ない労力ですむものであった。 

 

 生徒の反応は，一週間前に配布する時に必ず資料に目を通すようになり，授業の際にも資料に載っ

ている情報を参照したりして活発に意見を述べるようになった。その理由として生徒の「自己関与」

が高まったことが推測できる。生徒は自分の資料が採用されたのかどうか資料を確認し，仮に自分が

提出した資料が載っていなくても友だちがどんな資料に興味を持って提出したのか気になって資料を

読むようになった。 
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4. おわりに 

 今までアメリカ，イギリス，カナダの初等中等教育現場を見学する機会が何度かあったが，毎回思

うことはなぜこれほど授業形態が違うのかということだ。欧米の授業は知識詰め込み型ではなく教員

と生徒または生徒間で活発に議論が交わされていて，帰国したら自分の授業もこんな授業にしたいと

思いながら挫折した経験が何度かある。確かにクラスサイズなどハードな環境面で大きく異なるとい

うのは事実である。生徒数 20人でマネジメントが確保される授業形態のほとんどは 40人のクラスで

は授業が成立しない。しかし，TEFLプログラムとそれに続く研修で欧米の学校と全く同じ形で授業

をすることはできなくてもより student-centeredな授業に改善する余地はたくさんあると思うよう

になった。大切なのは学習者主体の授業を前提として授業をデザインしていくことだと思う。 
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Teaching Grammar in Second Language Classrooms Hossein Nassaji and Sandra Fotos 

The Learning Pyramid National Training Laboratories Bethel Maine 

英文法導入のための「フォーカス・オン・フォーム」アプローチ（大修館）高島英幸著 

意見・考え重視の視点からの英語授業改革（東京書籍）大下邦幸著 
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校種別実践事例【中等教育学校１】 

「ユニバーサル的教授法原則から実践へ カリキュラムデザイン」 

      東京学芸大学附属国際中等教育学校  藤 野 智 子 

 

1. はじめに 

 本稿では，ビクトリア大学研修において学んだ“Universal design for learning“の原則に基づいて，

実際の授業実践を項目ごとに再構成した。実践した授業は 2013年度２学期から 2015年度１学期まで

で（参考に 2015 年度２・３学期予定も含む），対象学年は中等教育学校第１学年と第３学年の Core

クラス（入学時に英語学習歴が基本的に１年未満の初級学習者）である。本校では習熟度別クラス展

開となっており，前期課程（中学相当）では１クラス 20 名程度で授業を行っている。なお，筆者は

英語授業の４時間のうち２時間を担当し，残りの２時間は別の教員が担当する。担当者同士で，評価

規準をもとに評価課題内容や活動のユニットプランの検討を重ね，個々の生徒の到達度を相談しなが

ら指導，評価を行っている。 

以下は，研修で学んだユニバーサル的教授法の３つの原則である。 

 

１.  提示：Teaching information in many different ways 

         教師は，多様な方法を用いて情報を教えなくてはならない 

２.  取り組み：Motivate students by providing interesting and challenging learning 

         教師は，興味深く挑戦的な学びを提供することによって学習の動機付けを 

行わなくてはならない 

３.  行動・表現：Allow students to present their many of skills and knowledge in many ways 

         教師は，生徒が多様な方法で技能や知識を提示することを容認しなくてはならない 

 

  注）本文中の評価規準で*印のあるものは 2015年度４月から国際バカロレア中等教育プログラム（MYP）ガイドの

Next Chapter よりLanguage Acquisitionの評価規準を使用している。それ以外は，2014年度以前の Language Bの

評価規準を使用している。  

 

 

2. 原則１ 教材・学習活動の提示について 

原則１ 提示：Teaching information in many different ways 

     教師は，多様な方法を用いて情報を教えなくてはならない。 

実践方法 brain-based pedagogy（脳に基づいた教授法）に重点を置き，視覚的・聴覚的・運

動感覚的学習者のそれぞれの立場に立った学習教材と学習活動を提示する。 
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２－１. 視覚的学習者に対して 

① ビジュアルインタープリテーション力向上のためにオーセンティックなビジュアルテクスト

を活用する。 

② 英語での理解や発信を助けるために絵・写真を多用する。 

③ 生徒は思考の過程をまとめるためにフォーマットを利用し絵や図にして理解を表現する。 

 

① ビジュアルインタープリテーション力向上のためにオーセンティックなビジュアルテクスト

を活用する 

単元名・学習課題名 対象 内容 評価 

Why do we choose it? １年 テーマに沿った４種のウエブサイトをグループで

情報を収集しあい，根拠を示して１つを選択する。 

＜子どもを支援する NGO・NPO 団体のウエブサ

イト／オーストラリア観光ツアーサイト／くしゃ

みをとめる方法 他＞ 

Criterion B 

（ビジュアルインタ

ープリテーション） 

Advertisement Shower １年 企業の動画の広告を分析し観点の要素に沿った問

い（内容・技法・関連づけ）に答える。 

Criterion B（ビジュ

アルインタープリテ

ーション） 

The Test Maker ３年 生徒が自ら収集したテクスト（英語パンフ・マッ

プ・メニュー・マニュアル・ちらしなど）から観点

要素に沿って作問する 

Criterion B （リーデ

ィング） 

Final exam １年 「内容・技法・関連づけ」の視点で読み解く＜現地

校ランチ月メニュー／広告ポスター／日本文化紹

介（根付け・ご当地キティ）ウエブサイト／標識／

デパート売り場案内／オーストラリア紹介（動物園

ホームページ・中学生の生活ウエブサイト＞など 

Criterion B（ビジュ

アルインタープリテ

ーション） 

Criterion C（リーデ

ィング） 

Final exam ３年 「内容・技法・関連づけ」の視点で読み解く 

＜沖縄慶良間諸島観光ウエブサイト 他＞ 

Criterion B*（リーデ

ィング） 

 

【授業例】UNIT PLANNER：Visual Interpretation１－Why Do We Choose It?－ 

    対象：１学年（Coreクラス） 

    時期：2014年６月 

目的：英語のウエブサイトを読み取れるようになる。 

仲間との合意の話し合いの中で，チームとしての意見を理由づけて説明することができる。 
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内容：情報読み取りから根拠を伴った意見の集約 

ウエブサイトからの情報をチームで収集し，目的にあったものをチームとして一つ選ぶ。 

方法：   ①３～４人のチームをつくる。 

      ②４種のウエブサイトのそれぞれの情報を読み取る。他チームから集まってきた仲間と相談してもよい。 

      ③もとのチームに戻って，得られた情報を共有し，チームとして目的にあう一番のものを選ぶ。 

その理由も明確にする 

      ④テストは，初見のウエブサイトを見て情報を確認し，自分の意見を根拠を伴って伝えることができる。 

評価規準：Criterion B ビジュアルインタープリテーション ルーブリック参照 

教材一例：子ども支援ウエブサイト 他 

http://www.kidsdonations.org/  

http://www.nokidhungry.org/give/overview  

http://www.worldvision.org/ 

http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Official_Site.htm 

 

 

 

 

Criterion B ビジュアルインタープリテーション ルーブリック 

C
ri

te
ri

o
n
 B

 

Level 1-2 3-4 5-6 7-8 

メッセージ・アイディア・根拠の特定 

日常的な状況を取り扱う簡単な視覚テキストにおいて，基本的なメッセージ，主要なアイデアおよび裏づけとなる

ディテールを特定することができる。 

限定的 少し ほとんど 全て 

技法の認識 

日常的な状況を取り扱う視覚テキストにおいて，基本的な構成を認識することができる。 

限定的 少し ほとんど 全て 

関連付け 

視覚テキスト中のアイデア，意見および態度を特定することによりテキストに取り組み，自分の経験や態度と本質

的な関連づけを行うことができる。 

最低限 少し 豊富に かなり多く 

内容理解 

視覚テキスト，話し言葉および書き言葉全体の内容に完全な理解を示すことができる。 

限定的 少し 相当な 完全に 

 

 

 

Agreement 

同意 

Information 

collecting 

情報収集 

Information 

sharing 

情報共有 

http://www.kidsdonations.org/
http://www.kidsdonations.org/
http://www.nokidhungry.org/give/overview
http://www.worldvision.org/
http://www.worldvision.org/
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②英語での理解や発信を助けるために絵・写真を多用する。 

単元名・学習課題名 対象 内容 教材 

Dictagloss  

Story-telling 

１年 

３年 

テキストのストーリーを「起承転結」で描写

された絵を用いて，要旨のキーワードをまと

めたり自分の言葉で語ったりする 

All New Very Easy True 

Stories / More True 

Stories(Longman) 

Ordering １年 CDを聞きながらストーリーに合うように 18

枚の絵を並び替える（１学期は３枚×６，２

学期は２枚×９，３学期は１枚×１８） 

All New Very Easy True 

Stories / More True 

Stories(Longman) 

Writing Workshop １年 映像を即興で言語描写した後，絵に従って英

文を書き起こす 

PINGU 

Create a story １年 １枚の絵や写真からストーリーを即興で創作

する 

Microsoft clipart 

Symbols for guidance or 

handouts 

１年 

３年 

オールイングリッシュの説明指示の助けや活

動の効率化のために，絵やマークを用いる 

Microsoft clipart 

 

③生徒は思考の過程をまとめるためにフォーマットを利用し絵や図にして理解を表現する。 

単元名・学習課題名 対象 内容 教材 

The Troubleshooter 

The Producer  

The Latest News of My 

Friends 

Talking Match 

３年 

３年 

１年 

１年 

英語での意見や根拠，記述などを視覚的に

残存させる有効な手段として，多様な

graphic organizers（グラフィックオーガナ

イザー）を使用する 

The Japan News 

－troubleshooter- 

My Special True Story 

The Messenger１・２ 

 

１年 

３年 

生徒は文字を使用せずに絵のみのパワーポ

イントまたは実物を示しながら，２分間の

スピーチを行う。 

「英語で読む世界の名言」

（アスコム）101 American 

English Proverbs 

The Reporter（３年）  生徒は速読で読み取った情報を伝える際

に，内容をイメージ化させ，それを示しな

がら教授する。テーマは「沖縄（１学期）」

「サイエンス（２学期）」 

Feel in Okinawa（桐原書店） 

Heart of Okinawa(浜島書店) 

Cambridge Young Readers 
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２－２. 聴覚的学習者に対して 

①ビジュアルインタープリテーション力向上のためにオーセンティックなオーラルテクストを活

用する 

②読解の一助となるために音声データを適用する 

③明瞭な指示と授業の雰囲気を高めるために多様な音源を利用する 

 

① ビジュアルインタープリテーション力向上のためにオーセンティックなオーラルテクストを

活用する 

単元名・学習課題名 対象 内容 評価 

Advertisement Shower １年 動画の広告を分析し，観点の要素に沿った問いに

答える。授業（指導）では１０本を練習。テスト

（評価）では生徒は２つから１つを選択。 

Criterion B（ビジュ

アルインタープリテ

ーション） 

The Latest News of My 

Friends 

１年 ３名のALTが語る４つの視点（personality, daily 

activity, hobby, something attractive） の自己紹

介ビデオから紹介文を書く。授業（指導）では，

ペアワークで練習。テスト（評価）では，生徒は

３つから１つを選択。 

Criterion D（ライテ

ィング） 

The Journalist ３年 「文部科学省 DVD Broaden Your Horizons 

with English」世界で活躍する日本人ビデオ教材

を使用して，英文を聞き取り，根拠を伴った意見

エッセイを書く。授業（指導）では，生徒の発表

The Messengerで練習。テスト（評価）では，生

徒は２つから１つを選択。 

Criterion A*（リスニ

ング） 

 

②読解の一助となるために音声データを適用する 

単元名・学習課題名 対象 内容 教材 

教科書・テキスト １年 

３年 

ストーリー導入やアウトライン把握のための音

声を聞かせる 

All New Very Easy 

True Stories / More 

True 

Stories(Longman) 

教科書・テキスト １年 

３年 

「評価規準Ｄ言語の使用」観点から，音読のため

の見本として CD や ALT による録音媒体を発

音・イントネーション習得のために活用する 

All New Very Easy 

True Stories / More 

True 

Stories(Longman) 
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③明瞭な指示と授業の雰囲気を高めるために多様な音源を利用する 

単元名・学習課題名 対象 内容 教材 

Nobel Novel Prize １年 ペアワークにおいて，聞く側聞かれる側の役割交

代を知らせるために音楽を利用する 

Penguin Readers 

Oxford 

Bookworms 

Talking Match 

The Troubleshooter 

１年 

３年 

ディスカッションやディベートでの議論準備時

間，移動時間などの設定のために音楽を利用する 

 

Student Times 

The Japan News 

－troubleshooter- 

The Messenger１・２

（quotes / proverbイン

プット） 

 

３年 効果音による時間制限を設けてプロジェクター

で映し出された問題にホワイトボードに速読即

答をする 

 

「英語で読む世界の

名言」（アスコム）101 

American English 

Proverbs 

Let’s Sing/ Lyrics 

Interpretation 

１年 

３年 

文法，語彙，文化，メッセージ解釈のための歌を

活用する 

A Cappella in 

Acapulco, Gaia他 

 

 

２－３. 運動感覚的学習者に対して 

①コミュニケーション力の向上のために，多様な学習形態を運用する 

②学びの意義や学習意欲を高めるために，机上での学びだけでない学習ストラテジーを採用する 

③主体性・協働性を伸長するためにアクティブラーニングを実践する 

 

① コミュニケーション力の向上のために，多様な学習形態を運用する 

以下の例は，主に「話す」活動に関してのものである。「読む」「聞く」「書く」の技能を基盤に「主体性」「積

極性」「協調性」などの資質の育成もすべて含めてコミュニケーション力は伸長されるものと考える。 

活動名 対象 評価課題 評価 

ディベート １年 

３年 

Talking Match, Mini-debate, The Debator Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション） 

Criterion D（ライティン

グ） 

ディスカッション １年 

３年 

The Troubleshooter, Draft Resolution                        

Discussion, Why do we choose it?, The                          

Producer,  Advertisement shower 

Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション） 

Criterion B（ビジュアル

インタープリテーショ

ン） 
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Criterion D（ライティン

グ） 

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

プレゼンテーション １年 

 

Super Presentation （Broaden Your Horizon,                          

TV Shopping, My Special True Stories） 

Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション） 

スピーチ・質疑応答 ３年 The Messenger１（有名な格言を引用して） 

The Messenger２（諺を引用して） 

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

即興スピーチ １年 

３年 

The Latest News of My Friends, The                            

Counselor, Talking Match, Praise 

Everything,                            

AAA, Create Your Story 

Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション）

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

インタビュー １年 

３年 

Nobel Novel Prize, The Interviewer, The                           

Journalist 

Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション）

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

 

②学びの意義や学習意欲を高めるために，机上での学びだけでない学習ストラテジーを採用する 

 （直接評価課題としないものも含まれる） 

学習ストラテジー 対象 評価課題・パフォーマンス課題 評価 

技能統合型の学習活動 １年 

 

１年 

 

 

３年 

・I Am a Teacher（１年） 授業導入時にクラス

全員に質疑応答を行う 

・I Am a Teacher-extra-（１年）好きな歌を使

って課題教材を作成する。タスクと CD の選

定・準備等を行う 

・The Teacher（３年）「教育実習」の授業案作

成と実践を行う 

Criterion A（オーラルコ

ミュニケーション） 

Effort 

ゲーム的要素を取り入

れた活動 

 

３年 ・The Messenger格言・諺インプット学習 制

限時間内の解答・走ってマッチング 

・ The Game of Life マニュアル速読理解 解

答ホワイトボードを持って走る 

・The Dictionary User  英英辞書定義確認 

Vocabularyクイズを出し合う など 

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

Criterion D*（言語の使

用） 
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リサーチ活動 ３年 ・The Test Maker ビジュアルテクスト収集と

情報・指示文の共通性を見いだす 

 

ジグソー法活動 ３年 

１年 

・The Troubleshooter, The Producer, Why Do 

We Choose It? ディスカッションにおいて，２

段階の話し合い活動を行う  

Criterion CD*（コミュニ

ケーション・言語の使用） 

 

 

③主体性・協働性を伸長するためにアクティブラーニングを実践する 

形態 対象 評価課題・パフォーマンス課題 目的 

ペアワーク・グループワ

ーク 

１年 

３年 

・Impromptu Speech(AAA/The Counselor他） 

・Reporting(Story-telling, The Reporter他） 

・Discussion(The Producer, Talking Match他） 

即興スピーチ 

相手の理解力育成 

決議案作成 

グループでの創造活動 

 

１年 

３年 

・Super Presentation（共同プレゼンテーション） 

・The Teacher（教育実習） 

・The Board Game Maker（沖縄すごろく製作) 

・The Test Maker（ビジュアルテクストから設問

作成） 

共通性を見いだす 

技能活動統合型 

ワークキャップ事前学

習 

評価規準理解 

 

 

3. 原則２ 生徒の取り組みについて 

原則２ 取り組み：Motivate students by providing interesting and challenging learning 

教師は，興味深く挑戦的な学びを提供することによって学習の動機付けを行わなくて

はならない 

実践方法 オーセンティックな教材を活用し，感情・好奇心・探究心を伴った活動を通して，英

語を駆使しながら実社会と学びがつながっていることを実感させる 

 

３－１. ビジュアルインタープリテーション力向上のためにオーセンティックなビジ

ュアルおよびオーラルテクストを活用する 

意味のある言語学習を展開する上で，選択する教材は重要な意味を持つ。近年の CLIL，

Content-based instruction, immersionでの指導法を意識しながら，今目の前にいる生徒の意欲関心

を引き出すために，生徒自身が，言語の関わりが必要であると認識しやすいものや実社会で生きてい

く上で英語を活用するであろうと予測させるものを教材として採択するように心がけている。指導す

る生徒のレベルや評価規準ごとの基準と，教科書の内容に関連するトピックを鑑みて，別の指導教員

と相談をしながらマテリアルを指導教材へと加工する。 
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前述の項で，オーセンティックなマテリアルについては，「視聴覚的学習者に対してビジュアルイ

ンタープリテーション力向上のためにオーセンティックなビジュアル及びオーラルテクストを活用す

る」で触れているために，ここでは省略する。 

 

３－２. 探究型授業の試み 

本校では，国際バカロレアの理念のもと，学習を通して概念を理解させ，６年間の一貫したカリキ

ュラムにおいて，英語スキル・資質・能力を持続的に向上させることを念頭に授業を設計している。 

授業担当者１人だけの授業案だけでなく，その学年を担当する英語教員同士の縦と横の連携が必要で

あり，さらには外国語科の教員だけではなく，すべての教科，学校行事，ホームルームを含む活動す

べての教育が，探究型授業の基礎基盤となる。例えば，「プレゼンテーション」の単元では，各教科で

行われる発表・レポート活動，本校の特徴的な授業「国際教養」（註）における専門家の講演会や上級

生及び個人のプレゼンテーション活動などが，生徒の資質能力を引き上げる有効な機会となっている。 

以下，筆者が担当した１年と３年をつなげた授業実践例の一部である。 

 

単元：プレゼンテーション（口頭発表） 

１年１学期 Broaden Your Horizon 

１年２学期 TV Shopping 

１年３学期 My Special True Stories 

３年１学期 The Messenger１(quotes) 

３年２学期 The Messenger２(proverbs) 

獲得させたい概念：アピール・共通・多様性・聴衆・深化・関係 

探究的問い：発信する上での効果的なアピールとはどうあるべきか？ 

言語に関わる多様な思いや経験はどのようなものがあり，そこから何を学ぶことができるか？ 

他者の隠れた本質を見いだすための質問とはどうあるべきか？よりよい他者理解とはどうすべきか？ 

関連した活動：Praise Everything, Advertisement Shower, All New Very Easy True Stories, The Interviewer 

評価規準：Criterion A（オーラルコミュニケーション）Criterion CD*（コミュニケーション・言語の使用） 

育成したい資質能力：コミュニケーション力・主体性・協調性・表現力・論理性・挑戦する人・振り返りのできる人・

心を開く人・探究する人 

（註）「国際教養」は教科の枠を超えた学習領域。グローバル社会で，他者と共に生き，共に問題解決に向かってい

ける力を養うことを目指す。 
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単元：課題解決 

１年２学期 TV Shopping（口頭発表） 

   ３年１学期 The Troubleshooter（ディスカッション及び手紙文ライティング） 

   ３年２学期 The Counselor（即興ロールプレイ） 

獲得させたい概念：論理・原因・語彙選択・持続性・対象 

探究的問い：今ある問題を解決するための商品とは？ 

商品の利点を消費者にわかりやすく示す根拠とはどうあるべきか？ 

広告分析から何を学ぶか？広告の意図・技法とは何か？ 

      問題は何か？最善の解決策とは？誰のための解決策か？ 

状況に応じた語彙選択はどうあるべきか？ 

関連した活動：The Producer, Talking Match 

評価規準：Criterion A（オーラルコミュニケーション）Criterion CD*（コミュニケーション・言語の使用） 

育成したい資質能力：コミュニケーション力・積極性・協調性・論理性・バランスのとれた人・信念のある人・ 

振り返りのできる人・心を開く人 

 

単元：教授 

１年１学期 I Am a Teacher（やりとり） 

１年全学期 Story-telling（伝達） 

   １年３学期 I Am a Teacher –Extra-（課題教材作成） 

   １年３学期 Talking Match（ディスカッション） 

   ３年１学期 The Reporter-Okinawa-（伝達） 

   ３年１学期 The Interviewer（質問と反応・受け答え） 

   ３年１学期 The Troubleshooter（ディスカッション） 

   ３年２学期  The Reporter-Science Class-（伝達） 

   ３年２学期 The Test Maker（課題設問作成） 

   ３年２学期 The Board Game Maker（指示文作成） 

   ３年２学期 The Producer（ディスカッション） 

３年全学期 Story-telling（伝達） 

３年３学期 The Teacher（教材作成と指導） 

獲得させたい概念：コミュニケーション・フォーム・目的・聴衆・語彙選択 

探究的問い：相互理解のためのコミュニケーションとはどうあるべきか？ 

      多様な人々の目的に合うために何をどのようにアレンジすべきか？ 

      文脈にあった言語はどうあるべきか？ 

評価規準：Criterion A（オーラルコミュニケーション）Criterion CD*（コミュニケーション・言語の使用） 

育成したい資質能力：コミュニケーション力・積極性・協調性・観察力・振り返りのできる人・心を開く人・ 

知識のある人・探究する人 
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4. 原則３について 

原則３ 行動・表現：Allow students to present their many of skills and knowledge in many 

ways. 

教師は，生徒が多様な方法で技能や知識を提示することを容認しなくてはならない 

実践方法 speaking , listening, reading, writing, viewing, interpretingの多様なスキルベースの

観点に基づいた国際バカロレア MYP評価規準を用いることにより多様なアウトプット

の機会を提供する。 

 

生徒に多様な方法でアウトプットをすることができたと実感させるためには，評価課題にすべての

技能をバランス良く取り扱うようにすることが大切である。すなわち「書く」課題が不得意な生徒で

も「話す」課題で満足できる結果をもたせることが可能となる。評価課題が，常にペーパーの読解問

題と文法や作文問題のみに偏らないようにすることが，ユニバーサル的表現の機会を与えることにつ

ながると考える。「スキルベースの評価規準に則した評価課題」と「提示に関して評価する学習の姿勢」

については外国語科で各学期にReport Cardを配布している。以下の２つの表は 2015年度１学期３

学年（MYP English Acquisition –phase 3）のものである。 
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criterion assignment grade 

criterion 

grade  

A /8 True Stories –Listening Test- 8 8 リスニング 

B /8 

Final exam① Wrapping culture 5 

5 リーディング Final exam② Global Warming 5 

Kerama Islands –Reading Test- 5 

C /8 

Paragraph writing Test  6 

6 
コミュニケーショ

ン 

Presentation & QA test 5 

The Interviewer –Impromptu Speech- 5 

The Messenger –as an interviewee- 7 

The Troubleshooter –Writing Test- 5 

D /8 

Paragraph writing test 5 

6 言語の使用 

Presentation & QA test 6 

受動態＆現在完了確認テスト 4 

Vocabulary (L1～L3 Reading 1) Test 7 

Final exam (grammar) 6 

The Interviewer –Impromptu Speech- 6 

The Messenger –as an interviewee- 7 

The Troubleshooter –Writing Test- 5 

More True Stories Vocabulary Test unit1 6 

More True Stories Vocabulary Test unit2 4 

More True Stories Vocabulary Test unit5 4 

More True Stories Vocabulary Test unit6 7 

More True Stories Vocabulary Test unit 8 5 

1st term Final Grade / 7 6 

Output表現方法：パラグラフライティング，手紙文ライティング，プレゼンテーション，質疑応答，即興スピーチ，

インタビュー録音，ペーパー読解テスト，語彙問題テスト，文法問題テスト，リスニング設問解答 
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Effort 

A 

A: Excellent   

B: Good  

C:Needs 

improvement 

Lesson 1 Paragraph writing 

ワークシート 

○ 音声データ ○ 

Murphy Units 22 & 23受動態 ○ The Messengerプレゼン B 

Murphy Units 16-21現在完了 ○ The Messenger QA Excellent! 

Keyワーク Lesson 1＋α ○ More True Stories 

textbook 

Excellent! 

Keyワーク Lesson 2/3＋α × The Reporter作文 Very good! 

Presentation comment 

reflection 

○ The Troubleshooter 

手紙文 

5 point(s) 

Report Card （２年次学年末） ○ Inquiry questionsエッセ

イ 

Needs 

improvement 

E-card 49 枚 The Interviewer 振り返

り 

○ 

Excellent

! B 

Output表現方法：期限内提出（セルフマネジメント），ドリル，チャット，作文エッセイ，録音書きおこし，質疑応

答，準備型プレゼン，速読読解，学びの振り返り 
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5. おわりに 

 課題を記したい。 

１. 聴覚的学習者に対してのオーセンティックな教材収集に，かなりの時間と労力を要している。実

際に教材案も乏しいままである。研修では TED Talkなどのビデオ教材が紹介されたが，英語初

級者である中高生向けに適切なレベルと内容で，かつ生徒の興味関心を高める材料を，さらに探

していかなくてはならない。 

２. 教師は，指導においては，多様な指導方法を提示しなくてはならない一方で，評価をする場合に

おいては，生徒が自身の技能や知識を多様な方法で提示できるようにしなくてはならない。「原則

３」の本来の意味は，１つの課題の中で生徒による多様な表現提示方法を認めること，というこ

となのである。評価規準「コミュニケーション」であれば，「話す」「書く」「演じる」などのどの

方法を生徒が選択してもよいということになる。生徒が多種の技能で提示することに対しては，

慎重にルーブリックを作成することと公平に評価することが求められる。現在はこの方法を採用

できないでいる。 

３. 多様な生徒の得意不得意，興味関心に対応するために，授業では積極的に生徒に選択させる柔軟

性を取り入れなくてはならない。現在はまだ実践数が限られており，プレゼンテーションにおけ

るビジュアルアイテムとして，パワーポイント・現物・絵・写真の提示を選択させることができ

たり，穴埋め音読活動でAdvancedレベル（穴あきが多い）かCoreレベル（穴あきが少ない）を

選択させたり，テストや課題本において複数の課題の中から評価対象として扱ってもらいたいも

のを一つ選ぶようにさせているのみである。 

４. 個々の生徒が IT などを利用して自主的にオンラインで学習する環境を整えていない。研修中に

Reading A to Z, Animoto.com, Starfall.com, Iteslj.org, Simple English Wikipedia, 

Storyboard.com, Hot potato, BBC Service Leaning Englishなどの有効なウエブサイトを紹介し

ていただいた。実際の授業に取り込んでいくためには，もっと教材研究のための時間を確保でき

ることが望ましい。 
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校種別実践事例【中等教育学校２】 

「総合的な英語コミュニケーションスキルの向上を目指した 

レッスンプランの作成」 

      東京学芸大学附属国際中等教育学校  德  初 美 

 

1. はじめに 

 本稿では，ビクトリア大学での研修〔TEFL プログラム（高校教員向け）〕で学んだ研修内容に基

づき，実際の授業実践を行ったものをまとめている。実践した授業は 2014 年度 2 学期末から 2014

年度 3学期までで（2015年度も内容を改定して実施する予定），対象学年は中等教育学校第３学年の

Core クラス（入学時に英語学習歴が基本的に 1 年未満の初級学習者）である。本校では習熟度別ク

ラス編成になっており，前期課程（中学相当）では 1クラス 20名程度で授業を行っている。なお，

筆者は一週あたり4時間の英語授業のうち2時間を担当し，残りの2時間は別の教員が担当している。

担当者同士で，決められた評価基準をもとに評価課題内容や活動のユニットプランの検討を行い，個々

の生徒の到達度を観察しながら指導，評価を行っている。 

 以下は，研修の中で学んだ３つの学習スタイルの内容である。 

 

 

学習スタイルその１ Visual Learner（視覚型学習者）：2 sub channels – linguistic and spatial 

①Visual-linguistic：リーディングやライティングなど書かれた文字を通して言語を学ぶことを好む。 

②Visual-spatial：書かれた文字が苦手で，チャートやデモンストレーション，ビデオなど視聴覚 

的な教材を通して言語を学ぶことを好む。 

学習スタイルその２ Auditory Learner（聴覚型学習者） 

声を出して自分によく話しかける。言語学習に際しては，唇を動かし，声に出して読むことを好む。 

リーディングやライティングを通して学ぶことが苦手。聞いたり話したりして学ぶと効果的。 

学習スタイルその３ Kinesthetic Learner（運動型学習者） 

触れたり動いたりすることで効果を上げるが，そのような動きが無いと集中力を失う。 

 2 sub channels – kinesthetic(movement) and tactile(touch) 

         聞きながら書いたり，書かれたものを写したり，絵や図を描いたりすることを 

好む。また，音楽を用いることも良い。 

 

＊本文中の評価基準は国際バカロレア中等教育プログラム(MYP)ガイドの 2014 年度以前の

Language Bの評価基準を使用している。 

 

 



- 219 - 

 

2.   

 教科名  英語３ コア 

教材   TOTAL English 3（学校図書） 

副教材  Discussion ~Process and Principles~（Language Solutions Inc., 2006） 

単元      The Diary of Anne Frank 

 

3. 単元の指導目標 

・第二次世界大戦中の社会情勢を把握しつつ，英文で書かれた同年代の少女アンネ・フランク 

の日記を読み，内容に対する理解を深める。 

・写真やポスターなどビジュアルテキストで表現されていることを理解，分析することができる。 

・自分たちの考えを，既習の語彙や文法事項（受動態，現在完了，現在分詞の形容詞的用法， 

 関係代名詞など）を使い分けて文法的にほぼ正確に表現することができる。 

・アカデミックエッセイの基本的構成を理解・応用し，導入・展開・結論の順を追って英語で 

 書くことができる。 

・ディスカッションの３つのレベル, Discussion as Sharing，Discussion as Exploring，Discussion as 

Decision Making(Language Solutions Inc., 2006)のうち，レベル２のDiscussion as Exploring  

を目指し，周囲の意見を理解し，受け止めつつ，自分の意見・立場を周囲に理解してもらうべく 

コミュニケーションをはかることができる。 

・自他の発表を客観的に分析・評価し，今後の課題を提示することができる。 

 

4. 指導観 

（１）単元観 

・第二次世界大戦中に生きたユダヤ人の少女アンネ・フランクの日記を読み，当時の写真を見る 

ことによって，同年代のアンネ・フランクの置かれた状況や心情について考えてみる。また， 

時代や場所，人種，言葉などバックグランドが異なっても，自分だけでなく周囲，国，世界の 

平和を求める人間の真理は変わらないことを念頭に，より平和な世界を構築していくための 

一端を担うにはどうすればよいのかを考えさせるよう工夫する。 

 ・当時の写真やアンネ・フランクの映画のポスターといったビジュアルテキストを解釈・分析し 

て，背景の異なる人々の共通理解を得るための効果的なビジュアルテキストについて学ぶ。 

 ・本校では６年間の外国語（英語）の授業を通じて，生徒が多角的多面的な思考力を身につけ， 

英語でディスカッションができるようになることをひとつの目標としている。本単元のディス 

カッションは，教員の介入無しに生徒だけで一定時間評価につながるディスカッションを行う 

ということで，より高度な内容のディスカッションを行うことに向けての本格的なスタートと 

なる。その中で，自分の意見を伝えて完結するのではなく，相互に助け合いながら，互いの 
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意見を交換し，話し合いをより深い内容にするためには どうすれば良いのかを考えるため 

に，振り返りも交えながら進める。 

 ・様々な課題を通して，どの学習スタイルを持つ生徒も力を発揮できるように進める。 

    

（2）教材観 

 ・「Total English 3」の第７課“The Diary of Anne Frank”では，アンネ・フランクの日記の中から 

  反ユダヤ人法について，ユダヤ人の家族が別れ別れになった実情，アンネ・フランクの戦争に 

  対する思い，厳しい状況に置かれても決して希望を失わない彼女の思いが伝わる部分が抜粋 

されている。この他に，アンネ・フランクや彼女の家族，日記，連行されるユダヤ人の人々と 

いった写真も掲載されている。単に客観的事実を読み取るだけでなく，背景やアンネ・ 

フランクの心情を理解し，生徒たちが現代でも問題となっている戦争や平和のことを自分の 

問題として捉えられるようにしたい。 

 ・教材用に作成されたものでないオーセンティックなビジュアルテキストを理解，分析し， 

背景の異なる人々が共通理解を持つことができる効果的なビジュアルテキストとはどのような 

ものなのかを考えさせたい。また，多文化が共存する現代に生きる生徒たちが実生活の中で 

さらにビジュアルテキストに興味・関心を持ち，コミュニケーションのために効果的に利用 

していく一助としたい。 

 ・ディスカッションで大切にすることを学ぶために，Discussion ~Process and Principles~ 

（Language Solutions Inc., 2006）を副教材とし，内容をワークシートやプロジェクトのガイド 

ラインにも反映させる。 
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5. 単元（本時）の評価規準 

Unit Question: What do we need to stop wars? 

What is a good communication? 

                How can we construct meaning from visual text? 

 

（１） オーラル・コミュニケーション課題 (Criteria A)  task-specific descriptor 

課題：アンネ・フランクの日記の内容に基づいたディスカッションクエスチョンについて 

グループでディスカッションを行う。 

＊聴覚型学習者・運動型学習者向けの課題 

 

A. オーラル・コミュニケーション 

・グループメンバーの発信した情報を理解している。 

・他のメンバーの発信・行動に対して適切な反応をしている。 

・討論を展開させつつ，他のメンバーと助け合うように努めている。 

・言ったことが伝わっている。 

・深く考えて発言している。 

・既習の文法や語彙を用いて，分かりやすく伝えている。 

・状況に即した言語を用いている。 

・発音やアクセントは明確である。 

 

（２） ビジュアル・インタープリテーション課題 (Criteria B)  task-specific descriptor 

課題：ビジュアルテキストとして異なる時代に制作されたThe Diary of Anne Frankの 

映画・テレビ番組のポスター（英文）を読み取り，質問に答える。 

＊視覚型学習者（Visual-spatial）向けの課題 

B. ビジュアル・インタープリテーション 

・提示されたメッセージ・アイデア・根拠を理解することができる。 

・用いられている技法を理解することができる。 

・全体的な内容を理解することができる。 

・提示されている情報と，授業で学んだこと・自分の考えや経験を関連付けて伝えることができる。 
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（３）リーディング課題(Criterion C) task-specific descriptor 

 課題：アンネ・フランクに関する英文及びアンネ・フランクの日記の抜粋を読み，質問に答える。 

   ＊視覚型学習者（Visual-linguistic）向けの課題 

C. リーディング・コンプリヘンション 

・事実・アイディア・根拠の理解と結論づけの理解をしている。 

・英文の構成・形式と筆者の目的を理解している。 

・全体的な内容を理解することができる。 

・提示されている情報と，授業で学んだこと・自分の考えや経験を関連付けて伝えることができる。 

 

（４）ライティング課題(Criterion D) task-specific descriptor 

課題：アンネ・フランクが日記に記載していた戦争に関する意見に賛成または反対の意見を示し， 

理由を添えてアカデミック・エッセイを書く。 

＊視覚型学習者（Visual-linguistic）向けの課題 

D. ライティング 

・根拠を添えて意見や感想を書くことができる。 

・アカデミック・エッセイの構成に則り，Introduction，Body，Conclusionを含む 5段落の 

 エッセイを書くことができる。 

・適切な接続表現を使うことができる。 

・幅広い語彙，既習の文法事項を用い，アカデミック・エッセイを書くことができる。 

・読み手にわかりやすい文章を書くことができる。 

・目的に沿った文章を書くことができる。 

 

6. 参考文献 

（１）Picturing Texts by Laster Faigley, Diana George, Anna Palchik, and  

Cynthia Selfe（W. W. Norton & Company, 2009） 

（２）Discussion ~Process and Principles~（Language Solutions Inc., 2006） 
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7. MYP単元設計書 ＊学習スタイルに合わせた学びに関する内容を含む。 

 

第１段階：重要概念，相互作用のエリア(AOI) 及び単元クエスチョンの統合 

IBの学習者像の焦点 

どの IB の学習者像に焦点を定
めるか？ 

なぜそれに焦点をあてるのか？ 

知識のある人・考える人・ 

コミュニケーションができる人・考える人・挑戦する人・振り
返りができる人 

最後に行うディスカッションやエッセイライティングをレッス
ンの総まとめと捉えると，そのために必要な学習者像であるか
ら。 

 

相互作用のエリアの焦点 

どの相互作用のエリアに焦点を定める

か？ 

そのエリアを選択した理由は？ 

 重要概念 

大概念は？  

生徒に今後も長い期間覚えていて 

ほしいことは何か？ 

コミュニティーと奉仕 

理由：社会的な問題を自分のこととし

て捉えて欲しいから。 

大概念：人生 

時代や背景が異なっても，生きることの

大切さは変わらないということを覚えて

いてほしい。 

 

MYP 単元クエスチョンUnit Question 

What do we need to stop wars? 

What is a good communication? 

How can we construct meaning from visual text? 

評価 

どのような課題であれば，生徒が単元クエスチョンに答える機会を持てるだろうか？ 

理解を示す証拠として認められるのは何だろうか？ 

生徒は，自分が理解した内容をどのようにして示すことができるだろうか？ 

○ ディスカッション：聴覚的学習者・運動的学習者向き 

  アンネ・フランクの日記の内容に基づいたディスカッションクエスチョンに答えるこ 

とで，自分の意見を伝えることができるか。 

グループメンバーと助け合いながら話し合いの内容を深めることができるか。 



- 224 - 

 

○ ビジュアル・インタープリテーション：視覚的学習者向き 

  授業の中でサンプルのビジュアルテキストに触れる中で，情報を分析・理解するうえ 

必要なスキルを獲得し，課題を通して理解した内容を示すことができる。 

○ アンネ・フランクに関する英文及びアンネ・フランクの日記に書かれた内容を理解 

するとともに，自分の経験と照らし合わせて意見を述べることができる。 

：視覚型学習者向き 

○ 自分自身の答えをアカデミック・エッセイの形でまとめる。：視覚的学習者向き 

この単元において，具体的にはどのMYP目標に取り組むか？ 

言語Bにおける以下の目標を取り扱う： 

「情報，考え，意見を理解する／伝達する」 「文構造と語彙を適切に理解し使用する」 

どのMYP評価の観点を使用するのか？ 

○ 評価規準A ：オーラル・コミュニケーション 

○ 評価規準B ：ビジュアル・インタープリテーション 

○ 評価規準C ：リーディング 

○ 評価規準D ：ライティング 

 

第２段階：逆向き設計：評価から探究による学習活動まで 

内容 

生徒が単元クエスチョンに答えられるようにするには，（コース概要にある）どのような知識や

スキルを活用することになるのか？ 

国，都道府県，市や地域によって定められている場合には，どの程度の水準を目指し，どのよう

なスキルに取り組むべきなのか？ 

そのような第 1 段階の重要概念を発展させるために，その水準やスキルをどのように分類して

取り込むことができるのか？ 

○必要な知識 

・ホロコーストや第二次世界大戦，アンネ・フランクに関する知識や語彙 

・中学 3年間で学んだ基本的な文法の知識 

・ディスカッションで使う語彙 

・ビジュアルインタープリテーションに関する知識 

・アカデミックライティングに関する知識 
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○必要なスキル 

・英文を理解し，行間を読み取る力 

・ディスカッションスキル（相手の言うことを理解・分析し，自らの知識と照合して 

反応するスキル，聞き手に分かり易く伝える力，グループ全員が参加できるように 

する力，など） 

・ライティングスキル 

○重要概念の発展・深化のためのスキル・知識の適用・活用 

 ・本単元が提示する概念を発展・深化させるためには，生徒はアンネ・フランクが日記を書い

ていた時代背景や彼女が置かれた状況を本文から読み取り，現代に生きる自分たちの状況と比較

しながら，同世代のアンネ・フランクが日記に残した「生きる」ことについての考えに対する理

解を深め，自分の考えを表現する必要がある。 

 ・また，他の生徒の発話を聞くというスキルを活用することで，主体的に新しい情報を入手し，

自分自身がこれまで当然としてきた価値観と照合し，「多様」なものの見方や考え方について考

察し，いかに互いを認め合うことができるのかを考え・工夫する。 

学習の姿勢ATL 

この単元では，教科別および総合的な学習スキルをどのように伸長できるのか？ 

コミュニケーション（情報収集・情報発信）・情報リテラシー（情報の選択と整理・分析）・振り

返り（自己認識・自己評価）・思考（知識と概念の適用・問題の認識）・転移（関連付け） 

学習経験 

生徒は自分に何が期待されているかをどのよう

にして知るのか？ 事例，ルーブリック（評価指

計表），テンプレートを見ることはできるのか？ 

生徒はどのようにして知識を身に付け，必要な

スキルを実践するか？ このようなスキルをど

のように応用しながら実践するか？ 

生徒がすでに持っている知識で十分か？どのよ

うにしてそれがわかるか？ 

教授方法 

単元の途中で生徒にフィードバックをするた

めには，どのように形成的評価を利用すれば

よいか？ 

どのような多様な指導方法を用いればよい

か？ 

全生徒に対して，指導と学習をどのように個

別対応しているのか？ 母語以外の言語で学

習している生徒のためにどのような準備をし

てきたか？（教育に関する）特別支援のニー

ズのある生徒に対してどのように配慮してき

たか？ 
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○ルーブリック・テンプレートの提示 

・生徒には，本単元の全体像が提示される。そ

の後，それぞれの活動に際して，個々のルーブ

リックが与えられることで，具体的な達成目標

を把握することができる。 

・生徒は，オーラル・コミュニケーション課題

を準備する前に，応答のテンプレートを知るこ

とができる。 

○知識・スキルの獲得過程 

・生徒は，それぞれの課題の準備過程において，

授業内でステップ・バイ・ステップの活動・練

習を行う。 

・ディスカッションスキルについては，繰り返

し練習・振り返りを行う。 

・また，単元の基礎知識となるようなホロコー

スト・第二次世界大戦などについて事前課題や

授業内の映画鑑賞及びアクティビティを通して

学び，アウトプット活動（ディスカッション，

エッセイライティング）に活かす。 

○既存学習の充足性 

・練習過程におけるクラスメイトとの意見交換

の場面などから，スキルや知識の不足を自覚す

ることができる。 

○形成的評価の在り方 

・講義中の生徒の様子の観察，ディスカッシ

ョン活動に入る前のワークシートに対するフ

ィードバック，及び練習後のフィードバック

を通して形成的評価を行う。 

・授業内でサンプルのビジュアルテキストの 

読み取りの練習を行い，活動ごとに評価する。 

・ライティングのワークシートに取り組みな

がら，フィードバックを出すことで形成的評

価を行う。 

○多様な指導方法 

・リハーサルを実施して助言を与える，生徒

同士助言しあう活動を設ける，といった実践

的活動を重視することで各自が自分の目標・

改善すべき点を自覚することによって学習効

果の向上を目指す。 

○個別指導，特別支援など 

・生徒の主体的学習活動が中心である。方法

論の説明や助言や学習の促進のためのサポー

トはするが，補助的である。 

・学習内容によって個人差があるので，助言・

サポートについては可能な限り一人ひとりに

対して行う。 

リソース 

どのようなリソースを利用できるか？ 

単元を学習する中で，生徒の経験を促すために教室環境，地域の環境，または共同体をどのよう

に利用すればよいか？ 

・教師が準備した配布資料，ディスカッションに関する配布資料（ディスカッションの形式，役

に立つ表現集），（事前課題のために）生徒が各自で集めたデータを利用する。 

・生徒はこれまでにも多くの調べ学習やパブリックスピーキング，アカデミック・ライティング，

ビジュアル・インタープリテーションの活動を経験しているので，その経験や成果を本単元にお

いても利用することができる。 
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 続的振り返りと評価 

 続的に記録しながら，以下の質問について考えてください。 

生徒と教師 

何が魅力的だと思ったか？ 学問分野別の知識とスキルは，その実力を試されるような場面があっ

たか？ 

学習を通して，どのような探究が生じたか？どのような発展的活動が始まったか？ 

単元と自己の学習の両方について，どのように振り返ったか？ 

この単元を通じて，IBの学習者像のどの特質を取り上げて働きかけをしたか？ 生徒が自主的に行

動するために，どのような機会があったか？ 

可能な関連づけ 

自分が担当する教科群の他の教師や他の教科群の教師達ときちんと連携できたか？ 

他の教科との連携を通じて，どのような学際的理解が形成されたか，または形成が可能だったか？ 

評価 

生徒は，自己の学習を明確に表すことができたか？ 

• 各単元用に設定された学習目標について，その評価課題によってどの程度生徒の達成度を推し

測れるのか？ 評価規準項目のどのレベルにも生徒が到達可能になっているかをどのように確

認できたか？ 

次の段階に向けて準備は整っているか？ 

データ収集 

• 集めるべきデータをどのようにして決定したのか？ それは役に立ったか？ 

○生徒と教師 

・背景知識を得るところから入り，言語的要素に加えて思考力を駆使し，社会的な問題を自分のこ

ととして捉え，クラス全体で学ぶことによって平和な社会の構築について考えることができること

は大変魅力的である。 

・知識とスキルを試すことについては，ディスカッションやエッセイライティング，ビジュアル・

インタープリテーションなど様々な場面でできた。 

・活動を進めていく中で，生徒たちはより充実したディスカッションやエッセイライティングに取

り組みたいという向上心が芽生えてきて，多角的多面的に話し合うようになり，エッセイにも多く

のエピソードを含めるようになった。 

・段階的な振り返りに加えて，活動の終わりに総合的な振り返りシートに振り返りを記入した。 

・IBの学習者像の中では，知識のある人・考える人・コミュニケーションができる人・考える人・

挑戦する人・振り返りができる人に焦点を当てた。各活動にこれらの学習者像の要素が含まれてい

る。 

○可能な関連付け 

直接連携を表明したわけではないが，特に社会科で学んだ歴史的な内容があったことで，本単元の

内容理解を深めることができたものと思われる。 

○評価 

・評価課題は，形成的評価を経て，調整しながら作成されているので，生徒の達成度を推し量るこ

とができる。 

・次の段階は高等学校の学習内容になるが，課題はそれを見据えて作成されているので，準備は整

っているものと思われる。 

○データ収集 

集めるべきデータの決定については，課題目標を設定し，その達成のために必要であると思われる

ものにした。複数年に渡って 3年生でこと単元を教えているので，年々改善してきてここに至って

おり，生徒のニーズに合うようになってきている。さらに充実させていくように収集を続ける。 
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8. おわりに 

 本授業実践は，ビクトリア大学での研修〔TEFL プログラム（高校教員向け）〕で学んだ研修内容

に基づき，前年度の実施分から改良を加えて行った。英語教授法の理論を再度実践につながるように

学びなおしたことで，強い根拠を持って指導に取り組むことができるようになったことは大きな変化

である。指導者自身の学習スタイルが大きく影響することも再認識し，様々な学習スタイルを持つ生

徒に対応すべく，偏りのない課題を作成していくことの大切さも痛感した。不十分な点も多いので，

今後さらに研鑽を重ね，より充実した授業実践ができるようにしたい。この研修に参加できたことで，

多くの経験を積み，学びを深め，人的つながりにも恵まれたことを心より感謝したい。 
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校種別実践事例【中等教育学校３】 

「３つの学習者タイプを意識した英語による美術学習の実践」 

      東京学芸大学附属国際中等教育学校  嶽 里永子 

 

1. はじめに 

 研修では，カナダのBC州の教育システムに触れながら，脳化学に基づく子どもの特性，多様な学

習スタイルを考慮したUDLの考え方，英語教育に便利なデジタルリソース，音楽等の非言語活動に

よる言語教育，逆向き設計の授業計画と評価規準，マイクロ・ティーチング等，実用的で興味深い内

容を沢山教わる事ができた。特に，脳科学に基づいて学習者の特性を「聴覚的」「視覚的」「運動感覚

的」に分類したうえで全ての特性をカバーしていく教授法に，筆者は興味を深く抱いた。 

 筆者の所属する東京学芸大学附属国際中等教育学校では，英語以外の教科を英語で学ぶ「イマージ

ョン（IM）授業」を開設しており，美術教諭である筆者は，米国人の Steven Platt講師とチームテ

ィーチングで IM美術を担当している。 

 本稿では，３年生の IM美術の実践の中から「聴覚的学習者」「視覚的学習者」「運動感覚的学習者」

の３つの学習者タイプを意識した活動を報告する。 

 

2. Comparative study —美術表現の比較学習におけるワークシートの活用― 

この活動では，生徒が，提示された８つの美術作品から特に関連性のありそうな作品同士を組み合

わせ，比較して類似点と相違点を挙げる。さまざまな美術表現が，時代や地域を超えて影響を与えた

り受けたりしながら展開していることに気づかせる活動である。活動時には，生徒が作品同士を線で

結んだり表に記入して比較したりできるワークシートを用いた。ワークシートによって「視覚的学習

者」タイプが活動を一目で理解し考えを整理しやすくなることを目指した。 

 

  



- 230 - 

 

ワークシートに掲載した美術作品は以下である。 

“Power Figure: Seated Female (Nkisi)” 19th century, African sculpture 

“Les Demoiselles d' Avignon” 1907, Pablo Picasso (Spanish, 1881-1973) 

“Beauty looking back” Edo Period (17th century), Hishikawa Moronobu (Japanese, 17th century) 

“La Japonaise (Camille Monet in Japanese Costume)” 1876, Claude Monet (French, 1840-1926) 

“Ejiri in Suruga Province” 1830-33, Katsushika Hokusai (Japanese, 1760-1849) 

“A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) ” 1993, Jeff Wall (Canadian, 1946-) 

“Vase with Fifteen Sunflowers” 1888, Vincent van Gogh (Dutch, 1853-1890) 

“Singing Sunflowers” 1998, Morimura Yasumasa (Japanese, 1951-) 

 

3. Presentation —美術作品紹介プレゼンテーション課題の評価規準と発表例— 

 この課題では，１グループ３名程度で，指定された美術作品を３分間で紹介するプレゼンテーショ

ンを行う。美術作品は様々な時代，地域，形態から教師側が選んだ。 

 研修前に定めていた，各グループの指定作品と評価規準は以下である。 

Group 01: “Pebbles around a hole” 1987, Andy Goldsworthy (England, 1956-) 

Group 02: “Red pumpkin” 2006, Yayoi Kusama (Japan, 1929-) 

Group 03: “Monogram” 1955-59, Robert Rauschenberg (USA, 1925-2008) 

Group 04: “Pisa Mural” 1989, Keith Haring (USA, 1958-1990) 

Group 05: “Lo Sciocco senza Paura (The Fearless Fool)” 1985, Frank Stella (USA, 1936-) 

Group 06: “A Sunday on La Grande Jatte” 1884-86, Georges Seurat (French, 1859-1891) 

Group 07: “Bedroom in Arles (third version)” 1889, Vincent Van Gogh (Dutch, 1853-1890) 

Group 08: “The Raven and the First Man” 1980, Bill Reid (Canada, 1920-1998) 

Group 09: “The Netherlandish Proverbs” 1559, Pieter Brueghel (Belgium, 1525?-1569) 

Group 10: “Summer” 1573, Giuseppe Archimboldo (Italy, 1527-1593) 
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 生徒達の発表形態について，研修前の筆者は，「生徒がスライドに映された作品の写真を指し示しな

がら伝える」「生徒が作家の参考資料を集め，それを見せながら話す」というような形態を想定して評

価してきていたが，それらの形態は「視覚的学習者」の生徒が得意な発表であったように今は思われ

る。研修後も指定作品と評価規準は変えていないが，筆者が生徒に投げかける際，「視覚的学習者」「聴

覚的学習者」「運動感覚的学習者」のすべての生徒の個性が発揮できるよう，生徒達には幅広い発表形

態の選択が可能である事を意識するようになった。例えば，会話風のプレゼンテーションからは「聴

覚的学習者」の生徒の個性をとらえなおす事ができ，スキットによるプレゼンテーションからは「運

動感覚的学習者」の生徒の個性をとらえなおす事ができると考える。 

   

（左）生徒作成の発表用台本より（作家と通行人による会話風のプレゼンテーション） 

（右）司会者が作家をゲストに招くテレビ番組風のスキットでプレゼンテーションする生徒達 
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校種別実践事例【特別支援学校１】 

「ユニバーサルデザインにもとづく授業作り 

  － フライングディスクを使った交流及び共同学習 －」 

      大阪教育大学附属特別支援学校  横 田 香 織 

 

1. はじめに 

私は 2013年に開催された小・中学校教員向けプログラムに参加させていただいた。 

今までに留学経験はなく，普段の業務で英語を使うこともなかったので不安を抱えながらの参加では

あったが，分かりやすく工夫された授業内容や，英語が得意な他の参加者のフォローもあり，３週間

のプログラムを無事に終えることができた。 

 

 

2. ビクトリア大学で学んだこと 

 アイスクリームの棒を使ってくじ引きをしたり，時計のシートの中に名前を書き込みそこからペア

の相手を決めたり，目を閉じて迷路をなぞってみたり，とゲーム性のある授業の進行方法がとても新

鮮で，楽しく授業に参加することができた。また，私達の適性に合わせた授業展開をする為に，質問

シートの回答から右脳派・左脳派を探ったり，聴覚優位・視覚優位・運動感覚優位かを探ったりして，

できるだけ私達が有意義に学べるよう講師の方が考えてくださったのも印象的だった。 

多くの授業はUDL（Universal Design for Learning Guidelines）に基づいて進められていたのだ

が，UDLは特別な支援が必要な生徒の為だけではなく，全ての生徒が学びやすいように授業展開の

世界標準として採用されていることを学ぶことができた。 

 

 

3. 実践報告 

 2014年度に大阪教育大学附属平野中学校と附属特別支援学校の交流及び共同学習の授業を担当し

た。UDLに基づき，多くの視覚支援や ICTを活用した授業展開にして，生徒同士がお互いをよりよ

く理解し，一緒に楽しめる内容にしたいと思った。 

 以下，大阪教育大学附属平野５校園の交流及び共同学習の研究大会の指導案である。 
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平野における「学びのユニバーサルデザイン」 

にもとづく保育・授業づくりの視点 

 

（１）特別支援教育部会における「学び合い活動」 

 昨年度より「新しい視点に立ち，自己・他者理解を深めよう」を共通テーマとし，他者との関わり

の中で自己理解と他者理解を深められるよう，そして，障害のある子どもと障害のない子どもがお互

いに理解し，共生社会の実現がより確かなものになるよう，交流及び共同学習を進めてきた。 

 昨年度に引き続き，今年度もレクリエーションゲームでの交流及び共同学習を計画したが，今年度

は教材として「フライングディスク」を取り上げる。フライングディスクとは一般にフリスビーとも

呼ばれているが，全国障害者スポーツ大会の正式競技になっており，障害の有無に関わらず誰もが楽

しく取り組める競技になっている。また，昨年度同様，ペアやグループでの活動を多く取り入れるこ

とで，結束力・団結力が生まれやすい状況を作り「学び合い活動」の促進を図りたい。 

  

（２）特別支援教育部会における「ICT活用」 

 今年度の交流及び協同学習では，iPad，電子黒板，プロジェクター，スクリーンを活用した。 

 自己紹介シートを作成する際，中学部では電子黒板で見本や作成方法を見せることで視覚支援をし

た。また，自己紹介シートの発表時にも，電子黒板に映しながら一人ひとりがみんなの前で発表する

形にした。 

フライングディスクを行う際，ゲームの残り時間をスクリーンに示しながら進行することで，時間

を意識しながらゲームに取り組めるようにした。ゲーム中に iPad で写真を撮り，得点発表時に各チ

ームの頑張りや協力している姿を伝えられるような写真をプロジェクターで投影し，視覚化して共有

する形にした。また，附属中学校の１年生３クラスあるうちの１クラスずつと日程をずらしながらフ

ライングディスクのゲームをしたので，特別支援学校の体育館でフライングディスクをしている姿を

iPadのアプリ「フェイスタイム」を使って生中 することも試みた。 

 このように，ICT活用をすることで視覚支援の多い授業展開を心がけた。 
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中学部 「特別活動（交流及び共同学習）」学習指導案 

 

指導者 主担者 横田 香織（Ｔ１） 

副担者  (Ｔ２～Ｔ９) 

 

１．日時     平成 26年 11月 8日（土）  10:05 ～ 10：55 

 

２．場所     中・高多目的ルーム 

 

３．対象者    附属平野中学校１年生 40名 

中学部 １年生６名，２年生６名，３年生６名    計 58名    

 

４．題材     「フライングディスクを使った交流及び協同学習」 

 

５．題材設定の理由  

今年度の中学部は，男子 11名，女子 7名の生徒で構成されている。新版 S-M社会生活能力検査に

おける社会生活年齢の値（SA値）が，２歳４ヶ月から 10歳８ヶ月までと幅広い生活年齢の生徒が在

籍している。生徒の実態は，表出言語はないが簡単な指示を理解でき行動に移せる生徒，単語で答え

られる生徒，教員の質問に対して二語文，三語文で答えることができる生徒までいる。全く文字を書

けない生徒から，小学校６年生程度の漢字が書け，作文もできる生徒までと幅広い学力の生徒がいる。

初めての学習に対して不安感が先行してしまい授業に集中しにくい生徒，答えが分かっていても自分

の考えを上手く表現できない生徒がいる一方，積極的に挙手して自分の考えを発表しようとする生徒

もいるなど個性豊かな集団である。一人ひとりの課題には大きな違いがあるが，生徒個々への指導に

あたっては，数値だけで判断するのではなく，実年齢に相応した経験が含まれることも考慮に入れ，

総合的に判断し生徒個々の実態に応じた指導が必要である。 

附属中学校の生徒と交流及び共同学習をするにあたり，昨年度から「新しい視点に立ち，自己・他

者理解を深めよう」という附属中学校との共通のテーマのもと授業を行っている。昨年度はどちらの

学校の生徒も自己紹介シートを作成し，共通項目のあるメンバーでグループ作りをしてから，ボッチ

ャを使ったゲームで交流及び共同学習を行った。今年度は，附属中学校の生徒と共にフライングディ

スクを使い，誰にでも理解しやすいシンプルなルールのゲームを行い，交流及び共同学習を進める。

まずは自分の興味・関心がある内容を自己紹介シートにまとめることで自己理解を促し，それを発表

することで中学部内の友だちを理解できるようになることから授業を始めた。また，附属中学校の生

徒にも同じように自己紹介シートを作成してもらい，共通の形式で自己紹介をすることでお互いへの

理解を深めていきたい。自己紹介シートを作成するにあたりシンボルやイラストを用いることでビジ
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ュアル化し，文章表記が難しい生徒にも理解や自己表現がしやすいような形式にした。今年度，文章

表記が可能な生徒には，なぜ好きなのかという理由や自分のよいところなどを自分の言葉で伝えられ

るよう指導していくことで，より深い自己理解につなぎ，コミュニケーション能力を高めていきたい。 

フライングディスクは全国障害者スポーツ大会やスペシャルオリンピックの正式種目にも採用さ

れており，誰もが手軽に楽しめるスポーツである。少しのコツをつかめば，自分が飛ばしたいと思っ

ているところを狙うことができるので，達成感を味わいやすい。何回も取り組むことにより，附属中

学校の生徒にコツを伝えられるくらいに自信を持ってゲームを楽しめるようになるのが目標である。 

一緒にフライングディスクを使ったゲームを始める前に，ビブスに貼った自己紹介シートを使うこ

とで自己紹介をスムーズに進められるよう指導する。また，ペアを組んでゲームを進めることにより，

協力が必要になる。ペアの片方がディスクを投げ，もう片方がタイミングを合わせてディスクをキャ

ッチしないと得点につながらないので，相手の意思や動きを確認しながらゲームを進める必要がある。

いかに相手に呼吸を合わせられるかが重要ポイントになることを指導していきたい。 

自己紹介シートでお互いの考えを知り，同じルールのもと一つのゲームを一緒に楽しむことで，お

互いの理解を進め，相手への思いやりの心を育む指導をしたい。附属中学校と附属特別支援学校の生

徒がお互いをより深く知ることで，将来の共生社会への第一歩を踏み出すきっかけになることを願う。 

 

６．題材の目標（評価の観点） 

・お互い協力してゲームを進め，一緒にフライングディスクを楽しむ。（関心・意欲・態度）（技能） 

・自己紹介シートを使い，分かりやすく自己紹介をする。（思考・判断・表現）（技能） 

・中学部の生徒や附属中学校の生徒が何に興味をもっているのかを知り，お互いのことをもっと知り

たいと思う。（関心・意欲・態度）（知識・理解） 

 

７．指導計画（全 14時間） 

第１次 自己紹介シートを作成し発表する。（４時間） 

第２次 フライングディスクの投げ方の練習をする（４時間） 

第３次 ゲーム形式でフライングディスクを楽しむ（３時間） 

第４次 附属中学校の生徒と一緒にフライングディスクを楽しむ（本時２/３時間）   

 

８．本時の目標（評価の観点） 

・自己紹介シートを使い，自分のことを発表する。（思考・判断・表現） 

・友だちの自己紹介シートの発表を聞き，友だちのことをもっと知りたいと思う。（関心・意欲・態度） 

・協力してゲームを楽しむ。（知識・理解）（技能） 

 

 



- 236 - 

 

９．本時の展開 

時
間 

学習活動 指導上の留意点 支援の観点と内容 

 
導
入 
 

10
分 
 

○始まりのあいさつをする。 
 
 
 
○本時の流れを知る。 

・希望者を募り，前に出て
あいさつをするよう促す。 
 
 
・自己紹介をすること，ゲ
ームの種類とルールを伝
える。 

・スムーズに言葉が出ない生徒
に対しては，小声であいさつ内
容を伝える。 
 
・フライングディスクの投げ方，
実際のゲームの進め方を見せる
ことで，ゲームに対する見通し
を持てるようにする。 

展
開 
１ 
 

10
分 

○コートに移動し，自己紹介
をする。 
 

・ビブスに貼った自己紹介
シートを使い，自己紹介を
するよう促す。 

・うまく言葉が出ない生徒には
ことばかけをする。 

 
 
展
開 
２ 
 

15 
分 

○フライングディスクを使っ
たゲームをする。 
 
 
１．フープでキャッチ 
 
 
 
２．たらいでキャッチ 
 
 
 
３．箱倒し 

・ルールを理解し，協力し
て３種類のゲームを行う
よう促す。 
 
・投げる小フープの位置に
よって得点が違うことを
説明する。 
 
・たらいでディスクをキャ
ッチする度に得点が加算
されることを説明する。 
 
・中段と上段の両方のダン
ボールが倒れるまでにか
かった時間を測るよう説
明する。 

・ゲームの進行方法が分からな
い生徒にはルールを説明し，ゲ
ームを楽しめるよう説明する。 
 
・どの位置から投げるかを考え
るようことばかけをする。 
 
 
・たらいを持って動いてキャッ
チするよう促す。 
 
 
・1 枚ずつ手に持って投げるよ
う 
ことばかけをする。 

ま
と
め 
 

15 
分 

○ゲームで頑張ったところや
工夫したところと得点を発
表する。 
 
○順位を発表する。 
 
 
 
○終わりのあいさつ 

・各チームのペアの２人
に，前に出て iPadを使っ
て発表するよう説明する。 
 
・３〜１位の得点を発表す
る。 
 
 
・希望者を募り，前に出て
あいさつをするよう促す。 

・どの写真を使うか，何を発表
するか考えるよう促す。 
 
 
・それぞれのチームに起立する
よう促し，他のチームには拍手
するよう促す。 
 
・スムーズに言葉が出ない生徒
に対しては，小声であいさつ内
容を伝える。 

 
10．準備物 

フライングディスク 50，フープの的２，小フープ６，たらい２，ダンボール６，iPad７， 

スクリーン，プロジェクター，HDMIケーブル，ルール説明シート，カラーコーン 12，ビブス（自

己紹介シート付き），トラバー，得点記入シート６，クリップボード６，ボールペン６，ストップ

ウォッチ４，養生テープ，両面テープ，自己紹介パネル６ 
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11．配置図 
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4. おわりに 

 UDL に基づき，少しの練習で誰でも簡単に上達するフライングディスクを，単純明快なルールの

ゲームにして交流及び共同学習を行った。 

本来のフライングディスクのゲームに近いフープの的を狙うゲーム，たらいでディスクを受けると

「カンッ」という視覚でも聴覚でも楽しめるゲーム，箱を倒すという視覚的に分かりやすいゲームの

３種類を，附属中学校の生徒も特別支援学校の生徒もルールをよく理解して一緒に楽しむ姿が見られ

た。また，イラストを多用した自己紹介シートを事前に交換したことや，iPadのアプリ「フェイスタ

イム」を使ってお互いの授業の様子やインタビューを生中 したことで，実際に顔を合わせる前にお

互いのことを知る機会を増やしたことにより，お互いの距離が近くなったことなど収穫の多い授業に

なったのではないか。 

 附属中学校の交流及び共同学習の担当者が，偶然にもHATOプログラムに参加し，３週間一緒に過

ごした教員だったこともあり，遠慮なく意見を出し合うことができ，両校の生徒にとってよりよい授

業作りができたのではないかと思う。 
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＜自己紹介シート＞ 
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  お わ り に 
 

 「HATO プロジェクト」の研修・交流支援部門での活動の一環として，グローバル人

材の育成に繋がる英語による教授法研修をテーマに平成 25・26 年度の 2年間，４大学

の附属学校教員を対象に大阪教育大学が大学間協定を締結しているビクトリア大学（カ

ナダ）において，次の 3つの研修を実施しました。 

・平成 25 年度小・中学校教員対象研修  

・平成 26 年度小・中学校教員対象研修  

・平成 26 年度 TEFL研修（高等学校教員対象） 

 

以下,  各年度の研修について，要約します。 

 

【平成 25年度HATO研修】 

教育現場は，教員，保護者，地域との協力によって教育活動が成り立っており，コミュ

ニケーション能力，他者との協働，地域社会の人々との交流が課題となっています。ま

た，平成 24年 6月 4日に発表されたグローバル人材育成推進会議審議まとめによると

「外国語教育を担当する教員等の資質・能力の向上無くしてグローバル人材の育成はお

ぼつかない」と指摘されました。 

このような状況のもと，教員養成大学として社会からの期待に応えるには，教職実践力

を備え，国際感覚に優れた教員の養成・研修の充実が必至であり，そのためのプログラ

ム開発は，重要かつ喫緊な課題であるとして，大阪教育大学が協定を締結しているカナ

ダのビクトリア大学が実施する英語教授法研修への附属学校教員派遣をHATO研修・交

流支援部門の協同事業に位置づけることが確認されました。このことを受け，平成 25

年度から小学校教員及び中学校英語教員を対象に実施されました。 

協同実施の決定が 5 月となったことから，短期間での準備を要しましたが，4 大学から

総勢 20人の附属学校教員が参加しました 。実施期間は，2013年 7月 29日（月）から

8月 16日（金）で，平日は，午前 8 : 30～12 : 30 (4時間），午後 14 : 00～16 : 00 (2時

間）の計 6時間の授業が開講されました。午前は，講義・実技指導で，午後は，日替わ

りの講師によるワークショップ，ビクトリア市内の歴史的名所等の見学，現地の小中高

一貫教育校の視察，カナダの教育事情，教員資格制度についての教育庁からの講義など

が行われました。 

具体的には，午前の講義では，3 週間を通して，さまざまな教授法の流れ，最先端の指

導ツールを含む教授法を学びました。また，英語教育における最新技術や形成的評価法

など実 際の授業にすぐに活かせる活動例も種々紹介されました。特に，ICT 活用のた
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めの多くの リソースが紹介され，最終週には，それらを活用した模擬授業の課題が全員

に与えられました。午後は，各領域のスペシャリストによる，ゲーム活動，ドラマ，歌，

手話，絵画など多種多彩なワークショップが用意され，楽しみながら英語教育に応用で

きる内容を学びました。 

4 大学附属学校教員が，3 週間衣食住を共にし，勉学に勤しみつつ，互いの教育感を分

かち合えたこと，各大学のみならず 4大学共通の小中連携の意義と方向性を見出せたこ

と，事前事後での口頭英語能力測定テストで，その伸び率が有意であったことによる語

学力への伸長が確認されたこと，そして何よりも，帰国後，メーリングリストを通じた

参加者間のコミュニケーションの場が形成され， 続的に活用されていることは，広域

型の大規模教員養成系大学附属学校の英語担当教員が，個々人のレベルでも情報交換や

連携を進めていくことができる基盤づくりという点で，今後，大きな宝となり得ること

が確認されました。 

また，受講者間でどのようなコミュニケーションが取られているのかといった点につい

ては，平成 26年 3月 15日（土）に大阪教育大学で開催された「教員海外研修報告会」

で発表致しました。 

なお，平成 25年度の小学校教員及び中学校英語担当教員対象のプログラムは，参加者や

構成大学による事後評価の結果，大変有意義であるとの認識が共有されたことを受け，

HATO研修・交流支援部門会議を経て，平成 26年度も 続実施することが 4大学で確

認されるとともに，大阪教育大学で既に実施しているピクトリア大学での高等学校英語

担当教員に向けたプログラムを平成 26年度のHATO 研修・交流支援部門の協同事業に

加えることが新たに確認されました。 

 

【平成 26年度HATO研修】 

上述にあるように，平成 25年度から小・中学校教員を対象とする英語教授法に関する海

外研修プログラムを実施するとともに，平成 26年度は，これに加えて高等学校教員を対

象とする研修プログラムを開始しました。 

このうち，小・中学校教員対象プログラムは，研修内容・方法などについて研修参加者

及び構成 4大学関係者の評価が得られていたことから，基本的には昨年度を踏襲したカ

リキュラム編成としつつ，小学校と中学校で異なった語学学習プログラムを一部加える

などの改善を行って実施しました。 

平成 26年度は，4大学から 19人の附属学校教員に昨年度も同行したコーディネーター

（大阪教育大学大学院生）を加え，総勢 20人が参加しました。実施期間は，平成 26年

7月 28日～8月 15日で，昨年同様，平日は午前 8：30～12：30（4時間），午後 14：

00～16：00（2時間）の計 6時間の授業が基本とされました。研修プログラムも語学ス
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キルに応じて 2クラス編成を一部設けた以外，昨年とほぼ同様でした。 

昨年度からの改善点として，英語力に応じたクラス分けを一部カリキュラムに組み込ん

だことにより，前年度に比べて研修参加者の口頭能力の伸長度合いが高くなりました。 

今回新たに実施したTEFLプログラムでは，3大学附属学校のほか，HATO構成大学以

外の現職教員や大学院生も参加し，養成と研修の接続といった点での参加者の反応を確

認することにも着眼しました。 

結果としては，TEFL 参加者のジャーナルでも，教員同士或いは教員と大学院生間の交

流という点でも互いに刺激しあう部分が多かったというコメントが数多く寄せられまし

た。滞在中は，午後 5時より 2時間程度，研究テーマを決めて有志による勉強会の場を

持ちました。このことは，教職大学院における現職院生とストレートマスターによる学

びの交流の重要性に関する指摘と同様のものがあり，大いに有用な研修であったことを

示しております。帰国後も，メーリングリストを通じた参加者間のコミュニケーション

の場が形成され， 続的に活用されており，各附属学校で開催される研究会に積極的に

参加し意見交換などを通じて学びあいの場を広げております。 

また，2 年間の研修を経て，受講者間でどのようなコミュニケーションが取られて，教

育現場で活かしているのかという点については，平成 27年 2月 15日（日）に大阪教育

大学で開催された「グローバル人材育成のための英語教授法ワークショップ」で発表致

しました。 

 

この度，2 年間のカナダ・ビクトリア大学での 4 大学附属学校教員が研修に参加し，そ

の後の現場での活動を文書ならび資料の形にて報告させていただく機会を得たことは，

参加者はもとより，4大学にとっても貴重な宝となっております。 

本報告書をお読みなられた方々におかれましては，日々の実践の場での活用資料として

お役立ていただけましたら有難く存じます。 

 

  平成 28年 3月 

大阪教育大学教授 附属高等学校長    吉 田  晴 世 
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