平成 15 年度から 17 年度SELHi研究開発実施報告書
１ SELHi学校名

大阪教育大学附属高等学校池田校舎

２ 研究開発実施期間
３ 研究開発課題

平成 15 年度～平成 17 年度
他教科と連携させた、国際社会に通用する英語力養成のための
教育方法の開発研究

４ 研究開発課題の設定理由

(1) 現在本校が置かれている特徴的な状況
本校は平成６年度に国際コースの設置に向けた取り組みを始めた。平成７年度から国際枠(定
員８名)を設けて、海外からの帰国生徒を積極的に受け入れ、同時に全校をあげて国際(理解)
教

育の実践を開始した。これらの帰国生徒以外に、小・中学校時に３年以上海外生活を体験し

た生

徒も、常に数十名が在学している。その後、国際コースの設置は見送られたが、本校の教

育の中

で、国際社会での有為な人材の輩出を目指すことは大きな目標のひとつになっている。

また、平

成 10 年度からは留学生の制度的受け入れも開始しており、平成 16 年度はドイツとフ

ィリピンか

ら、１名ずつの留学生を受け入れた。また、短期留学生の受け入れにも積極的に取

り組んでいる。

逆に本校から海外へ留学する生徒も、常時５名程度いる。

さらに、平成 15 年度には UNESCO ASPnet に加盟し、韓国、中国、フィリピン、タイの高校
と交流することになった。この交流は、単にビデオ・レターやレポートを交換し合うだけでな
く、

相互訪問も行っており、コミュニケーションの手段としての英語がよりいっそう必要とな

ってい

る。一方、本校の生徒は理系志向が強いが、理系に進学する生徒にも是非、生きた英語

を習得さ

せ、将来、国際社会で活躍してほしいとの思いもある。

(2) 本校の英語教育の現状とその展望
本校の生徒の学力、特に英語の学力は平均的な公立高校と比較してかなり高いと考えられる。
しかし、英語の授業の多くは約 40 人１クラスの一斉授業である。教育課程についても、本校の
設置趣旨である教育実習校という側面から、他校と比べて英語の授業時間が特に多くは設定で
き

ない。また、一部の優秀な生徒だけを特化した指導もなされていない。
また、SELHi 校に指定される以前の平成 14 年度までは、１年生のオーラル・コミュニケーシ
ョンⅠ(以下 O.C.Ⅰと記す)の授業に、ALT が週１時間しか入っておらず、LL 教室など英語教育
をアシストする機器もなく、使用できる機器は CD プレーヤーなど最低限のものであるなど、

使

える英語を教える英語教育の環境としては、近隣校と比べても非常に遅れた状況であった。
上記のような決して恵まれたとはいえない状況の中で、読み・聞き・話し・書くという４技

能

のバランスが取れた英語指導や、卒業後に国際的な場で活躍する人材の育成を目指すとき、

在校

するすべての生徒を対象とした ALT とのティーム・ティーチング(以下 TT と記す)の授業、

少人

数授業や、さまざまな場面で生徒が英語に直接触れる機会を増やすことなどが必要と考え

ている。
備され、

このような方策によって、コミュニケーションの手段としての英語を教える環境が整
「英語が使える日本人」の育成の一端が担えるのではないか、と考えている。
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今回の SELHi プロジェクトは、バランスの取れた英語発信能力を開発する絶好の機会である。
そして、これを積極的に実践することにより、生徒や保護者の要望に応えるだけでなく、本校
や

本校と同様に、教育環境にあまり恵まれているといえない多くの高等学校が、英語教育にお

ける

さまざまな課題を解決する一助になるものと考えている。

５ 3 年間の研究計画
(1) スピーキングおよびリスニング能力の開発
① １年次（平成１５年度）
O.C.I（1 年生）の授業において、日常生活の身近な話題について英語を聞いたり話したりして、
情報の中身や考え方などを理解し、伝える基礎的な能力を養う。このため、英語でのスピーチを数
多く作成・発表させる、各種スピーチコンテストに参加させるほか、TT で行っている O.C.Ⅰで、
生

徒に国際理解を促す内容のスピーチを毎時間、ALT が行う。
さらに、平成 15 年 10 月から、各クラスを 2 分割し、JTE と ALT が教材に関連を持たせながら
も、
それぞれ独自の教材を使い単独で、20 人クラスで授業を行う試みを開始する。これにより、生徒の
発話機会の増大をはかるとともに、授業中に ALT と JTE が、生徒の活動をよりよく把握できる
環

境を整える。

② ２年次（平成１６年度）
O.C.I（1 年生）の授業を２分割し、ALT と JTE がそれぞれ 20 人の生徒を受け持つ少人数授業
を

１年間展開する。授業はスピーチを主体として取り組む。この中で、発話機会がどの程度増加す

る

か、数量的に計測するとともに、20 人授業についての生徒の感想・評価を求める。また、O.C.I

の授
の伸

業などで多聴を奨励し、課外で英語を聞く機会を増やす。この項については、評価テストでそ
びを検証する。

③ ３年次（平成１７年度）
a. 週 1 回の OCI(B)(1 年生）の授業で、最初の 10 分間、HyperListening-Intermediate(桐原書
店）を使用し、リスニングの力を伸ばすトレーニングを行う。
b. 英語Ⅰ(1 年生）は 4 領域の全てをカバーする総合英語の科目であるという立場に立ち、週２回
の

英語Ⅰの授業で、教科書附属テープを最大限に利用し、リスニングの力を伸ばす試みをする。
c.

業

週 1 回の O.C.I(A)(1 年生）の授業で、JTE と ALT がそれぞれ単独で、3 年目となる 20 人授
を展開する。この授業で実践的なコミュニケーション能力を培い、ユネスコ協同学校との交流

活動

を行っている「総合的な学習」の授業を、その実践の場とする。O.C.I(A)と「総合的な学

習」を連

携させることにより、研究開発課題の「他教科と連携させた･･･」を具体化する。

④ １ 年次（平成１５年度）～３年次（平成１７年度）
a. 放課後に毎週１回ずつ、English Workshop を設け、ALT と英語を話す機会を作る。欧米圏か
ら

の帰国生徒のためのコースと、ALT と日常会話を中心に話すことができるコースを設置する。
b. 各学年の LHR を使い、「英語講演会」を実施する。UNESCO ASPnet に加盟しているので、そ
の姉妹校からの留学生を中心に、講師の人選をする。

⑤ 2 年次（平成 16 年度）、 3 年次（平成 17 年度）
a. 夏期休暇などを使い、希望者を募って、校内で English in Action(国際教育協会主催)を受講さ
せ、集中的に英語運用能力の向上を図ることで、コミュニカティブな英語学習のリーダーの養成
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を

目指す。また、参加生徒が、どのようにリーダーとして授業に関わっていくかを観察・評価す

る。
b. 夏期休暇中に、希望者を募って、イギリスでの海外研修旅行を実施し、生の英語に触れさせ、
英

語でのアクティビティーを通して、生徒のスピーキングおよびリスニングの能力をのばす試み

をす

る。上記２つの活動については、参加した生徒の感想・評価を求める。

⑥ 3 年次終了時の到達目標
SELHi に指定される以前は、オーラル・コミュニケーションの授業にほぼ限定されていたスピー
キングおよびリスニングの活動を、英語 I や英語Ⅱさらにはライティングの授業にも取り入れる。
また、JTE と ALT による単独授業を定着させ、20 クラスでよりインタラクティブな授業を展開す
ることを目指す。さらに、UNESCO ASPnet の姉妹校との交流に際し、英語によるプレゼンテ

ー

ションが自然な形で進められ、ビデオレポート作りがスムーズに行われるような英語運用

能力

の育成に努める。

(2) ライティング能力の開発
① 1 年次（平成１５年度）

ライティング（2 年生）の授業でも TT を導入し、ALT が添削することにより、より正確な表
現

能力の向上をはかるだけでなく、英語圏の文化的背景も視野に入れた添削指導も行う。ALT と JTE
の TT と、JTE だけの授業との効率や定着度の違いを検証する。

② ２ 年次（平成１６年度）
a. ライティング（3 年生）授業の中で、条件英作文や自由英作文あるいはテーマに関するエッセ
イなどの指導で、ALT と JTE の TT を行い、より効率的な添削指導を実施する。この項について
は、時期をおいて同じテーマで英文を書かせ、どのように表現能力が改善されたかを比較して評
価

する。また、ALT をライティングの授業に導入したことによる利点や改善すべき事項について、

生

徒にアンケート調査する。
b. ライティング(2 年生）の授業で、コンピュータを使った e-ラーニングをライティング指導に
入する。この項では、ｅ-ラーニングにおけるコンピュータによる評価と、JTE や ALT による

導
評価
c.

の相関や相違点をもとに、効率的なライティングの指導法を探る。
英語I（ライティング領域）（1 年生）の授業で「聞く」,「話す」,「読む」の３技能から、内容

を重視した「書く」能力の獲得へのアプローチを試みる。この項の評価では、和文英訳を中心と
し

た指導との学習到達度の違いを検証する。
③ ３年次（平成１７年度）
TT で行っているライティング(2 年生）の授業で、「コミュニケーションの手段」としてのライテ
ィングを考慮に入れ、ある程度まとまった内容の文章を書く能力の養成を目指し、パラグラフ・ラ
イティングからエッセー・ライティングを目標に取り組ませる。間違いを気にせず、一定時間内に
できるだけ多く、自分の言いたいことを英語で伝えさせることを主眼とする。またコミュニケー

シ

ョンを目的としたライティングにはその前提条件として、英語の文法・構文の正確な理解･把握

は欠
る方

かせない。そこで文法知識を運用の段階にまで高め、文法的に正確な文章を書く能力を養成す
法として、従来の和文英訳も取り入れることとする。

④ 3 年次終了時の到達目標
SELHi に指定された 1 年次より、ライティングの授業の一部を、ALT との TT で行い、3 年間継
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続してきた。これはそれまで、とかく和文英訳一辺倒になりがちであったライティングの授業を
見

直し、コミュニケーションを重視したライティング授業を展開にしよう、という流れから生ま

れた

ものである。2 年次には、コンピュータを使ったライティングの授業など、3 種類の授業が行
このように SELHi の活動の中でライティングに力を入れたのは、本校の生徒が将来、国

われた。
際的な場面

で活躍するとき、口頭による発表能力だけではなく、英語による文書での発信能力が不

可欠である

と考えたからである。また、UNESCO ASPnet の姉妹校への英文報告書作りを、英語

による文書作

りの実践的な訓練の場とし、生徒に成就感を味わわせたい。

(3) リーディング能力の開発
① １ 年次（平成１５年度）
英語Ⅰの授業の一環として、リーディング・ライブラリーを設置し、生徒が課外で自主的に、英
文を読む機会を作り、英語発信能力の基礎としてのリーディング学力の伸長をはかる。この際、
生

徒各自にリーディング・シートを持たせ、自己評価をさせるとともに、評価テストでリーディ

ング

学力の伸びの状況を調査する。また、この試みを通して、英米文化理解を一層深めさせる。

② ２ 年次（平成１６年度）
英語Ⅰ（1 年生）、英語Ⅱ（2 年生）の各授業のはじめに、毎回、速読トレーニングペーパーで速
読トレーニングを実施する。2 年生では、SRA Reading Laboratory 2b を使用して、個別リーディン
グの試みをする。この項では、速読の繰り返しによる総合的な英語力の変化を、評価テストで確認
する。
③ ３ 年次（平成１７年度）
a. 週２回の英語Ⅰ(1 年生）の授業の１回で、最初の 10 分間を速読トレーニングの時間とする。教
材は「10 分間英語速読トレーニング-Level 2」（桐原書店）とし、毎時間 W.P.M.をグラフに記録
させ、速読力の伸びを生徒に実感させる。
b. 英語Ｉ(1 年生）の授業を出来る限り英語で展開する。具体的には単語の導入は英英辞典形式と
し、

内容の導入もオーラル・イントロダクションのあと、英問英答で理解度を確認するなどして、

日本

語での解説や日本語訳を最小限とする。また、文法事項の説明も出来るだけ簡潔にする。

c. 英語Ⅱ（３年生）の授業で、１時間を Crown Plus English Series Level 4 （三省堂）の長文を
１レッスン１～２時間ぐらいで読み進め、もう１時間は２年生の３学期から使い始めた Make

Ascent to Better English Reading （数研出版）を毎時１～２レッスンずつ読み進めていき､１
学

期で終了する。２学期からは引き続き同じような長文問題集を用いて長文問題演習を行う。ま

た、

Progress in English Book 6 を用い、長文を中心に読み進めていく。これらの教材を使用し、

精読

力だけではなく、多読力の養成も目指すつもりである。

④ １ 年次（平成１５年度）～３年次（平成１７年度）
英語研究室の隣の部屋を「英語サロン」とし、生徒用の英文書籍をそろえ、小さな英語図書室を
開設する。500 冊程度を購入できた段階で、英語の授業で English Marathon に参加するように生
徒

に呼びかけ、多読、速読の機会を作る。
⑤ 3 年次終了時の到達目標
精読の大切さを認識しつつ、速読、多読に重点を置いた授業を展開する。SELHi に指定される以
前は、精読中心の授業であったが、速読トレーニングや Reading Marathon を通して、速読や多

読

の訓練にも力を入れる。英語が大学受験のための重要な教科であるだけでなく、海外からの情
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報を

得る貴重な手段である、という認識を生徒に実感させる。

(4) 英語科以外の教科や教科外活動における英語科との連携
① １ 年次（平成１５年度）
a. 第 1 年次は、英語以外の教科では、感動を与える適切な原書探しと、面白そうな英文の教科書
あ

るいはビデオ・DVD 教材などを複数教科にわたって集める。これらと並行して、英語を使った

教材

の授業での活用方法を模索していく。

b. 理科、数学科および地歴・公民科などの分野で、大学や研究機関・国際機関・各種 NGO など各
分野の外国研究者の協力をいただき、ネイティブの外部講師を依頼し、最先端の自然科学や世界
情

勢・政治外交などについての英語による生徒向け講演会を開催する。
c. 部活動などにおいても、千里国際高校や近隣のインターナショナル校・大阪外国語大学などとの
交流会や交流試合などを通して、生の英語を使って交流を図る機会を増やす。
② ２ 年次（平成１６年度）
a. 英語科以外の教科の授業において、英米の教科書・原著やビデオなどの視聴覚教材を活用する。
この項については、英語科以外の授業における英語教材の活用が、英語教育とそれ以外の教科教

育

にとって有効かどうかを、生徒のレポートやアンケートを通して評価する。
b. 英語科の授業教材と他教科の教科教育の内容が同時期に重なり合うよう、英語科の年間教育計画
に合わせて関係教科の授業内容や配列順序の見直す。これらの試みを検証するために、英語科と

他

教科で、同時に関連する内容を取り上げることによる英語教育の効率化を生徒アンケートなど

で評

価するとともに、授業の内容や配列を変えたことによる英語以外の教科の問題点を調査する。

c. 英語で授業できるさまざまな分野の専門家を集めて、英語で講演を行う Lecture Meeting
Complex in Fuko の開催などを通して、生徒の英語漬け機会の増大をはかる。教科外の活動等に
つ

いては、国際教育の立場からの評価を行うとともに、生徒のアンケートを実施して評価する。
③ ３ 年次（平成１７年度）
研究開発指定を受けてから 2 年間模索を続けてきた研究開発課題の「他教科と連携させた...」
の部分を、以下の項目a.で具体化することになった。
a. 本校は平成 15 年度より、UNESCO ASPnet に加盟し、韓国、中国、フィリピン、タイと交流して
いる。この交流活動の準備活動は、総合 I(1 年生）、総合 II(2 年生）で行われる。ビデオレポ ー

ト

や文書の交換に使われる言語は、どの国の母国語でもない英語である。そこで、これらの活動
携するために、O.C.I(A)の授業内容をこれらの交流を強く意識したものとする。また、その

と連
他の英

語科の科目も、交流の際に必要なコミュニケーション能力の向上に努める。この英語科と

総合科と

の連携により、生徒が話し、書く英語に心や感情が込められることを目指している。

b. 英語以外の教科、科目で補助教材としてのプリントを作り、生徒に配布するとき、英語による専
門用語の併記をする努力をする。
c. 英語科の授業教材と他教科の内容が関連するよう、情報交換し、他の教科と連携させて、できる
だけ能率よく授業展開をする。また、英語科と他教科で、同時に関連する内容を取り上げること
に
査す

よる英語教育への影響や、授業の内容や配列を変えたことによる英語以外の教科の問題点を調
る。

6 研究開発の内容
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(1) スピーキングおよびリスニング能力の開発
1 年次前半は、40 人クラスの O.C.I の授業を中心にして、これら２領域の能力開発を行っていた
が、 1 年次の後半より、１クラスを 2 分割して、20 人クラスを編成し、JTE と ALT が単独で授業
を展開

してきた。これにより発話機会の増大をはかろうとした。1 年次終わりのアンケートで、生徒

からの

評判もよかったので、2 年次、3 年次も O.C.I の授業は 20 クラスで進められた。また、3 年

次には、
英語 I な

スピーキング、リスニングの両領域の能力開発を O.C.I の授業だけにとどめるのではなく、
どの総合科目でも実施した。年次ごとの取り組みは、以下の通りである。

① １年次（平成１５年度）
a. O.C.Ⅰ（ 1 年生）
(i) ２０人クラス
当初、1 クラス 40 名の生徒を相手に、ALT と JTE の TT の授業を行い、その中で、生徒による
ス

ピーチの作成・発表や ALT の国際理解を促す内容のスピーチを聞かせる取り組みを行った。
しかし、TT による 40 人授業は、オーラルコミュニケーションの授業であるにもかかわらず、
生徒数が多すぎて、個々の生徒に発言の機会が少なく、ALT と直接、英語で話をする機会も少な
かった。様々な授業形態の変更によっても、発話機会の増大が思ったほどはかれなかった。また、TT
であるため、ALT か JTE のどちらかが授業の中心になり、もう一方がどうしても補佐役になると
いう点で、やや非効率であることも感じられた。
そこで、後期開始時点である平成 15 年 10 月から、各クラスを 2 分割し、JTE と ALT が教材に
関連を持たせながらも、それぞれ独自の教材を使い、単独で 20 人クラスで授業を行う試みを開始
した。なお、この際のクラスのグループ分けは機械的に行い、ある週に JTE が担当した 20 人は、
次の週には ALT が担当するというように、2 週間単位のローテーションで同じ授業を受けさせた。
後期から開始した 20 人授業のうち、JTE が担当した授業は、おおむね、次のようなものであった。
(ii) 授業の実際
・生徒によるスピーチ
各授業の最初 15 分程度を使って、生徒二人ずつに英語でスピーチをさせた。テーマは、”The
Selfless Person in my Neighborhood”
、”My Treasure”
、“My Favorite Sport”など、自分自
身を紹介するものとした。
・会話練習
具体的には、音読練習、創作英会話、そしてその発表であった。
・聞き取り練習
すべての言語活動の基本はリスニングにあるとの考えから、あえてインタラクティブな活動
目指す O.C.I の授業に、聞き取り練習を取り入れた。

を

(iii) 授業の評価
個々の生徒の発話機会は飛躍的に増加し、また音読などの際も声が大きくなり、スピーチの際
の
も、

声の大きさや態度も飛躍的に向上した。スピーチに対する質疑も決して活発とは言えないまで
40 人授業に比べると少しは進歩したように思われる。
会話練習の中の音読練習では、オーバーラッピングやシャドーイングの導入により、提示され

た
れら
利用

英文をできるだけ文字に頼らずに習得する方法を生徒に実感させることができた。さらに、こ
の音読法を習得させることで、生徒はラジオ英語講座を利用した自学習の方法や、CD などを
した英語学習法を学んだことにもなると考えている。
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創作英会話でのガイドラインになる会話の練習後、それに沿った会話を作り上げていく活動は、
生徒それぞれのオリジナリティが発揮され、元の会話表現の暗記にこだわることもなく、スムー
に授業が進んだ。会話練習全体では、20 人クラスのため、生徒数が少なくグループ練習などの

ズ
際に、

全員に目が行き、届き個人指導がしやすいこと、聴衆の人数が少ないため、発表者の声が

小さくて

も内容が理解しやすい利点がある。また、前で会話を実演する生徒の緊張の度合いが 40

人授業と

かなり違うので、実際のコミュニケーションの場に近い状況が再現しやすいことも確か

である。
1 月末の O.C.Ⅰの授業で、1 クラスの生徒を対象にアケート調査を実施した。その結果、後期に
行った 20 人授業の方がよいとする者が 78 ％にものぼり、一方、前期に行った TT の授業の方が
よ

いとする者は 3%にすぎなかった。生徒の立場から見ても、人数が半分になったことやネイティ

ブ

が一人で授業する形態が、新鮮で高い評価につながった。
ただ、20 人授業や ALT、JTE 単独での O.C.I の授業にも問題がないわけではない。特に、JTE
単独での O.C.I の授業で、正確な発音やイントネーションが獲得できるのかという問題がある。
しかし、最近はすばらしい音声教材が市販されており、授業中にそれらの教材を活用すれば、あ
る程度、ALT の役割をカバーすることができると考えている。O.C.I の授業で、音声教材をどの
ように活用するかは、今後の大きな課題である。
② ２年次（平成１６年度）
a. O.C.I（ 1 年生）
1 年次（平成 15 年度）後半からの授業形態である 1 クラスを 2 分割し、JTE と ALT がそれぞ
れ 20 人クラスで行う授業を継続した。2 年次の O.C.I（1 年生）の授業では、JTE は 1 年次と違
う教員が、ALT は同じ教員が、この授業を担当した。少人数クラスの利点を生かしつつ、2 年次
の担当者の方針のもとで、授業が展開された。2 年次（平成 16 年度）の O.C.I の授業の詳細は以
下の通りである。

（i）ねらい
「聞くこと」「話すこと」を中心に、今までに各生徒が蓄積している英語について、実際の「運
用

力」を高めることを目指す。伝達を目的として、学んだ英語を使用させる活動にできるだけ多

く

取り組ませることで英語を話すことにまず慣れさせたい。
具体的には、特定の学習事項にとらわれることなく、スピーチ、ディスカッション、ドラマ、
教師対生徒あるいは生徒同士の英語によるインタラクション等を行い、コミュニケーション能力
の育成を目指したい。とくにスピーチは、個々の生徒にまとまった発話のチャンスを与えるこ

と

ができ、またメッセージのやりとりが行われるという点で、 コミュニケーション能力の育成

に有

効な活動であると考え、力点をおいて取り組んだ。

(ii) 授業形態
40 人の一斉授業の中で、最も定着させにくいと感じていることが「話すこと」であり、また 40
人では個々の生徒の発話量にどうしても限界がある。そこで 20 人の少人数クラスを実現するため
の苦肉の策として、クラスを 2 分割し、ALT と JTE が同時展開でそれぞれ単独の授業を行うこと
にした。O.C.I は実質週１時間の授業であり、それを２分割することで授業頻度がさらに少なくな
るという問題も生じるが、ALT と JET が連携をとることで補うこととし、必要に応じて TT も行
った。
(ⅲ) 使用教材
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ALT： Star Taxi ( Dreamworks 社)
JTE： Expressways Advanced Edition (開隆堂)

Communication and Leadership Program (スピーチ手引書)
「NHK ラジオ講座 英会話レッツスピーク」
(ⅳ）１年間の歩み
前 A Star Taxi
L 二 人 の 登 場 人 物 に よ る １ シ ー ン 20 行 程 度 の 会 話 か ら な る 英 語 劇 。
期 T 状況説明と練習の後、暗記し、ペアで演技する。
言葉と知識と感情を一体にしていく試み。
Voice, Gesture, Eye contact, Intonation 等 に 注 意 さ せ 、 ス ピ ー チ 発 表 で
生かせるようにする。
J スピーチ
T ２分程度のものを全員が５回ずつ行う。
E 毎回手作りマニュアルを配布し、スピーチ作成の留意点・評価の観点等
を段階的に提示した。
1 The Ice Breaker ----- Self-Introduction
2 Speak with sincerity ------- What I'm most interested in
3 Organization ------- The most

experience I've ever had

4 Body language ------- Show what you mean ( ト ピ ッ ク は 各 自 )
5 Form your opinion ------ Traveling by

is the best

評価：教師による５段階評価を毎回実施
Evaluation Guide に よ る 相 互 評 価 及 び 自 己 評 価
生 徒 同 士 に よ る Best Speaker 投 票
後 Ａ Star Taxi Ikeda Version ス キ ッ ト 作 り 。
期 Ｌ １ ク ラ ス 40 行 程 度 の オ リ ジ ナ ル ド ラ マ を 作 成 。
Ｔ 演技をビデオ撮影し、他クラスのドラマをリスニング演習として使用。
Ｊ Opinion-Forming
Ｔ

教科書のレッスンとリンクしたトピックについて１分程度の意見発表

Ｅ １ ボランティア活動に対する自分の考え
２ 自分の病気・けが体験と健康管理に対する自分の考え
３ 今までもらった中で一番うれしかったプレゼント
(ⅴ) 授業の考察・生徒の評価
前期は英語を人前で話すことに慣れることを主眼に、質より量を重視した結果、原稿のチェッ
ク等ていねいな指導はできなかった。しかし、友だちのスピーチに影響され、２回目、３回目と
回を重ねるごとに内容、話し方に著しい進歩のあとが見られた。また授業後の聞き取り調査で、
「友人の意見、気持ち、考えをスピーチで発見できるから」と言う理由で、友人のスピーチを聞
くのを楽しいと感じている生徒が多いことがわかった。今後はより表現力豊かな説得力のあるス
ピーチを目指して指導していきたい。また、単に意見発表するだけから、質問、反論、相手の意
見の確認等をする活動を加えて、prepared speech から spontaneous speaking につなげていく
指導に取り組みたい。
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(ⅵ) 生徒へのアンケート調査から
O.C.I（１年生）の授業では、ひとりひとりの発話量を増やすことをねらって、昨年度後期よ
り

始まった、JTE と ALT が単独でそれぞれ 20 人ずつ、半分のクラスサイズで授業を行うことを

継

続発展させた。スピーキング能力の向上を重点におき、この少人数クラスを最大限に活用す

るこ

とを考えて、前期はスピーチ活動、後期は意見発表・ディスカッションに取り組んだ。下

の表は

それぞれの取り組みについて、平成 16 年度末に第１学年全員を対象に、５段階による授

業評価を

求めた結果である。
５

４

３

２

２０人授業

42 %

48 %

9 %

1 %

スピーチ活動

30 %

42 %

20 %

7 %

意見発表

39 %

44 %

12 %

5 %

顔が見える机の配置

29 %

28 %

32 %

9 %

１

1 %

2 %

20 人で授業を行うことにより、ねらい通り毎時間全員にまとまった英語を発話させる機会を与
えることができた。生徒自身も自分の発話量が増えたことを実感し、それを肯定的に受け止め
て

いる回答が多かった。
スピーチについては、「自分の考えを伝えられるようになった」
、「人前で話すことに慣れた」、
「上手な人の発表を聞くことが役に立った」
、「もっと続けていけたら力がつきそう」、「ライテ

ィン

グ力の方が向上した」等の感想が寄せられた。スクリプトを暗記して話すことを要求してス

ター

トしたが、２週間に１回のスピーチ作りは生徒にとってきつかったこともあり、途中から

スクリ

プトを見てもよいことにしてしまったため、準備不足で読むだけに終わってしまう生徒

がでてし

まった。生徒のなかにも「相手の顔をみることで話す力がつくと感じた」という感想

もあり、最

初の指導方針を徹底できなかったことを反省している。

後期の意見発表では、トピックの良さで生徒の発表意欲を高めることができたのではないかと
感じている。内容的にも単文ではなく、50 ～ 60 語程度の英文をかなり自然なレスポンスで話せ
る

生徒が増えた。・ペアワークで話させる、・聞き取ったパートナーの意見をリプロダクションす

る、

・クラス全体で意見を述べあう、というように課題として準備してきた意見を何度も言い換

える

などして実際に使わせることで、生徒が少しずつ慣れて、発話が自然になっていく様子が

観察で

きた。生徒からは「身近なトピックでやりやすかった」、「自分の使える範囲の英語で意

見を表現
ちを整理

でき、表 現できると楽しいということがわかった」
、「意志を伝えるには、自分の気持
することが必要だとわかった」等の感想が寄せられた。

２週間に１度の授業であったが、英語を話すことに慣れさせるという基本の目標は達成できた
と思う。その一方、発話の accuracy に関しては十分な指導ができなかった。スピーキングの
accuracy をどう指導していくかは大きな課題である。また、本校のカリキュラムでは 20 人の
スピ
継続指

ーキングの授業を３年間継続することはできず、次年度 40 人の総合英語のなかで、いかに
導を行っていくか、現在考えているところである。

③ ３年次（平成１７年度）
a. O.C.I(A)(1 年生）
(i) 授業の内容
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1 年次（平成 15 年度）より導入した「発展的な TT の解消」による１クラス２ 展開の形態を
承し、クラスの前半（Ａグループ）には ALT によるドラマ中心の授業、残りの半分（Ｂグル

継

プ）には JTE とのスピーキングとリスニング中心の授業を行って、１週ごとにＡグルー プ

ー
とＢ

グループの授業が入れ替わるように設定している。
ALT によるドラマ中心の授業では、言葉を単なる音声として発するのではなく、表情やジェス
チャーも交えて心を伝える手段として使うことを学び、５時間目にはグループごとに自分達で

考

えた寸劇を演じてビデオに撮るところまで進んだ。９月からの授業ではドラマを終了し、Int
national Awareness を中心とした授業を進めた。JTE の授業では O.C.I の教科書 Planet

er-

Blue

(旺文社)を使用し、50 分の授業の前半はスピーキングの時間、後半をリスニングとリピー

ティン

グの時間としている。スピーキングの時間には、毎回全員が日本文化や学校生活の紹介な
UNESCO ASPnet での交流に直接使える題材を選んで、スピーチを発表することでコミ

ど、
ュニケー

ションスキルを高め、後半はテキストのリスニング問題に取り組むことによって、リス

ニング力

をつけることと、チャンツに合わせて発話することで、英語らしい発音を身につける

ことを目指

している。英語の筆記テストでは全国的にも高水準の本校の生徒たちであるが、活

字に頼らずに

英語を口から出すのは非常に困難な状態である。JTE の授業では、その点を克服

するため、テキ

ストを見ずにリピートすることと、事前に作成した原稿を見ずにスピーチを発

表し、互いに評価

し合うことを繰り返している。

(ⅱ) 授業の評価
この１年間、「他教科を連携させた、国際社会に通用する英語力養成」を目指して、総合的学習
におけるユネスコ協同学校としての活動とタイアップさせた形で授業を行ってきた。具体的には、
実際に交流する場において必要なリスニング力や会話能力、またビデオレポートという形で他の
４ カ国に送る活動内容の報告を作成する際に、必要なプレゼン能力の向上をはかってきた。１年
間と 言っても ALT とのクラス２分割の授業であったので、実際には 12 時間しか行えなかったが、
その 終盤の 12 月に生徒に対する意識調査を行ったので、その結果をもとに授業者と生徒の評価を
まと

めてみたいと思う。

調査の回答の基準はすべて次のスケールで、結果は１～５の数字で答えたものの平均値である。
１
２
３
４
５
not at all
not very
not either
a little
very
全く思わない

あまりそう思わない どちらともいえない

少しそう思う

とてもそう思う

◎ この授業では毎回スピーチの原稿を提出し、それを覚えて発表していますが、これによって
・英文が以前より楽に書けるようになってきたと思いますか？
3.7
・英語で発表することに抵抗が少なくなってきたと思いますか？
3.6
・人前で発表する力が向上してきたと思いますか？
3.5
．．
本校の生徒の多くは、英文を声に出して読むことはさほど支障なくできるが、いざ原稿を持た
．．
ず に話すとなると、とたんに英語が口をついて出なくなる。それでは実際の交 流もできないし、
ビ デオの前に立ってレポートを述べることもできない。そこで、「原稿を持たずに話す」練習を繰
り 返した。生徒の自己評価では人前で発表する力が向上したと自覚している生徒が少ないようだ
が、

授業者から見ると、最初はできていなかったアイコンタクトがかなりできるようになり、顔

の表情
に対する

で表現する力も、全体的に向上している様に思われる。少なくとも、英語で発表すること
抵抗感は、和らげることができたようだ。

◎ この授業ではチャンツを用いて発音や表現を練習しましたが、これによって
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・英語のリズムが身についたと思いますか？

3.6

・文字に頼らずに発話することに慣れてきたと思いますか？

3.3

・チャンツを用いた練習は楽しかったですか？

3.7

英語を発することに対する抵抗を減らし、楽しく学習できる雰囲気を作るため、また単語のア
クセントや英文のリズムを体得させるために Words & Phrases や Today's Expression をリピ
ートするときにはチャンツを用いた。これは生徒も楽しそうに取り組んでいたし、効果もあると
思われる。またスピーチの時と同じようにテキストやプリントを見ずに発音する練習を通して、
リスニングからスピーキングへの回路を作ることを目指していたが、まだまだ「文字に頼らな
い」ということは生徒にとって難しいことのようである。
◎ この授業ではテキストの Planet Blue（旺文社）を用いてリスニング問題をしていますが、
・このテキストのリスニング問題は難しいと思いますか？

3.2

・要点を聞き取る力が向上してきたと思いますか？

3.5

・音のリンク（連音化）や消音化が分かってきたと思いますか？

3.7

テキストの Planet Blue は、要点を聞き取る問題と細部を聞き取る問題に分かれているので、
色々なレベルの生徒に対応できるようになっている。細部の聞き取りではリンクや連音化を必
板書し、説明も加えたせいか、３つ目のポイントが高めに出ている。10 のユニットから構成

ず

ていたが、25 分で行うため各ユニットの 3 つのトピックのうち毎回 2 つしか取り上げるこ

され
とが

できなかった。授業が隔週でなければ もう少しリスニング力の向上も図れたと思う。

◎ 最後に O.C.I(A)の授業についての感想や要望・意見があれば自由に書いて下さい。
・
（スピーチを）少人数で発表し、選ばれれば全員の前で発表しますが、そのおかげで、英語を
話 すことに慣れてきました。
・文章を考えて単語を組み合わせて・・・とか難しいことを考えるより、思ったように話せばよ
いとわかって、少し自信がついた。英語力が向上したと思う。
・リズムに合わせて発音するのが楽しいです。
・英作文はすらすら書けるようになってきました。
・すごく難しかった。でも頑張ればいつか英語力がもっとつくと思った。
・授業のリスニングは難しいが、いい練習になっていると思う。
・もっとみんなで英語で話し合う場を増やしたらいいと思います。
・何も身についている気がしないので、今のような授業をするより、読み取りの問題や文法の説
明をしてほしいと強く思う。
ALT との 1 クラス 2 展開の授業を実施することによって、授業中の生徒の発言の機会を増やす
ことができ、スピーチの原稿のチェックも時間的余裕を持って行うことができるというメリッ
ト

も大きかったが、年間の授業時数が半分になってしまう問題点もあり、難しいところである。
最後のアンケートの感想に見られるように、英語の原稿を作ったりスピーチとして発表するこ
とを繰り返すことで、英語をコミュニケーションツールとして使うことに慣れてきたというと

い

う成果はあったと思うが、最後の生徒のように、未だ文法訳読方式で受験のみに向けた授業

を望

んでいる生徒も少なからず存在し、英語を学習する真の意味をさらに問いかけていく必要

を感じ

ている。この点に関しては大学入試の作成者に疑問を投げかけたい。

総合的学習の方では、1 年間の締めくくりとして、各グループの研究内容を英語で発表して、
ビデオに収録するビデオレポートを作成しているが、O.C.I(A)と総合的学習が相互に好影響を
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与

えることができたと思う。英語は使うために学ぶのだということ、国際社会に通用する英語

とは、

内容のある言葉をしゃべることができることだ、ということをこれからも生徒たちに伝

え続けて いきたいと 思う。
b. O.C.I(B)(1 年生）
（i）授業のねらい
ある特定のテキストを使って、意識的にリスニングの力を伸ばす試みをしたことがなかったの
で、 新鮮な気持ちで取り組むことができた。O.C.I(B)の授業の最初の 10 分というわずかな時間
ではあ るが、生徒に英語の音に神経を集中させて、取り組ませたい。ちょうどセンター試験にも
リスニン グテストが導入され、別の面でも生徒の動機付けは十分であった。
(ii) 授業の実際
教材の HyperListening-Intermediate(桐原書店）は 20 のレッスンからなっており、毎回 1 課
ずつ進めば 1 年間で終了する。問題形式になっていて、バラエティに富んだ内容で効果音も入
ており、よく工夫された教材である。さて、10 分間の授業の流れを述べることにする。

っ

・準備
本来は、各課の復習用に設定された Listening Strategy をその日の準備活動の教材とした。CD
を聞かせ、単語などは音読させる。1 年生には少し難しい教材だと思い、あえてテキストの編集
方針と異なる取り扱いにした。ここでは、その日の課の重要表現や語句を聞かせたり、紹介し
りする。(3 分）

た
・問題

その日の課の教材を CD を流して聞かせる。生徒は解答用紙が綴ってあるテキストに解答をす
る。効果音などが入っていて、聞いていてもなかなか楽しい。（3 分）
・確認
解答、スクリプトおよび和訳が印刷されたものを配布する。答え合わせをさせ、もう一度、先
ほどとおなじ CD を流す。時折、切り離しができる解答欄を回収し、生徒の到達度を点検する。
(4 分）
(ⅲ) この試みに対する生徒の評価
この試みについてのアンケート調査の結果は、以下のとおりである。
◎ O.C.I(A)の授業の最初に、リスニング・プラクティスを毎回、実施しましたが、聞き取りの力
の向上に役立つと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 3.8

）

◎ HyperListening の英文は難しいと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 3.3

）

生徒へのアンケート結果を見る限りでは、生徒自身もこの教材が、リスニングの力を伸ばすの
に役に立つと考えている。また、教材の難易度も適切であったといえる。ただ、実際どの程度、
リスニングの力が伸びたかは、GTEC による評価テストの結果を待ちたい。
c. O.C.II（ 3 年生・選択）
(i) 授業の内容

Listen In 2 (Thomson Heinle)を使い、テキストに沿って毎週一時間１レッスンずつ進めてい
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っている。１学期の間取り扱ったレッスン内容の概要は以下のとおりである。
L 1 Can I ask you some questions? （空港でのアナウンス）
L 2 He's handsome and intelligent. （人の描写）
L 3 That's the bride's mother.

（できごとにおける人、家族関係）

L 4 I'm pretty good at math. （学校での教科）
L 5 Where in the world is it? （地理的情報、旅行情報）
L 6 It has a great view of the ocean.（家についての描写）
L 7 How about a genuine gold watch? （商品の描写）
L 8 That's an unusual job. （職業の描写）
レッスン内容は英語の会話でよくやりとりされる一般的なものである。指示等もすべて英語で
行

うため、最初はとまどいを見せた生徒もいたが、徐々に慣れ、大分理解できるようになった。

２学

期以降もできるだけ英語を用い、リスニングの量も増やす予定である。

(ii) 授業の評価
O.C.Ⅱは、平成 17 年度から新たに設けられた 3 年生向けの科目である。本校の SELHi 研究計
画のひとつである「スピーキングおよびリスニング能力の開発」を念頭に置いた科目であると
もに、センター試験で平成 17 年度の 3 年生から課されることになったリスニングテストに対

と
応す

るための科目でもある。当初はむしろ入試対策の色合いが濃い科目として設定された。しか
年度が深まるにつれ、3 年生にも英語を音声を通して学習することの重要性を実感させるこ

し、
とがで

きるようになってきた。英語科の教員の間でも意識の変化が見られ、オーラル・コミュニ

ケーシ

ョンは 1 年生の科目であるという先入観が薄くなり、2，3 年生の授業でも、より音声を

重視した

授業を展開しようとする機運が生まれつつある。

④ 3 年間の授業内容、授業形態の変化と評価
a. 授業内容と授業形態の変化
SELHi に指定される平成 14 年度以前は、スピーキングおよびリスニングに関わる活動は、O.C.I
の授業で行えばよいというのが英語科教員の共通認識であった。ALT との TT で行っていた O.C.I
の授業で十分にその目標が達成される、と考えていた。
しかし、その後 SELHi に指定された平成 15 年度に、より効率的に英語のコミュニケーション
力を開発する方法を議論し、JTE と ALT がそれぞれ単独で授業をする 20 人授業が定着し、3

能
年次

の平成 17 年度まで継続された。この形式による 20 人授業は、O.C.I（１年生）の授業だけに

とど

まらず、2 年生、3 年生のライティングの授業にも一部取り入れられ、英語科が待ち望んでい

た少

人数による授業が一部で実現した。英語教員間の話し合いでも、１クラスの人数が、SELHi

プロジ

ェクトの目標達成にどれほど大きなウエートを占めているかが、しばしば話題になった。
3 年次には、O.C.I(A)をはじめとする英語科の授業と「総合的な学習」の時間の授業が連携し、

UNESCO ASPnet での英語による交流が、O.C.I(A)などの学習の成果を発表する機会となった。
このように、英語の授業で学習したことが仮想の場ではなく、現実の場で生かされたことにより、
生徒がより大きな充実感と達成感を得たことは間違いない。
b. 生徒の反応
1 年次（6. (1) ① a.（ⅲ）参照）、2 年次（6. (1) ② a.（ⅵ）参照）、３年次（6. (1) ③ a. (ii)参照）
に、各年度の O.C.I(A)の授業についてのアンケート調査を生徒に実施したが、2 週間に一度にな
っても、20 人授業を支持する声がいずれも圧倒的多数を占めた。とくに 2 年次に行ったアンケー
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ト調査で、少人数クラスの特徴を生かした「スピーチ活動」、「意見発表」などに生徒が高い満足
度を示していることが注目される。
我々、英語科教員がスピーキングおよびリスニング能力の開発に力を入れていることが、生徒
に伝わるにつれ、NHK ラジオ講座や様々な CD の自主教材に対する生徒の姿勢にも変化が現れ、
それらの教材の貸し出し頻度にも変化が現れた。また、外部の各種スピーチコンテストにも校内
選考をしなければならないほどの応募があった。さらに、2 年次、3 年次の夏休みに実施した
「英国夏期語学研修」（10. (2)参照）や「夏期英語集中講座」（10.(3 ）参照）にもこちらの予想を
上回る応募があり、生徒をはじめ保護者も、スピーキングやリスニングなど実践的な英語能力の
伸張に、非常に高い関心を持っていることが改めて明らかになった。
(2) ライティング能力の開発
和文英訳と板書添削中心のライティングの授業を、見直すところから 1 年次の活動が始まった。1
年次は 2 年生のライティングの授業をネイティブとの TT で行い、これまでの本校のライティングの
授業を大きく見直すきっかけとなった。2 年次には他の 3 領域から導入し、ライティング領域の活
動 に至る 1 年生の授業、コンピュータを使った 2 年生のライティングの授業、そして 1 年次で実施
され た TT によるライティングが 2 年次の 3 年生、そして 3 年次の 2 年生で継続された。年次ごとの
詳細 は、以下の通りである。
① １ 年次（平成１５年度）
a. ライティング(2 年生）
これまでの JTE 単独の授業を、平成 15 年 6 月から JTE と ALT の TT による授業に切り替え、
ライティング能力の開発を目指した。6 月からの授業の中で、1 時間の授業の構成は、およそ次
の ような形であった。
(i) 英文暗記テスト
6 月に TT が始まったが、平成 15 年度当初から組み込んでいたものである。1 年生から使用し
て

いる DUO（ICP 出版）という例文暗記式の単語集から毎回 4 文について、2 単位の英語Ⅱの授

業

時と合わせて、週 3 回覚えた英文を筆記する小テストである。単語を英文単位で暗記するこ

とで、

collocation の感覚を身につけながら、リーディングやライティングの基盤となる語彙力を

強化する

目的で行った。

(ⅱ) 和文英訳添削
「新英作文問題の考え方」（美誠社）を用い、毎回 5 題を授業前の休み時間に指名した生徒に板
書させておき、ALT が添削する。この部分の目標はより正確に、より自然な英文が書けるよう
に

導くことである。添削の際には、生徒を 4 名ずつのグループに分け、まず 3 ～ 4 分、板書さ

れた

英文の間違いをグループで考える時間を与えてから、ALT が 1 題ずつ生徒達に間違いを指摘

させ

つつ添削を加える方法を用いた。生徒が受身的に教師からの答えを受け取るのではなく、能

動的

に自分の考えを英語で発信する姿勢を育てることを目指した。
(ⅲ) パラグラフ・ライティング
この部分の目標は、一文一文の正確さを求めるのではなく、短時間でできるだけ多くの文を

ま
とまりのある形で書けるようにしていくことである。パラグラフの作り方を少しずつ示しなが
ら、

time pressure のもとで、トピックを与えて書かせたり、新聞記事や物語を聞き取らせてから
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その

サマリーを書かせたりした。またグループで peer check を行わせ、色々な考え方や表現方

法に気

付かせることもねらった。peer check の終わった作品は提出させ、content と accuracy の

観点から

A ～ D の４段階で評価して返却した。

(ⅳ) オリジナル例文発表プリント
TT が始まる以前の平成 15 年度当初から行っていたもので、ライティングの基礎となる文法を
自分のものとして使えるようにするための課題である。毎時間、その時間の和文英訳のポイント
となっていた文法事項を含んだ文を 2 つ、自分の身の回りで起こったことなどを中心に、自分に
しか書けないオリジナル例文として書いてくる宿題を出した。全員分を添削して返却した後、毎
回良作をプリントにまとめて配布した。短い文からも、生徒の生活や考えが窺い知れ、英語をコ
ミュニケーションの手段として実感させるための一つの手段になると考えている。
(v) 授業の評価
ライティング(2 年生）の授業における JTE と ALT の TT の導入については、これによって生
徒

のモチベーションを高め、語彙や語順についてより自然な表現を学び、native speaker の感性に

よ

る英文の作り方を学習させることを目標とした。結果的に、ライティングの授業では、書く

こと

だけでなく、授業での会話自体もほとんど英語だけとなり、2 年生にも、1 年生の O.C.Ⅰの

ように、

英語漬けの授業が 1 つできる結果となった。

授業の最初に英文暗記テストをもってきたことにより、生徒のほとんどが英文を覚えることで
語彙力を増した。和文英訳の添削では、生徒に間違いを指摘させる方法の導入で、ある程度、能
動的に自分の考えを発信させる姿勢を育てることができるようになってきた。ライティング能
力

開発の主題の 1 つであるパラグラフ・ライティングでは、授業の進行に伴って、各生徒が時

間制

限の中で英語を書くことに習熟し、限られた時間の中で、たくさんの英語を書けるように

なって

きた。

今一つの大きな柱であるオリジナル例文作りでも、徐々に生徒が楽しんで取り組むようになっ
てきた。6 月と 2 月に同じ教材を与えて生徒のライティング能力の伸長を調べたが、これまでの
本 校生と比較しても、見違えるほど量も多く、内容も豊富な英文が書けるようになってきた。実
感
成

として、従来の本校生の 2 年生のこの期間におけるライティング能力の成長よりも、大きな
長がこの研究開発の結果得られたと確信している。
このような前向きな評価は、評価テストの結果にも、一部現れているように思われる。7 月と 2

月の 2 回の評価テストにおける語彙・熟語・文法能力の変化を見ると、ライティング指導を従来
の形で行ってきた１ 2 年生の正答率が、62 ％から 67 ％へと 5 ポイント上昇しているのに対し、2
年生では 68 ％から 75 ％へと 7 ポイントも上昇していることである。これは TT によるライティン
グ指導の成果であるものと考えている。
② ２年次（平成１６年度）
a. 英語Ⅰ（ライティング領域）（ 1 年生）
(i) 授業のねらいと年間計画
本校では、従来より、1 年生の英語Ⅰの授業において、おもに英作文に関わる内容をライティ
ン

グと称して授業展開してきた。平成 16 年 4 月より１年生を対象にしたライティングの授業を

受け

持つに当たり、SELHi 指定校が目標とする「英語が使える日本人の育成」に、少しでもこの

授業

が貢献できるように、教科書の選択に配慮し、授業内容に検討を加えることにした。「英語
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が使え

る日本人」とは、英語を通して、異なる文化圏の人々と、コミュニケーションができる日

本人の

ことである。そこで、これをライティングの授業に当てはめるとすれば、あるテーマに

ついてま

とまりのある内容を、比較的自由に英語で伝える能力を育成することを目標とすること

である、

と考えた。

まず、教科書は MAINSTREAM Writing Course(増進堂)を使用した。この教科書は、ライテ
ィ

ング以外の３技能からライティング活動に生徒を導き、最終的に与えられたトピックについて、

あ

る程度まとまった英文が書けることを目標としている。この授業の中で、生徒に英文を書かせ

る基

本的な姿勢は、“accuracy”よりも“fluency”を重視し、間違いを恐れずに、できるだけまと

まっ

たことを書くというものである。したがって、文法項目を教えながら、その定着度を確認す
に、和文英訳を生徒にさせる、どちらかというと“accuracy”を重視した従来型のライテ

るため
ィングの

授業とはずいぶん違った内容の授業になった。和文英訳と文法解説が中心のライティン
は、“accuracy”に重点が置かれ、生徒が英文を書く意欲をそぐ恐れがあり、また生徒

グの授業で
自身の考え

や思いを英語で表現する機会が少ない、と考えている。

年間計画は、教科書の章立てどおり、Part １(From Listening to Writing), Part ２(From
Speaking to Writing), Part ３(From Reading to Writing)と進んで行き、最後に Part ４
(Creative Writing)で１年が終わるということになる。ライティングの授業であるにもかかわら
ず、

ＣＤプレーヤーも必需品だし、その日の指導内容についてオーラル・イントロダクションで

生徒に

提示することもしばしば行った。学習指導要領にもあるように、ライティングの授業は、

「書くこ

と」を中心に４領域すべての活動が１時間の中に含まれなければならないので、このよ

うな授業構

成は、むしろ自然なものと考え、指導を続けた。

(ii) 授業の実際
それでは、Part １(From Listening to Writing)の Lesson ４(This is my school.) を例に授業
の流れを紹介することにする。
Start
この課の内容を書く際に使えそうな表現を提示する
1 Corner (listening)
st

Listening
曙高校についての会話文をＣＤで聞かせた後、英問英答する
2nd Corner (listening and speaking)
Follow up
曙高校についての会話文をもう一度ＣＤで聞かせて、教科書中のメモの空白部分に、CD で聞い
た内容を埋めさせる
Pair Work
ペアを作らせて、附高の生徒数、クラス数、校長先生の名前、学校についての感想など附高に
ついての英問英答を練習させ、その後、発表させる
3rd Corner (listening and reading)
曙高校についての説明文をＣＤで聞かせ、その後、黙読させて、英文の内容を理解させる
Practice
曙高校についてもうひとつの説明をＣＤで聞かせ、空白部分を埋めさせる
4th Corner (writing)
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1st Draft
Idea Ballon に日本語を埋めさせる
2nd Draft
教科書の書き出しに続けて、各自が考えていることを、英文で書かせる
Final Draft
2nd Draft を参考にして、「私の学校」という題で英文をまとめさせる。
Final Draft の作成に当てることができる時間は 10 分足らずで、次回の授業の最初に作品を提
出させることにしている。その後、１週間で生徒作品を読み、評価し、授業から２週間で作品
が生徒の手元に戻ることになる。
(ⅲ) 軌道修正
生徒にとっては、基礎基本を確かなものにしなければならない１年生のこの時期に、この授業
では学習内容が漠然としていて、当初は戸惑った者もいたようである。そこで、10 月からは、
一

部軌道修正して、“fluency” だけでなく、“accuracy” にも注意するように生徒に促すとともに、

教

科書に出ている「文法のまとめ」のページを自作のプリント等で拡大し、
“fluency” と“accuracy”
をバランスよく生徒に意識させる努力をした。
(iv) 生徒へのアンケート調査から
次のようなアンケート調査をこの授業を受けた生徒の約半数に当たる 80 人の１年生に行った。
◎ 前期(４月～９月)は，文法事項にあまり触れずに，あるテーマについて，知識を深めたり、
口頭練習をした後，自由にエッセーを書いてもらいました。このような手順で，できるだけ

た

くさん英文を書いてもらう授業をどう思いますか。
（ ⑤ 大変よい

④ よい

③ どちらともいえない

② よくない

① 大変よくない ）

結果
⑤と④の肯定的な回答は 54 ％を占め、②と①の否定的な回答は５％であった。
分析
従来の和文英訳、板書での添削による授業から、上述のような過程の授業を展開してきたが、
生徒には好評であった。
◎ 前期(4 月～ 9 月)は，「間違いを恐れず，どんどん英文をたくさん書きなさい」と，言い続け
てきましたが，このような指導方法をどう思いましたか。
（ ⑤ 大変よい

④ よい

③ どちらともいえない

② よくない ① 大変よくない ）

結果
⑤と④の肯定的な回答は 72 ％を占め、②と①の否定的な回答は７％であった。
分析
従来は、板書による添削指導が英語を書く力の向上のために、有効な手段と考えがちであっ
た

が、生徒は今回のようなライティング指導を大変肯定的に受け入れている。ただ、生徒た

ちに

自由に書かせた英文を評価するのに、大変多くの時間が必要であった。

◎ 後期(10 月～ 3 月)は，意識的に和文英訳を授業の中に入れるようにしました。和文英訳の黒
板上での添削は，ライティングの力を伸ばすのに役に立ちましたか。
（ ⑤ 大変役に立った
た

④ 役に立った

① 全く役に立たなかった ）

結果
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③ どちらともいえない

② 役に立たなかっ

⑤と④の肯定的な回答は 41 ％、②と①の否定的な回答は４％であった。
分析
生徒の反応を見るために、後期は従来型の和文英訳、板書添削方式の授業を数多く展開した。
肯定的な回答が、否定的な回答を圧倒的に上回ったが、「どちらともいえない」と考える生
徒も多数を占めた。和文英訳方式の授業にも、かなり多くの支持があることを認識する必要
がある。
◎ 後期(10 月～３月)は，意識的に文法の説明をする時間を増やしました。文法の説明は，ライ
ティングの力を伸ばすのに役に立ちましたか。
（ ① 大変役に立った

② 役に立った

③ どちらともいえない

④ 役に立たなかった

⑤全く役に立たなかった ）
結果
⑤と④の肯定的な回答は 41 ％、②と①の否定的な回答は 16 ％を占めた。
分析
肯定的な回答が否定的な回答を上回っているが、ライティングの学力を伸ばすのに、文法の
知識を増やす必要があると考えつつも、両者をそれほど強く結びつけて考えようとはしてい
ないと思える。
◎ 英語を書くとき，次のどれが一番大切だと思いますか。ひとつだけ選んでください。
（ ③ 多少の間違いがあっても，自分の言いたいことを書くこと
の

言いたいことを書くこと

② できるだ正確に自分

① 和文英訳が正しくできること ）

結果
③が 48 ％、②が 38 ％、①が 14 ％であった。
全般的な分析
生徒の回答から判断して、自分が思っていること、あるいは言いたいことをできるだけ多く、
自由に書きたいと考えていることは、明らかである。また、このアンケート調査全体から見
て、平成 16 年度試みた授業過程を、生徒は概ね肯定的にとらえている。したがって、従来型
の和文英訳による指導法のよい点を一部取り入れつつ、今回の実践をより積極的に推し進め
たいと考えている。
b. ライティング（ 2 年生）
(i) 目

標

次の教材Ⅰ、教材Ⅱを使い、２種類の授業を ALT との TT により隔週で行う。
・教材Ⅰ：Essay Writing（与えられたトピックについて自由に書く）
・教材Ⅱ：英作文問題集の日本文を英語で表現する（できるだけ正確な英文和訳）
（付録）’The Secret Journal’（匿名の英語交換日記）
’Original Sentences’（その日学習した表現を使った自由英作文）
(ii) 使用教材
・教材Ⅰ（Criterion）：TOEFL テストや論文執筆などで必要なアカデミックライティング能力を育
成する学習プログラム。教師と学習者はインターネットで繋がり、 課題の
割り当て、提出、教師によるアドバイス、クラスの管理などをすべてオン
ラ

インで行える。特筆すべきは最新技術 E-rater® によるエッセイの自動採

点

である。学習者はエッセイをタイプし提出した(Submit)。すると、スコ
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詳細なフィードバックが 30 秒ほどで戻ってくる。

アと

・教材Ⅱ：最も新しい「英作文の対策問題」（美誠社）
(iii) 授業形態
・教材Ⅰ：メディアセンター 2 階の CAV 室(コンピュータ室)でインターネットを使い、Criterion
に接続し、その日のトピックを確認し、エッセイを書いていく。
・教材Ⅱ： 指名された生徒が、黒板に自分の答えを書き、ALT が添削する（毎回８題）
(iv) １年間の歩み
教材Ⅰ：Criterionの活動
日

Criterion の ト ピ ッ ク

補足説明

① 4 月 16 日

Experience or Books

Paragraph Structure

② 4 月 30 日

も う 一 度 Experience or Books

Paraphrasing

③ 5 月 28 日

Group Member or Leader

Cohesion （ 結 束 性 ） /

期

Flow,

Mind-Mapping, ‘ the Straw-Man ’ ，
Compound Sentences
④ 6 月 18 日

も う 一 度 Group Member or

Introductory material

Leader
⑤ 7月9日

*Quizlab か ら の 問 題 の 後 Money
and Success

First draft を ALT の 掲 示 板 に 書
くことを夏休みの宿題に

⑥ 9月3日

Money and Success の つ づ き

⑦ 10 月 8 日

Reasons for Attending College

⑧ 10 月 22 日

Reasons for Attending College の

Pre-writing strategy “ Sayuri's Way”

つづき（隣の人と自分の原稿を
見せ合って、相手の原稿に関す
る助言を英語で書き相手に渡す）
⑨ 11 月 5 日

Short Films #1 “Blockbuster” （ビ
デオ を見 て、その感想文を 英語 で
書く）

⑩ 11 月 19 日

Short Films #2 “ Zero One Zero”

⑪ 12 月 3 日

Changes in the 21 century

Pre-writing strategy “ The ‘ M ’
method ”

st

Small Survey （授業に対するアン
ケ
ート）

⑫ 1 月 21 日

Hometown Changes (1)

⑬ 2月4日

Hometown Changes (2)

⑭ 2 月 18 日

Change in Your School

(v) 新しい試みに対する生徒の反応
・生徒の評価はおおむね良好である。コンピュータに向かって黙々と英文を書く姿は壮観である。
普通授業であれだけ熱心に紙に英文を書くことはないと思うが、なぜかコンピュータに向かっ
ては書きやすそうである。
・ALT に添削してもらうのは、細かい英語のニュアンスがよくわかると大変好評である。
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(vi) 生徒へのアンケート調査から
・点数の伸び
下の表は Criterion 8 回分の生徒の得点平均である。

①

②

③

④

Experience Member Member Money
or Books

⑤

⑥

⑦

Reasons

Changes Hometown Change

vs

vs

and

for

in the

Leader

Leader

Success

Attending

21st

(1)

(2)

College

Century

⑧

Changes

in Your
School

1組

2.5

2.4

3.0

2.9

4.2

3.4

3.5

3.8

2組

2.2

2.3

2.9

2.7

3.4

2.7

2.8

3.6

3組

2.5

2.4

2.9

3.0

3.0

3.2

3.4

3.8

4組

2.1

2.1

2.5

3.0

3.4

3.1

3.1

4.0

平均

2.3

2.3

2.8

2.9

3.5

3.1

3.2

3.8

0.0

+0.5

+0.1

+0.6

-0.4

+0.1

+0.6

伸び

生徒の点数は 1 年間を通じて伸びてきているのがわかる。一部だけ点数が少し後退した時もある
が、「21 世紀の変化」というトピックで書きにくかったのかもしれない。
・アンケート結果(1)
12 月３日（金）に第 1 回のアンケートを行った。
◎ Criterion が評価の点数をつけてくれることをどう感じているか。
Having the score of 1,2,3,4,5,6 is important. I always try harder because I want to get a
better score.
Totally agree

Kind of agree

Don't care

Don't really
agree

Completely
disagree

Class 1

37.1

37.1

11.4

14.3

0.0

Class 2

25.0

58.3

11.1

5.6

0.0

Class 3

42.1

36.8

15.8

2.6

2.6

Class 4

31.6

50.0

10.5

5.3

2.6

80 ％以上の生徒が、評価の点数が返ってくることを励みになると感じている。
・アンケート結果(2)
2 月 18 日（金）に第２回目のアンケートを行った。
◎ ライティングの授業で一番好きな部分は。
What was your favorite part of the class?
The Secret Journals

21 ／ 139

The textbook classes.

43 ／ 139

The Criterion classes.

15.11%

75 ／ 139

Criterion の授業はおおむね生徒には好評である。
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30.94%
53.96%

◎ 英語を書く力は伸びたか。
Do you feel that your ability of writing English has improved?
Yes, a lot.
Yes, a little.
No

19 ／ 139

13.67%

109 ／ 139

78.42%

11 ／ 139

7.91%

92 ％以上の生徒が伸びたと答えている。
◎ Criterion を使った授業とテキストを使った授業のどちらが好きだったか。
Which did you like better, the Criterion class or the textbook class?
The Criterion class.

91 ／ 139

65.47%

The textbook class.

48 ／ 139

34.53%

ここでも Criterion を使った授業が好まれている。
自分にとってどちらが最も重要か。
Which do you think is the most important for you?
To learn more about grammar.

47 ／ 139

33.81%

To practice writing something I want to say.

92 ／ 139

66.19%

当然のことながら生徒の望んでいることは、文法の学習よりは、自分の言いたいことを文
章で書くことである。
◎ 平成 17 年度の 2 年生も Criterion の授業をすべきか。
Should next year's 11th graders do the Criterion class?
Yes.

98 ／ 139

70.50%

No.

41 ／ 139

29.50%

生徒は後輩にも Criterion の授業をするべきだと思っている。
◎ 書き直したときに点数は上がったか。
When you did rewrite, were you able to improve your score?
Yes, usually.
Yes, sometimes.
Maybe once.
Never.

17 ／ 139
80 ／ 139

12.23%
57.55%

36 ／ 139

25.90%

6 ／ 139

4.32%

エッセイを書き直すと 95 ％以上の生徒が点数の改善を経験している。
以上の結果から見ると、Criterion の授業は生徒に大変好評のようである。Criterion の最初
の

授業で、本当にびっくりしたのは、生徒が真剣にコンピュータに向かって、英語を書いてい

る姿

であった。普通の教室での授業で、生徒に紙を配って、あるトピックについて英語で書き

なさい

といっても、あのように真剣に書くとは思われない。評価が後ですぐ返ってくるという

のが、大
ティング

きな動機付けにつながっているようだ。そういった意味でも Criterion は、英語のライ
指導に大変有効であると思う。

c. 英語ライティング（ 3 年生）
(i) 授業のねらい
3 年生では２単位のライティングの授業を、１単位は JET による和文英訳の授業、もう１単
位は ALT と JTE の TT でのパラグラフ・ライティングの授業に分割して行った。ここでは TT
で

のパラグラフ・ライティングについて報告する。
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パラグラフ・ライティングは平成 15 年度(2 年生)から T T で取り組んでいたが、平成 16 年度は
さらに基本から系統的に知識とテクニックも身に付け、昨年度学んだことをレベルアップしてい
くために専用のテキスト“READY TO WRITE”(Longman)を使用して行った。毎時間最初に
テキストの task に取り組み、コーラスリーディングも取り入れて、その課のポイントや signal
words を説明してから、テキストにそったトピックで 100 語程度のパラグラフを書かせ、書き終
わらない場合は宿題にして次回に提出させた。書き始める前にはほぼ毎回ペアでブレーンストー
ミングさせ、完成後はまた peer check することを繰り返した。提出されたパラグラフは ALT が
添削を加え、返却した後、必ず rewrite することを課して、再提出させた。
前期の評価は各回の提出物を content と accuracy の観点から grade(A ～ E)をつけて点数化し
て合計して出し、後期は定期考査に組み込んで、30 分で与えられたトピックについて 100 語程度
のパラグラフを書くテストを課し、ALT に 50 点満点で採点してもらい、提出物の平常点 50 点
と

合わせて評価とした。
生徒の感想としては、パラグラフの書き方がわかってきたと言う生徒が多く、まとまった英文
を書くことに抵抗がなくなってきた、何度も書く練習をしていると書く力がついてきた、とお

お

むねライティングの力を向上させるのに役立ったと述べている。
テキストの項目と提出させたパラグラフのトピックは以下のような内容である。

Chap.

内

容

提出パラグラフのトピック

1

Organization: Choosing a Topic

2

Understanding Paragraphs: Supporting

Exercise is necessary for good

Sentences, Concluding Sentences

health

3

Organizing Information by Time

Schedule for tomorrow

4

Organizing Information by Order of

Advantages of learning a foreign

Importance

language

5

Organizing Information by Space

My room

6

The Writing Process: Prewriting, Writing, About sports or music
Revising

7

Supporting the Main Idea: Using Facts and Food and lifestyle
Quotes

8

Giving Instructions

From the station
to my house

9

Writing Descriptions

My appearance
and personality

10

Expressing an Opinion

About environmental
problems

11

Writing about Causes and Effects

TV is good/bad for children

(ii) 生徒へのアンケート調査から
ライティングについては、１年次は TT によって、和文英訳とパラグラフ・ライティングを並行
して行い、２年次は和文英訳を JTE による単独授業、パラグラフ・ライティングを JTE と ALT
に

よる TT で行った。それぞれの授業について平成 15 年度末と 16 年度末に行ったアンケート結
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果は

以下のとおりである。
(2 年 4 月) (2 年 12 月) (3 年 12 月)

◎ 日本語を英語に直す作業は、
１．とても苦痛でいやである。

１５％ →１１％ →１０％

２．楽しいとは言えないが、苦痛というほど
でもない。

５３％ →５２％ →５５％

３．どちらかと言うと、好きな方で楽しい。

２７％ →３２％ →２９％

４．とても面白く、楽しい。

５％ →

５％ →

６％

（2 年 4 月） （2 年 12 月） (3 年 12 月)

◎ 自分の考えを英語で表現するのは、
１．難しすぎて嫌である。

３６％

→１８％ →１４％

２．難しいが、やりがいはある。

５１％

→６６％ →５９％

５％

→１１％ →２１％

８％

→ ５％ →

３．それほど難しくはなく、できるだけやって
みたい。
４．とても楽しく、どんどんやりたい。

６％

◎ 2 年生の 6 月からＡＬＴとのティームティーチングになり、自分の学習にとって
（2 年 12 月）
１．とてもよかった

２１％

２．少しはよかった

５０％

３．あまり変わらなかった

２２％

４．ティームティーチングは無い方がよかった

７％

１の理由．ネイティブの発音が聞けた・ネイティブならではの意見や表現が聞けた・直訳ではな
く
噛み砕いた表現がわかった・自分の意見を文章にするスピードが速くなった・長い文が書ける
よ

うになった・刺激があり楽しかった
２の理由．みんなの意見が聞けた・一方的な授業より張り合いがあった・発言することができる

よ

うになった・簡単な単語で長い文を書く力がついた
３の理由．あまり参加できなかった・参加する人が限られていた・前の方が熟語とかのポイント

を

押さえられていた・解説が英語になっただけだった・大学入試向けの授業ではなかった・何

を言

っているのかわからなかった

◎ TTのライティング（3 年生）では、パラグラフ・ライティングに取り組んできましたが、
(3 年 12 月)

これについて
１．ライティングの力を伸ばすのに役立ったと思う。

１６％

２．パラグラフの書き方がわかってきた。

４６％

３．あまり自分のライティングの力が伸びた気がしない。

２９％

４．全くライティングの力を伸ばすのに役立たなかった｡

９％

１の理由 ・自分でやろうと思っても添削してくれる人がいないとできないことだから。
・ 何度も書く練習をしていると力がついてきたと思う。
・ 短いが単語が分からなくても書けるようになった。
・ パラグラフを書くことに対し、抵抗がなくなった。
・ 日本語(のエッセイ)との違いが分かってきた。
・ 普段は教えてもらえない細かいこと、たとえば接続詞に使い方など丁寧に習えて良かっ
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た。
・ 一定の形式の中で自分の考えを広げて整理して書く力を養えた。
・ トピックセンテンスとか何を書いたらいいのか分かるようになってきて、すらすら書け
るようになったから。
・ 阪大の自由英作文には役立ちそう。
２の理由 ・説明が丁寧だったから。

・取り組みやすい雰囲気だったから。

・ 見直したときに自分の文章の幼稚さに気づくようになったから。
・ 昨年よりも書けるようになった。
・ 書き方はわかったけど、もっと個人の添削をしてほしかった。
・ すべて英語で書いてあって、英語で授業が進んで英語に親しめた。
・ トピックセンテンスを書いて、First ～とかでつなげていくと、わかりやすい文章が書
けるとわかったから。
・ はじめはパラグラフ・ライティングって何？て感じだったけど、抵抗がなくなった。
・ 作文を書くのが苦痛でなくなった。入試で自由英作文があるので、それにも苦痛なく取
り組めている。
・ パラグラフの構成を教えてくれたことは良かったと思う。
・ 文をつなぐ表現がわかるようになった気がします。
・ 基本型をたたきこまれて、スムーズに英作できるようになった。
・ あまり使わない方がいい単語とかを教えてもらえたのがよかった。
３の理由・結果がでない。

・まったく文章が変わってない気がするから。

・それを発揮する機会がない。
・ もう少しわかりやすいテキストがほしい。
・ 家でやる時間の方が多くて、やる気になれなかった。
・ どこがいけないのかがよくわからないから。
４の理由・ 受験でいらない。全員国立だと思わないでほしい。
・ やる気になれなかった。
・ 添削であまりコメントやアドバイスをもらえなかった。
最初の質問の和文英訳についてであるが、２年間で「とても苦痛でいやである」と答えた生徒
の

割合が 15 ％から 10 ％に減り、英語を書くという作業に対する抵抗感が減少していることがう

かが

える。2 つ目と 4 つ目の質問は、パラグラフ・ライティングについてであるが、自分の考えを

英語

で表すことを「できるだけやってみたい」と答えた生徒の割合が５％から 21 ％へと増え、パ

ラグ

ラフ・ライティングの技能を身に付けることができたという実感とともに、まとまった英文

を書く

ことに対する意欲が高まっていることがわかる。また TT によってライティングの授業を行

ったこ

とに関しては、3 つ目の質問から読み取れるように 70 ％以上の生徒がよかったと感じてお

り、その

具体的理由は上記の通りである。

パラグラフ・ライティングの授業を否定的に捉えている生徒については、受験とつながらない
と

答えていることが多い。この点については受験のためだけに英語を学んでいるのではない、と

いう

ことをもっと分からせる必要があったが、大学側の問題作成にも一考を加えてほしいところ

である。

もう一つの不満点として、提出したパラグラフについては content と accuracy の観点か

ら４段階

に評価して返却していたが、個々に添削が十分してもらえないという声もよく聞かれた。
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いては、peer check を行わせるなどの工夫を試みたが、161 人の文章について添削を加

これにつ
えることは

物理的に不可能なことなので、クラスの展開、講師数の増員などの環境整備が望まれ

る。
全体としては TT でライティングの授業を行ったことにより、まとまった英文を書くことに対す
る抵抗を減少させ、生徒の書く意欲を高めることができたのではないかと考えている。

③ ３年次（平成１７年度）
a. ライティング（ 2 年生）
(i) 背景
「コミュニケーションの手段」としてのラィティングであるという立場から、自分の意見をパ
ラグラフにまとめるという形で書くことに取り組ませている。間違いを気にせず、一定時間内に
できるだけ多く自分の言いたいことを英語で伝えさせることを主眼としてきた(Fluency)。また、
その前提条件として、英語の文法・構文の正確な理解・把握は欠かせない。そこで文法知識を運
用の段階にまで高め、文法的に正確な文章を書く力を養成するため、和文英訳の演習も行ってい
る(Accuracy)。
本授業は週１時間１単位の ALT との Team teaching でスタートした。練習に際して Fluency
と Accuracy を生徒にも意識させるため、前期は英作文学習ソフト Criterion 利用の授業
(Fluency)

と、文法・構文中心の和文英訳の授業(Accuracy)を隔週で行った。後期は生徒個々の
かく行うことを考え、クラスを２分割し、２０人授業で Criterion(ALT 担当)と意

評価をきめ細
見文作成・和文

英訳演習(JTE 担当)を同時展開で行っている。本時は JTE 担当の意見文作成の授

業である。
(ii) ねらい
１ トピックの提示方法を工夫し、生徒自身のメッセージを発見させる。
２ メッセージを明確にし、意見として自己表現させる。
３ 常に読み手を意識して書かせる。
４ 他の技能（リスニング・スピーキング）を積極的に授業展開に取り込む。
年間指導計画 ＜全３０時間＞
前期： Team-teaching
パラグラフライティング
1

Class Procedure の 説明

2

Paragraph Structure (Topic Sentence)

構文・和文英訳演習

及び 英作文ソフト Criterion の 使い方に習熟させる
3

目的・意図の表現

5

原因・理由を表す表現

7

結果・程度を表す表現

9

条件文

Topic: Experience or Books
4

Paragraph Structure (Labels)
Rewrite of the above

6

Mind-mapping, Straw-man method
Topic: Member vs. Leader

8

Peer Reviewing
Rewrite of the above
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10

Topic: How can we improve our School

11

仮定・願望の表現

Festival?
12

Rewrite of the above

13

譲歩の文

14

Rewrite of the summer assignment

15

否定表現

Topic: Cell phones

後期：２０人授業２展開
ALT ( Criterion )
1

JTE ( 意見文・和文英訳 )

Topic: Only people who earn a lot of

2

International Marriage

4

Boomerang Children

money are successful. Pro or Con?
3

Rewrite of the above

5

Topic: Changes in the 21 century

6

Men ’ s makeup （本時）

7

Rewrite of the above

8

Interim report for ASP net

9

Topic: School should do discipline. Pro

10

Cosmetic Surgery

st

or Con?
11

Rewrite of the above

12

Career Choice

13

Final report for ASP net

14

Informed Consent

15

Peer Review and sharing of Comprehensive Studies Final Report

(ⅲ) 授業の評価
Criterion 利用の授業と普通教室での意見文作成の授業を通して、１年間で１５のトピックにつ
いてパラグラフにまとめさせた。Criterion のコンピューター評価（５段階）では、４月当初、
均スコアが 2.3 だったが、２月には 4.0 まで伸びた。また、JTE 担当の意見文作成ではプロセ

平
スラ

イティングの手法を活用し、生徒自身のメッセージを発見させ、自己表現させることを主眼

に取り

組んできた。授業を通して、明らかに生徒が書くことに慣れ、制限時間内に書ける量もず

いぶん増

えてきたと実感している。また、毎回１００語程度のパラグラフの提出を課し、下記の

観点で、内

容面・言語面 をそれぞれ全体的採点法により評価を行ってきた。

A：論旨が明快。語彙・文法のミスがごく少数。
B：論旨が明快だが、語彙・文法のミスが目立つ。
C：論旨展開が不満。語彙・文法のミスが少ない。
D：論旨不明瞭。語彙・文法のミスが目立つ。
E：問題の指示に合わない。語数が極端に少ない。
毎回の添削・評価は、時間的にもかなり苦しかったが、少しずつ読み応えのある作品が増え、
思

わぬ発見や、生徒ひとりひとりのことがよくわかるようになり、生徒理解という大きな副産物

を得
返す生

た。言語面では、構文や語彙にバラエティを持たせることや、同じ文法・語法のミスを繰り

を今後、

徒への指導が課題である。また、本年度はパラグラフレベルで終わってしまったが、これ
エッセイライティングまでどう高めていくかも大きな課題である。
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④ 3 年間の授業内容、授業形態の変化と評価
a. 授業内容と授業形態の変化
研究開発課題の一部にある「国際社会に通用する英語力の養成」を実現するため、英語発信能力
の中で、に大きな比重を占めるライティング領域に重点を置いて、授業改善を行ってきた。SELHi
に指定される以前は、和文英訳の問題集を主に使い、与えられた問題の解答を生徒に黒板に書かせ、
指導者がそれを文法や語彙の説明を中心に添削をしていく、という多くの高校で従来から行われて
いたライティングの授業を展開していた。
比較的学力が高く、学習意欲のある我々の生徒を前にしたとき、従来型の授業が重要であるとい
うことを認識しつつ、SELHi に指定されたのを契機に、ライティングの授業改善に取り組んだ。
詳 細は、①、②、③で述べたが、ここではそのまとめをしたい。
ライティングの授業を改善するに当たり、3 年間踏襲したことは、ALT との TT で授業を進める
こ とであった。TT を導入することにより、パラグラフ・ライティングやエッセー・ライティング
を授 業に取り入れることがより容易になると考えたからである。また、ネイティブ・スピーカーの
視点

から生徒の書いた英文について、教室でコメントを加えることができるし、書かれた英文に

ついて、 文化的背景などを交えながら、評価してもらえると思うからである。さらに、授業のほと
んどが英

語で展開されるため、ライティングの授業ではあるが、リスニングやスピーキングの要

素が自然と

入り、他領域の内容とライティング領域の内容が統合された授業となった。生徒個々

の英文を授業 後に添削するときも、TT で授業を持つようになり、JTE と ALT の 2 人で担当する
ことができ、負 担の軽減にもなった。生徒の側からすれば、ネイティブにも添削してもらえる環
境は、あるテーマ

のもとで英文を書く大きな動機付けになった。

SELHi に指定された後のもう一つの新しい試みは、コンピュータを使ったライティング指導であ
る。この試みも従来、本校で行われていたライティングの授業とは、大きく異なるものであり、
２ 年次と 3 年次に継続して実施された。英文を書く際に、生徒の大きな動機付けになったが、提
出し

た作品に対するコンピュータによる評価の妥当性をより詳しく分析する必要がある、と考え

てる。
b. 生徒の反応
3 年間で 5 種類のライティングの授業を行ったが、それぞれの授業についての生徒へのアンケート
結果などの詳細はすでに述べたが、ここではそのまとめをしたい。
そのうちの 2 つの授業についてのアンケートで、文法解説中心の和文英訳の授業よりも、エッセ
ー・ライティングや自由英作文の授業の方が生徒に好評であり、学習意欲がわくと答えている。
当然 のことながら、accuracy よりも fluency に重点を置く授業のほうが好評であった。一方、大学
入試な

ど目前の目標を考えたとき、和文英訳を中心とした授業も必要だ、とする意見も少なくはな

かった。

また、コンピュータを使ったライティング授業についても、物珍しさもあってか非常に好

評で、ライ
イティング学

ティング学力の伸びもこのプログラムの評価テストからも実証された。全体としてのラ
力の伸びの検証は、GTEC を使い実施し、同時期の２回のテストを比較した結果、全

国群と比べ本校 群の平均点の差が特に著しかった。
(3) リーディング能力の開発
リーディング領域は、精読力だけではなく、より実践的な多読力、速読力の伸張に重点を置いて
指 導した。そのため、1 年次から速読トレーニングを各学年で実施したり、SRA Reading Laboratory
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を使用して、個別リーディングの試みも 1 年次から 3 年間、継続して実施した。詳細は、次の通り
で ある。
① １年次（平成１５年度）

a. 英語Ⅰ（ 1 年生）
教科書や PROGRESS IN ENGLISH Book 4 (エディック)を用いて、授業で一斉にできるだけ多く
の英文を読みこなすことを目指した。授業には毎回プリントを準備し、英問英答で進めていった。
同時に速読力の養成のため毎時間授業のはじめに、一斉に時間を計って速読トレーニングを実
施した。1 分間あたりに読める語数(W.P.M.)のグラフと、英語による簡単なコメントを書かせたプ
リントを提出させ、教員がチェックした上で、励ましのコメントを添えて返却した。速読トレー
ニングの教材としては、７月までの期間は「英語速読トレーニング Level 2」(桐原書店)、9 月から 12
月は、Reading Power (Longman) を、そして 1 月以降においては、SRA Reading Laboratory 2b を用
いた。SRA Reading Laboratory は、アメリカで開発された教材で、さまざまな英文が、それぞれ難
易度別に細かくレベル分けされており、生徒は、自分のレベルにあったものを、その中から好み
で選んで読んでいくというものである。この教材に取り組むにあたっては、時間よりも、正答率
80 ％以上をめざしながらできるだけ正確に読むことに重点を置いた。当初、生徒がこのレベル分
けを能力別学習と考え、気にするのではないかと心配した。しかし、むしろ読解速度の遅い生徒
には、自分のレベルに応じてゆっくり読めるということで好評であった。
学校が休みの時期などにも、これらの教材を課題として与え、正答率と要した時間を記入した
グラフ用紙を提出させ、こちらで進度をチェックしながら、レベルが妥当かどうかを生徒と相談
しながら進めていくことにした。今のレベルで取り組んだ英文の正答率が、6 つ以上の題材で
80 ％を越えれば、次のレベルに進めるように、生徒を励ましながら行っている。SELHi 研究開発
として、これらの試みを始めて日が浅く、現在のところは詳細な評価をする段階には至っていな
い。
なお、２年生でも同様の速読トレーニングを実施した。１年生では、その始めと終わりの英語
能

力にかなりの差異があるため、速読トレーニング教材もそれにあわせてグレードアップしてい

く必

要がある。これに対して２年生では、同一グレードの教材を通年で使用できるように感じら

れた。

２年生の方が、速読トレーニングの評価に適しているのかもしれない。

b. 授業以外の時間で
一方、SELHi の予算で、Oxford University Press の Bookworm Library 131 冊、Longman 社の
Penguin Readers Library 357 冊などのリーディング教材を購入することができた。そこで、校舎
西館 3 階にある英語科研究室の隣に「英語サロン」を開設し、English Library を設置した。この
English Library を毎日昼休みと放課後に開放し、生徒が課外で自主的に英文を読む機会を作った。
この際、何らかの目標があった方が望ましいと考え、リーディング・マラソンを実施した。リー
ディング・マラソンは、全学年の生徒に呼びかけ、参加者にはまず☆印 42 個のついた登録カー
ドを渡した。教材は、段階別に分類されており、1 冊読むごとに Easystarts、Level 1 は半個、Level 2
は 1 個、Level 3 は 1 個半、Level 4 は 2 個、Level 5 は 2 個半、Level 6 は 3 個の☆を塗りつぶし、42
個すべてぬりつぶせば完走ということにした。夏休み前から English Library の準備を始め、SELHi
委員会から発行する「SELHi だより」や英語の授業時間で、リーディング・マラソンの趣旨を説
明し、9 月から活動を開始した。1 年生、2 年生あわせて約 40 名が登録し、完走をめざしておれ
ぞれ自分のペースで努力をしている。その中には、すでに 40km を走破した生徒もおり、25km を
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過ぎてゴールへ走りつづけている生徒も 10 数人いる。この取り組みは、当初１年生を対象と考
えたが、１年生の生徒は英語を外国語として正確に読むことに精一杯で、多読、速読のほうに興
味を示す生徒は多くなかった。教員側の呼びかけの不足や 1 年生の英語力に合った教材が比較的
少なかったことなどが原因ではないかと反省している。
一方、２年生がリーディング・マラソンにより熱心に参加した。高校入学後 1 年が過ぎ、精読
だけでは英語力が伸びないことに、彼ら自身が気づいていた結果とも考えられる。 リーディン
グ・マラソンは彼らのそんなジレンマを解消する絶好の機会であったようだ。また、３年生にも
参加を呼びかけたが、彼らの関心は大学受験に移っており、このマラソンへの参加者はほんの少
数に過ぎなかった。多読、速読を通して受験のための英語力も養成できることを、彼らに気づか
せる努力をすることの必要性が感じられた。
② ２年次（平成１６年度）
a. 英語Ⅱ（ 2 年生）
(i) 授業のねらい
２年生の英語Ⅱでは、１年生の英語Ⅰ授業の延長として、速読と精読を柱にさらに多くの
英文を読むことを目指した。週３時間の授業時間のうち２時間は、いろいろなジャンルの入っ
た

読み物を毎回用意したプリントでのタスク(英問英答、空白補充、要約、内容真偽など)を行
がら読んだ。４～７月においては、リーディングの教科書“Genius English Reading”

いな

館)を読み、これが終わると秋以降“CROWN PLUS English Series Level ３”（三省

(大修
堂）を読ん

だ。これが終了すれば、引き続き“CROWN PLUS English Series Level ４”（三省

堂）に入る

予定である。このクラウンプラスシリーズの読み物は内容もさることながら、重要

な語彙・文法

事項もよくまとめられており、仕上げの教材として最適である。３年生でも引き

続き読み進めて

いきたい。同時に自習書として渡した「英語の構文 150」（美誠社）の小テスト

も 2 週間に一度

行い、重要な構文についてのまとめを行った。これも 10 月には終了し、現在は

「基礎英語長文

問題精講」
”（旺文社）の小テストを同じ要領で実施し、長文読解演習を並行し

て行っている。
英語Ⅱの週３時間の授業の残るもう１時間では、PROGRESS IN ENGLISH Book ５(エディ
ック)の英文を、全体の話の概要をとらえるため英問英答を行いながら、難しいところはきちん
と訳すことを心がけ、読み進んでいる。また１年生の時に始めた SRA Reading Laboratory 2b
(McGraw-Hill)を時々授業の初めにおこない、グラフに記録を書かせて速読力の養成もはか
いる。ただ、一週間の授業時数が 3 時間と限られているため、なかなか速読にたくさんの

って
時間が

とれないことが悩みである。そのため、長期の休暇の時にまとめて読むことを課題とし

て与え、

グラフ用紙を提出させるという形をとっている。
また夏休みには、多読力養成のため Penguin Readers Level ４(Longman)でこちらが選んだ

10 冊の中から、好きな本を選んで読み、英語で感想を書くという課題も課した。
(ii) 生徒へのアンケート調査から
2 年生においては個別速読指導のために SRA Reading Laboratory 2b を使用した。自分の取
り組んだ色の一つ一つの読み物を読むのにかかった時間、練習問題にかかった時間、正解率を
グ
げて

ラフに毎回記入し、すべて完成したあと生徒にコメントを書かせた。その中からいくつか挙
みることにする。
・"They were very interesting stories. I've gained more facts along with speed reading.
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But I wish I could read much faster!"
・"At first, I thought this color is difficult for me and I took much time to read. However,
the more I read, the more interesting the stories became to me."
・"I was happy to read quickly and correctly."
・"It is only at school that I read English stories. So it was really good for me to work
out READING LABORATORY. The stories are readable.
・"Reading them, I found that my vocabulary is really poor. I decided to learn words and
idioms with a textbook this year!"
どの色でもいろいろなジャンルにわたる話があり、内容的にとても楽しめるものだったよう
だ。

生徒は内容をつかむ力と同時に単語の力をつける必要を痛感したようだ。
・"This time, what I learned most from this POWER BUILDER, I think, is to infer the
meanings of words. I don't know English words so much, so the ability to infer the
meanings of words is essential for me. Of course it is indispensable to memorize the
meanings of words, but I think prediction is very important in learning any kind of
language."
文脈から単語の意味を推測する力をつけることにもとても役にたったようだ。
・"There were so many words whose meaning I didn't know. But I could infer the

meaning

from context. All texts were so interesting that I enjoyed reading them."

・"I'm happy because I was able to read texts in 10 minutes．I will learn more words and
I'll be able to get better score in “Learn About Words."
速読においては、一斉に同じものを時間を計って読むというやり方もあると思うが、Reading

Laboratory では各自が自分のレベルに合わせて興味にあったものをあまり競争を意識せずに取
り組めるという点で「自立した読み手」を養成するために効果的ではないかと思う。ただし間
違

った場合、教師のところへ質問に来させることはできるが、答えのチェックは各自にまかせ

ると

いう点で完全でない点はある。

③ ３年次（平成１７年度）
a. 英語I（１年生）
(i) 速読力の向上を目指して
・トレーニングの手順
より実践的な英語力のひとつとして、速読力がある。そこで、３年次もリーディング能力の
開

発の重要課題として、速読力の向上を掲げた。週２回の英語Iの授業で、最初の 10 分間を速

読ト

レーニングの時間とし、教材として「10 分間英語速読トレーニング-Level 2」（桐原書店）

を使

用した。最大 3 分で英文を読ませ、そのあと設問に答えさせた。その後、解答と解説のシ

ートを

配布し、各自で答え合わせをさせ、復習させた後、教材附属の説明書にある計算式に従

って、毎

時間 W.P.M.をグラフに記録させ、速読力の伸びを生徒に実感させた。

・トレーニングの結果と生徒の感想と評価
入学後の 4 月から夏休み直前の 7 月までのW.P.M.の平均は、83.2(4 月）から 107.1(7 月）と
か
は、

なり上昇し、トレーニング開始後 3 ヶ月でかなり進歩がみられたことになる。さらに 12 月に
126.6 となった。また、この件についてのアンケート内容とその結果は、次の通りである。
問 1 ほぼ毎時間、「速読トレーニング」を実施していますが、このトレーニングで、速読力が
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伸

びつつあると思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 3.6 ）

問 2「速読トレーニング」の英文は、難しいと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 2.8 )

W.P.M.の平均の伸びの割には、このトレーニングの効果について、生徒はあまり実感してい
な

いようだ。また、教材の難易度は、適度なものといえそうだ。授業の一部とはいえ、速読の

みに

焦点を当てた教材を使用することにより、生徒の「読み」に対する姿勢が徐々に変化する

のを感

じている。

・評価テストによる速読力の変化
一方、平成１７年６月と１２月にJTECを使って実施した評価テストの結果からも、速読力の
伸びを検証した。その結果は下の表のとおりである。
評価テスト（速読力）の結果から
本校群
1年

2年

2 年/ 1 年

6月

90.5 w.p.m. 109.7w.p.m

1.20

12 月

100.5 w.p.m. 111.7w.p.m

1.11

12 月 / 6 月

1.11

1.02

---

1 年生、2 年生とも速読力には、力を入れて授業を行っているが、特に 1 年生では毎時間、前
述のように「10 分間英語速読トレーニングｰ Level 2」を使い意識的に速読力の養成に力を注い
できた。その結果、1 年生の 6 月から 12 月への伸びが、1.11 であるのに対し、2 年生の伸びは 1.02
となり、特別な訓練がデータからも実証されたように思われる。なお、生徒が教室で計算したW.
P.M.と上の表の数値の差は、前者が生徒の手計算による概算のためだ、と考えられる。
(ii) 出来るだけ、英語を使う授業を目指して
・授業の手順
英語Iの授業の残り 40 分は、PRO-VISION English Course I(桐原書店）を教材とした通常の授
業

である。授業を出来る限り英語で展開するため、単語は英英辞典形式のプリントを利用しなが

らの

導入とし、内容の導入もオーラル・イントロダクションのあと、英問英答で理解度を確認す

るなど

して、生徒からの発話機会を出来るだけ増やす工夫をし、日本語での解説や日本語訳を最

小限とし

た。また、文法事項の説明も簡潔にし、重要なものは、ひとつの課が終了後、教科書の

課末のペー

ジや自作プリントを使用して解説した。さらに、教科書附属のテープ教材を利用して、

リスニング

活動にもこれまで以上に時間をかけた。授業の最後は音読で締めくくることにし、リ

ピーティング、
用いた。月に 2 回
宜、英語Iの授業の

オーバー・ラッピング、シャドーイングやペア・リーディングなど様々な手法を
は、文法の知識を自ら整理させることをねらい、英文法の参考書を持たせ、適
中で、10 分程度の「確認テスト」を行った。

・生徒の評価
SELHi を意識した英語 I の授業展開についての生徒の評価は次のとおりである。
問 1 英語 I の教科書 PRO-VISION の内容理解を確認するのに、主に Q & A の手法を用いまし
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たが、この確認方法は、あなたにとって有効だと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………
問2

英語 I の教科書 PRO-VISION

（ 3.7 ）

の授業を展開するとき、リスニングの活動を重視してき

ましたが、この方法はあなたにとって有効だと思いますか。。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………
問3

英語 I の教科書 PRO-VISION

（ 4.0 ）

の授業を展開するとき、日本語訳は必要最小限にとどめ

ました。この方法はあなたにとって有効だと思いますか。。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………
問 4 英語 I の教科書 PRO-VISION
め

（ 2.8 ）

の授業を展開するとき、文法の説明は必要最小限にとど

ました。この方法はあなたにとって有効だと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 2.5 ）

問 5 英語 I の教科書 PRO-VISION の授業を展開するとき、音読を重視してきましたが、この
方 法はあなたにとって有効だと思いますか。
（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………
問6
ス

（ 4.1 ）

英文法を体系的に学習してもらうために、「@WILL」を自学習の形で学習してもらい、テ
トしてきましたが、このことは英文法の知識を整理するのに、役立っいると思いますか。

（５．おおいに思う

４．思う

３．どちらとも言えない

２．思わない

１．全く思わない）………………………………………………………

（ 3.2 )

英問英答の手法、リスニング重視、そして音読は生徒がプラス評価をしているようだが、問３
(日本語訳）、問４(文法の説明）については、むしろマイナス評価である。英語に対応する日
本語

訳が必要なのか、また、文法知識の整理は、参考書の自学自習では不十分なのか、問６の結

果も参

考にしながら、今後充分に検討する必要がある。

b. 英語II(3 年生）
(i) 授業の手順
3 年生対象であるので、大学入試のことも考慮しながら、次のような教材を使用している。１時
間を Crown Plus English Series Level 4 （三省堂）の長文を１レッスン１～２時間ぐらいで読
進め、もう１時間は Make Ascent to Better English Reading （数研出版）を毎時１～２レッ

み
スン

ずつ読み進めていき､これらの教材が終了後は、引き続き同じような長文問題集を用いて長文

問題

演習を行う予定である。これらの教材を使用することにより、大学入試で必要とする精読力

をつけ

るだけではなく、速読力の伸張にも配慮していく予定である。

(ⅱ) 授業の評価
3 年生対象の英語Ⅱの授業である。大学入試を意識しながらも、SELHi の研究計画にある「リ
ー

ディング能力の開発」も目標し、速読、多読にも力を入れて指導してきた。ただ、本校の生徒

が受

験する大学の多くが出題する和文英訳の問題にも対応しなければならず、1 時間の授業での時

間配

分や授業展開に苦慮した。速読、多読そして精読をどのようにバランスよく 1 時間の授業に
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配置し、

より効率よくリーディング能力を高めていくかが、今後の課題として残った。

④ ３年間の授業内容、授業形態の変化と評価
a. 授業内容と授業形態の変化
SELHi 指定以前は精読中心の授業ではあったが、多読、速読の要素を取り入れながら授業を展開
していった。SELHi に指定されてからは、速読、多読の特別な教材を英語Ⅰ、英語Ⅱの授業の中に
組み込んで、これまで以上に計画的に授業を構成してきた。具体的な教材はすでに①、②、③で述
べたが、これらの教材を使うことにより、生徒に速読、多読の大切さを認識させることができる
と

とも に、W.P.M.などの具体的な伸びの数値を生徒に知らせることにより、一種のゲーム感覚

で速

読、多読の力を伸ばすことができた。速読力を測る評価テストでの全国群と本校群の伸びの

比較で

は、本校群の伸びが、全国群の伸びを大きく上回っていた。また、英語の授業数は限られ

ているの

で、授業以外にも「英語サロン」で、英文図書委にふれる機会を増やすことにより、生

徒にとって

英語がより身近で、親しみやすいものにする努力を続けてきた。

b. 生徒の反応
リーディングに関わる生徒へのアンケートの結果はすでに述べたが、速読、多読を重視する我々
の姿勢は十分に理解されたものと思える。本校の多くの生徒が受験する大学入試の英文読解領域
の

問題は、相変わらず精読力を試す問題も多く、当初は多読力や速読力を養成するトレーニング

に消

極的な面も見られた。しかし、トレーニングを繰り返すにつれて、徐々に変化が見え、精読

力、速

読力そして多読力が一体のものであることが認識されるようになった。

(4) 英語科以外の教科との連携
英語科以外の他教科との連携には、様々な困難があった。2 年次の後半になりようやく、「総合的
な学習」の時間との連携が模索され始めた。3 年次になり、「総合的な学習」の時間との連携を具
化するため、全校で取り組み、平成 18 年 1 月 20 日（金）に「公開授業研究会」でその成果の

体
一端を

公開した。この項は、そこまでに至る 1 年次からの他教科との連携の記録である。

① １年次（平成１５年度）
英語以外の各教科における英語教材の開発と利用については、1 年次（平成 15 年度）は、英語圏
での高等学校の各教科の教科書や原著・視聴覚教材の収集を行い、各教科の授業の中でどのように
英語教材を取り上げていくかを検討した。また、その中で実施可能と思われるものについては、試
行的に授業に導入していくことにした。
世界史・世界地理・倫理・物理・化学・生物・健康・数学などのアメリカの高校用教科書を購入
したほか、“World Cultures：A Global Mosaic”や“Malticultural America”など国際理解・多文化理
解にもつながる英文の教科書を入手することができた。２年次に向けて、授業の中でどう活用して
いくかについて、各教科で検討を重ねた。このほか、本校がすでに保有している英語教材や原著・
英語での視聴覚教材がある。これら既存の教材やインターネット上での英文のコンテンツなどをも
とに、次に述べるような一部の教科・科目の授業や考査の中で、試行的に活用した。
しかし、SELHi の研究開発に、英語科以外の教科がどのような形で参加できるのか、英語科以外
の教科の教員にとって、曖昧な見通ししか持てない。授業の実態を考慮した場合、例えば英語だ
け

を使用して授業そのものを展開することは、多くの英語科以外の教員には不可能なことであり、

ま

た英語のテキストを用いて授業を行うとなると、生徒の負担が大きすぎ、その一方で教科内容

に深

く踏み込む時間が取れなくなるなど、困難な面が多いと考えている。また、英語以外の教科
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にとっ

て、授業とうまくマッチングした英語教材はかなり少ないのが実態である。特にビデオ教

材は、テ

レビの信号システムが国によって異なっており、気に入った教材でもそのまま使えない

ものが多い。

また、英語教材を使うことで、その教科の授業を遅らせる結果となることも多い。そ

の上、その教

材が英語教育のためにどれだけの意味があるかについては、他教科の教育の立場で

は評価しづらい

のが実情である。

② ２年次（平成１６年度）
１年次、２年次とも試行錯誤の状態が続いている。英語圏の教科書を購入したり、英語の教科資
料などを収集してきた。生物科や世界史科などの授業の一部では、英文資料を示して授業を展開
し

たり、資料の中に出てくる単語の一部を英語に直して、生徒に提示したりした。また、英語科

のリ

ーディング教材内容と他教科内容を一致させるべく、年間指導計画の調整を行っが、様々な

困難な

問題が出てきて、軌道に乗っていない。一方で、生物科の定期考査の一部を英文の設問に

する試み

が行われた。しかし、他教科との連携については、緒に就いたばかりで、現在も模索中

である。ま
っているとは

た、「総合的な学習」の時間における国際教育との連携についても、必ずしもうまくい
いえない。

３年次はこのような状況を打開すべく、現在様々な角度から研究しているところである。「総合
的

な学習」の時間の一部で、学習した内容を海外へ発信しているグループがあるが、そうような活

動

を発展させて、口頭発表、ビデオレポート作りやコンピュータによる発表などで、研究開発課

題で

ある「他教科と連携させた……」を少しでも目に見える形に仕上げたい、と考えている。

③ ３年次（平成１７年度）
a. 「総合的な学習」の時間との連携
(i) 「総合的な学習」の時間との連携の背景
研究開発課題である「他教科と連携させた･･････」を実現するため、様々な試みを行ってきた。3
年次になり、O.C.I(A)と、「総合的な学習」の時間の総合Ｉおよび総合 II を連携させて、その具
体化をはかってきた。
本校は、平成 15 年度に UNESCO ASPnet に加盟し、韓国、中国、フィリピン、タイの 4 カ
国と相互訪問を含む交流を行ってきた。生徒が英語をコミュニケーションの手段として使える場
が、仮想ではなく、実際に与えられており、リスニングやスピーキング能力を伸ばすことを目標
とする O.C.I(A)を学習する動機付けとしても、最高の条件であった。また、１年生や２年生のラ
イティングの授業で習得した学力は、ASP net 各校への英文報告書作りや、プレゼンテーション
の原稿作りに生かされることになった。そこで、以下のような授業計画を作り、「総合的な学
習」の時間との連携を進めた。
(ⅱ) 連携の実際
SELHi の大目標は「実践的な英語能力の育成」であるが、その成果を「総合的な学習」の時間
の中で生徒に発揮させることが、英語科と総合科との連携の目的である。総合Ⅰ、総合Ⅱで学習
した内容を韓国、中国、フィリピン、タイのユネスコ協同学校に英語で発信する試みである。
総合Ⅰ（1 年生）では、「貧困」、「情報」、「人権」
、「紛争」
、「文化」
、「環境」の各班で調べた内
容を、英文に直し、映像を駆使しながら英文のビデオレターにし、平成 17 年度の終わりには、
韓 国のユネスコ協同学校にそれらを送る計画である。これは、1 年生の O.C.I(A)の授業内容と連
携

した試みであることは、すでに述べた。
総合Ⅱ（2 年生）では、「貧困」、「ジェンダーの平等」、「持続可能な生産と消費」、「環境の保護
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と保全」、「文化的多様性」
、「生物多様性」、「農村の改革」
、「人権」
、「文化間の理解と平和」、
康の増進」の各班で議論した内容を日本語による報告書と英文報告書にまとめて、平成 17

「健
年度の

終わりには、各国のユネスコ協同学校に発送する予定である。ここでも、英文報告書を書

く際に、

ライティングの授業で力を入れてきた、パラグラフ・ライティングを中心とした指 導
accuracy だけでなく fluency にも重点を置いた授業内容が、生徒の英文を書く姿勢に

や、
反映 される

ようになった。具体的には、自分の主張を無理のない構文と語彙でできるだけ簡潔

に言い 表そう

とする姿勢が多くの生徒に見られるようになった。とりわけ、間違いをあまり恐

れずどん どんと

英文を書く姿勢は、我々が一貫して行ってきたライティング指導の成果だと考

えている。
11 月には韓国からサンダン高校の使節団が来日し、交流を行った。その際のプレゼンテーショ
ンやディスカッションなど、交流の場面で部分的にではあるが、コミュニケーションの手段と
し

て英語が活躍した。英語の授業で培われたコミュニケーション能力が、実際の場面で生かさ

れる

絶好の機会となった。

さらに、3 月には本校が使節団を組んで中国を訪れ、ユネスコ協同学校の姉妹校である中国人
民大学附属中等学校で、上記の総合学習の学習内容を 1 年生と 2 年生が、英語でプレゼンテーシ
ョンやディスカッションをすることになっている。その中間報告を兼ねた英語によるプレゼンテ
ーションが、平成 18 年 1 月 20 日（金）に開催された本校の公開授業研究会の公開授業Ⅱで行わ
れた。２年生約 160 人のうちの 20 人が彼らの研究分野について、原稿を見ずに、スクリーンに
映し出された写真、絵、図、グラフなどを使いながら堂々と発表した。生徒に対して参会者から
賞賛の言葉をいただくとともに、我々、教員にも様々な角度から、貴重なご意見をいただいた。
これらの活動の中で英語に関わる活動は、下のスケジュールのなかの太字で示した部分である。
各学年の英語授業で生徒が習得したスキルだけでは不十分なので、これらの期間には、英語科の
教員や ALT が積極的に「総合的な学習」の時間に関わり、生徒が発信したい様々な情報を英文
に
の

直す支援をしている。それぞれの学年の年間計画は、以下の通りである（この活動の生徒作品
一部を、巻末の資料 １ に掲載する）。
2005 年 1 年 生 「 総 合 的 な 学 習 」 （ 総 合 Ⅰ ） の 時 間 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル
月日 曜 回

行

事

総

合

形態

4/14 木

1 身体測定

ガ イ ダ ン ス（ 本 校 の 総 合 学 習 ・ ASPｎ ｅ ｔ ）

２クラス合同

4/21 木

2

これまでの総合（招聘事業・タイ）

２クラス合同

4/28 木

3

これまでの総合（フィリピン・ビデオレ

２クラス合同

ター）
5/08 日

4 研修合宿

アクティビティ（仲間づくりと聴く力）

２クラス合同

5/12 木

5

地球的諸問題の講義 ①貧困・平和問題

クラス単位

5/26 木

6

②貧困・平和問題

6/9 木

7

③貧困・平和問題（映画１）

２クラス合同

6/16 木

8

④貧困・平和問題（映画２）

２クラス合同

6/23 木

9

⑤環境問題

クラス単位

10 附 高 祭 準 備 ） ⑥ 環 境 問 題

クラス単位

11

クラス単位

6/30 木
7/7 木

⑦環境問題
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情報格差

情報格差

クラス単位

7/14 木

12

9/1 木
9/8 木

⑧環境問題

クラス単位

夏休み

課 題 （ 地 球 的 諸 問 題 、日 本 よ り 発 信 し た い も の ）

始業式

（課題提出）

13

課題をカテゴリに分類（テーマ別にグループに分かれ

2 クラス合同

る）

9/29 木

14

グ ル ー プ 活 動 (サ ブ テ ー マ の 検 討 ・ 決 定 ）

グループ単位

10/13 木

15

グ ル ー プ 活 動 (調 査 ・ 検 討 ）

グループ単位

10/20 木

16

グ ル ー プ 活 動 (調 査 ・ 検 討 ）

グループ単位

10/27 木

17

グ ル ー プ 活 動 (調 査 ・ 検 討 ）

グループ単位

11/10 木

18

グ ル ー プ 活 動 (調 査 ・ 検 討 英 文 原 稿 作 成 ）

グループ単位

11/24 木

19

12/1 木

20

韓国より来校 韓国よりのプレゼン，本校の中間報告
グ ル ー プ 活 動 (英 文 原 稿 作 成 ）
冬休み

1/12 木

21

1/19 木

22

1/26 木

全クラス合同
グループ単位

課題（英文原稿作成）
グ ル ー プ 活 動 (英 文 原 稿 作 成 ビ デ オ レ タ ー 撮 影 ）

グループ単位

グ ル ー プ 活 動 (英 文 原 稿 作 成 ビ デ オ レ タ ー 撮 影 ）

グループ単位

23

グ ル ー プ 活 動 (英 文 原 稿 作 成 ビ デ オ レ タ ー 撮 影 ）

グループ単位

2/2 木

24

ビデオレター鑑賞（他のクラスの作品を評価）

クラス単位？

2/9 木

25 入 試 準 備（ 短 縮 ） ビ デ オ レ タ ー 鑑 賞 （ 他 の ク ラ ス の 作 品 を 評 価 ）

グループ単位

2/16 木

26

グループで反省等

グループ単位

2/23 木

27

まとめ

グループ単位

3/2 木

28

まとめ

？

２０日公開授業研

2005 年度 2 年生「総合的な学習」のスケジュール（総合Ⅱ）（抜粋）

4 月 15

総合Ⅱ：オリエンテーション・導入アクティビティー・年間計画説
明・国際センター

22
5月 6

各国調べ・日本紹介（日英版作成）
各国調べ・日本紹介（日英版作成）

9

遠足

13

中間報告書提出（解説冊子案日本語のみ）

20

中間発表

6月 3

各国調べ・日本紹介

日英版作成（実際に送るレポート．データと

冊子）
10

各国調べ・日本紹介

日英版作成（実際に送るレポート．データと

冊子）
13

徳永瑞子さん

講演会（１７日授業分）

17

徳永瑞子さん

講演会振り替えのため総合はありません

レポート

提出期限！
24
7月 8

冊子配布

共有しよう！

「持続可能な開発のための教育ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 」・６つのコース分け～夏
36

休みの課題
夏休みの課題

：

環境・人権・世界経済・紛争・開発問題の記事

から考察する
9月 2

「持続可能な開発のための教育ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅡ 」・連関関係～夏休みの
課題

10
月
11
月

12
月

9

コース別授業

14

コース別授業

21

コース別授業(全附連）

28

コース別授業

4

コース別授業

11

コース別授業

18

コース別授業

25

韓国歓迎・日本プレゼンテーション

2

コース別授業／報告書日本語版提出

26

休暇中特別授業／発表準備①（研究報告書提出・日本語版、英語版）

1 月 13

コース別授業／発表準備②（日本語版・英語版A４一枚ずつ提出）

20

公開授業研究会：研究成果を英語で発表（ 1 グループ 20 分）

27

コース別授業

2月 3

コース別授業

17

発表授業

24

まとめの授業①：まとめと発信

3月 3

まとめの授業②：まとめと発信

(ⅲ) 連携による好影響と評価
３年次の O.C.I(A)は、「総合的な学習」の総合Ⅰ（１年生）との連携を念頭に入れて、当初より
年

間計画を作成した。英語によるスピーチを練習する際に生徒に指示したことは、原稿を読まずに

表

情豊かに話すこと、話す英語に感情を込めることであった。これらのことは、総合Ⅰのビデオ

レポ

ート作りに、直接、結びつくことであった。ビデオレポートの英語がよくなったことは言う

までも

ないが、プレゼンテーションの仕方は、昨年度より格段に上達したように思える。

また、SELHi プロジェクトで養成された実践的英語力が、総合Ⅰのビデオレポート作りだけでは
なく、総合Ⅱ(２年生）の英文報告書作りにも、間接的ではあるが、好影響をもたらしたと思える。
２年生の総合Ⅱの活動を見ていると、それぞれが主張したい報告内容を、細かい誤りをあまり気に
せずに、ある一定のまとまりある内容を、比較的短時間に英文を書いている。自分たちが書く英
語

が海を渡り、実際にコミュニケーションの手段となり、交流相手に彼らの主張が伝えられるの

であ

る。このように、英語の授業で培われた実践的英語力が、仮想の場ではなく、実際の場で生

かされ

ることは、

生徒の英語学習の動機付けや学習意欲を喚起するのに、最高の環境であった。

b. 他教科との連携
SELHi 運営委員である世界史科や生物科の教員が中心となり、1 年次（平成 15 年度）より、試
行錯誤を繰り返しながら取り組んできた。英語科と他教科のシラバスのすりあわせや、他教科で
作 る授業プリントの一部を英語で表記したり、また、生物科では、定期考査の一部も英語で行わ
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れた。
1 年次当初は、英語で他教科の授業を展開することも考えたが、現状のスタッフでは困難である
との結論に至り、上記のような活動にとどまった。また、シラバスのすりあわせだけでも、かな
り

の作業が必要であり、他教科との連携によるメリットも見えてこず、この活動は現在も、学校

全体

のものにはなっていない。

７ 3 年間の英語コミュニケーション能力の向上について
(1) 1 年次（平成 15 年度）と 2 年次（平成 16 年度）
スピーキングおよびリスニング能力の開発に関しては、20 人の少人数クラスを編成し、スピーチ
を 数多く発表させたり、ディスカッションで発話機会を増やすことにより、よりきめこまやかな 評
価

を実施した。その中で、発音・抑揚・態度など様々な観点から評価を試みた。また、各種スピー

チコ ンテストに参加させ、発表の機会を作った結果、多くの優秀賞を獲得することができた。
1 年次は取り組めなかったライティング能力の開発に関しては、２年次で 3 種類の授業を展開し、
様々な手法でライティング能力の向上を図った。3 つの授業で共通していることは、読み手に伝えよ
うとする意欲や正確な運用力などから評価した、ということである。また、TT によるライティン
グ

の授業も行われたので、ALT が評価に加わることにより，より正確で実用的な評価を行うことが

でき た。さらに、コンピュータを使ったライティングの授業も展開した。その成果をエッセイコン
テスト

などで発表させ、英文を書く機会を増やし、またその作品を評価の対象とした。

リーディング能力の開発に関しては、精読よりも多読を重視した授業を展開し、授業中に速読ト
レ ーニングの時間を設けたり、SRA Reading Laboratory を使用して、生徒個々の英語読解力にあった
教

材を提供し、集団だけではなく個人にも行き届いた授業をする努力をした。このように、各授業

で、 ４領域にわたるコミュニケーション能力の向上を図る様々な取り組みを行った。これら４領域
につい
などを総

て、評価テストを実施した結果、生徒に対するアンケート結果、あるいは担当教員の手応え
合して、生徒の学力の伸びを検証した。

評価テストに基づく評価から述べたい。1 年生 40 人に GTEC を受験させて、本校が授業改革の中
心 に据えた「速読力」、「ライティング学力」そして「リスニング学力」の評価をした。まず、全国
の GTEC

受験者を対照群とし、本校生を実験群としてその伸びの差を検証した。本校生の３領域の

伸びは、対
実施した「英

照群のそれをかなり上回るものであり、我々の試みが報われた思いである。また、夏に
国語学研修」と「夏期英語集中講座」への参加者を実験群に、その他の生徒を対照群

にした検証も実 施した。３年次は２年次の検証法を再検討し、より正確なデータの収集と検証結果
を得るための努力 をしたいと考えている。現在の時点でいえることは、２年次の被験者の数が少な
いと考えているので、

３年次は被験者の数を少なくとも倍にして、データをより信頼できるものに

したいと考えている。
また、上に述べた統計的な検証が重要であるのは言うまでもないが、従来から実施してきた生徒
へ のアンケートによる評価や、授業者の感想なども見過ごすことのできない評価方法である。３年
次は これまでの経験をふまえて、より的確なアンケート項目を作成し、生徒の授業に対する感想や
意見も

把握したいと考えている。

(2) 3 年次（平成 17 年度）
① スピーキング能力の向上と評価について
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スピーキング能力の開発に関しては、O.C.I(A)で 20 人の少人数クラスを編成し、スピーチを数多
く発表させたり、ディスカッションで発話機会を増やしたり、生徒同士の対話練習を増やすこと
より、英語でのコミュニケーションが O.C.I(A)の授業で自然な形で展開されるようになった。

に

また、UNESCO ASPnet の交流校（韓国、中国、フィリピン、タイの高校）へのビデオレポー
ト

作りや、相互訪問時のコミュニケーションの手段として、その成果を生かすことができた。とか

く

英語教育の成果は、教室での仮想の場面を設定して測られる。しかし、本校の場合は、「総合的

な学

習」の時間との連携により、英語でコミュニケーションする相手が現実に存在し、生徒のビデ

オレ

ポート にも相手を意識した「心」や「思い」が込められたものとなった。コミュニケーショ

ンを図

るのに、単に英語を習得するだけでなく、各自の「気持ち」をその言葉に乗せることが、い

かに大

切かを教える絶好の機会となった。

② リスニング能力の向上と評価について
１年生のリスニング能力の向上を図る試みは、O.C.I で行われた。そのうち、O.C.I(A)は、JTE
と ALT との隔週 20 人クラスで行われたが、少人数授業ということもあり、授業中の活動すべて
が、リスニング能力向上につながるものであった。また、O.C.I(B)でも、

HyperListening-Intermediate (桐原書店）を授業の最初 10 分間で使用し、生徒にリスニングの重
要さを認識させながら、トレー ニングを続けた。トレーニングを経たことによる、英語の音に対
する生徒の認識の変化を、今後の 観察やアンケートなどを通して、把握していきたいと考えてい
る。
客観的なデータによる評価は、6 月と 12 月に実施した GTEC のリスニング領域の結果により示
すことができる。本校群と全国群の平均と、それぞれの異なる時期の平均を評にすると次のように
なった。
評価テスト（リスニング）の結果から
本校群
1年

2年

2 年/ 1 年

6月

192 / 320

211 / 320

1.10

12 月

216 / 320

234 / 320

1.08

12 月 /6 月

1.13

1.11

---

本校群
1年

153 / 320

2年

164 / 320

2 年/ 1 年

1.07

全国群の表は、同時期の 1 年生と 2 年生の平均点である。したがって、1 年生から 2 年生への 1
年間の全国群の伸びは、1.07 である。本校群を見ると、6 月期は 1.10、12 月期は 1.08 となり、
い

ずれも全国群の伸びを上回っており、リスニング力向上のための方策が功を奏している、と考
れる。また、本校群の同学年の異なる時期の比較を見ても、1 年生が 1.13、2 年生が 1.11 と

えら
なり、

着実な伸びを示した。さらに、2 年生の 2 年間にわたる得点の推移は、194(H.16.06), 216
(H.16.12)、211(H.17.06)、 234(H.17.12)となり、一時的に落ち込みが見られるが、ほ

ぼ順調に学

力が伸びていることがわかる。

③ ライティング能力の向上と評価について
客観的なデータによる評価は、6 月と 12 月に実施した GTEC のライティング領域の結果により
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示 すことができる。このテストは、あるテーマが与えられた後、20 分間でそのテーマについて、
英語 で自由に書く形式で行われた。その結果は、下の表の通りである。
評価テスト(ライティング）の結果から
本校群
1年

2年

2 年/ 1 年

6月

117 / 160

109 / 160

0.93

12 月

122 / 160

111 / 160

0.91

12 月 / 6 月

1.04

1.02

---

全国群
1年

83 / 160

2年

87 / 160

2 年/ 1 年

1.05

リスニングの場合と同様に、本校群は 1 年生と２年生での同時期の比較と、同学年の異なる時期
の比較ができるようにした。また、全国群は 1 年生と 2 年生での同時期

の比較ができるように

した。全国群との平均点の比較では、本校群は、１年生が 117 点（6 月）と 122 点（12 月）、2 年
生が 109 点（6 月）と 111 点（12 月）で、全国群が 1 年生が 83 点、2 年生が 87 点であり、本校
群が大きく上回っていた。ただ、本校群の 1 年生から 2 年生への伸び率が、6 月、12 月とも 0.9 台
となり、平均点の数字で見る限りは、2 年生の方が低い成績ということになり、全国群の 1 年生か
ら 2 年生の伸び率の 1.05 を大きく下回った。2 年生の平均点が 2 回とも 1 年生の平均点を下回った
理由について考察するために、我々が展開してきたライティングの授業を検証するとともに、抽出
したクラスの状況についても調査したい。
④ リーディング能力の向上と評価について
リーディング能力の開発に関しては、精読よりも多読を重視した授業を展開し、授業中に速読
トレーニングの時間を設けたり、SRA Reading Laboratory を使用して、生徒個々人の英語読解力
に

あった教材を提供し、集団だけではなく個人にも行き届いた授業をする努力をした。
また、１年生（英語I）の授業の最初 10 分間で、「10 分間英語速読トレーニング-Level 2」（桐
原書店）を週１回以上の割合で使用し、W.P.M.がどのように向上するかを調査した。その結果、
４月から７月までのわずか３ヶ月あまりのトレーニングで、その平均 が 83.2(4 月）から 107.1

(7

月）となった。さらに 12 月には、「10 分間英語速読トレーニング－Level 2」の 30 回中、23 回

を終

了した時点で、126.6(12 月)となった。授業などの他の要素による学習効果も大きく影響して

いると

はいうものの、スコアが大幅に上昇し、トレーニングによる効果があり、かなり進歩がみら

れた。
リーディング全般にわたる 客観的なデータによる評価は、6 月と 12 月に実施した GTEC のリー
ディング領域の結果により示すことができる。その結果は、下の表の通りである。
評価テスト(リーディング）の結果から
本校群
1年

2年

2 年/ 1 年

6月

190 / 320

226 / 320

1.19

12 月

209 / 320

240 / 320

1.15

12 月 / 6 月

1.10

1.06

---
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全国群
1年

153 / 320

2年

168 / 320

2 年/ 1 年

1.10

全国群の 1 年生から 2 年生への 1 年間の伸び率が、1.10 であるのに対し、本校群の同時期の伸び
率はそれぞれ 1.19（6 月）、1.15（12 月）といずれも全国群の伸び率をかなり上回り、リーディン
グ

領域での様々な訓練の成果が出ていると言える。また、1 年生では、6 月から 12 月までの半年間

の

伸び率が、1.10 となり、全国群の 1 年間の伸び率に相当する伸びを見せた。また、2 年生の 2
のスコアの推移は、206(H.16.06)、229(H.16.12)、226(H.17.06)、240(H.17.12)となり、

年間
一時期

の停滞はあるが順調な伸びを見せている。

⑤ 評価テストからみた英語力の変化について
スピーキング領域を除く 3 領域の英語力の変化については、GTEC の総合点の結果に基づいて考
察したい。GTEC は、リーディング領域（320 点）、リスニング領域（320 点）そしてライティン
領域（160 点）の総合点（800 点）によって、総合評価される。その結果は、以下の通りである。

グ

評価テスト（スピーキングを除く 3 領域）の結果から
本校群
1年

2年

2 年 /1 年

6月

498 / 800

546 / 800

1.10

12 月

548 / 800

585 / 800

1.06

1.10

1.07

---

12 月 / 6 月

全国群
1年

389 / 800

2年

420 / 800

2 年/ 1 年

1.08

同時期の異なる学年間の伸び率は、全国群が 1.08、本校群の 6 月が 1.10、12 月が 1.06 で全国群
と本校群の間に、大きな違いは見られない。一方、1 年生は 6 月から 12 月の半年間に 1.10、2 年
生

もこの半年間に 1.07 の伸び率を示し、全国群の 1 年間の伸び以上か、それに近い伸びを見せて

いる。

このように分析結果にばらつきが見られるのは、同時期の異なる学年間の伸び率を比較する

場合、

本校群の標本数は、40 人前後と少ないため、ややデータの信頼性に欠けるところがある。

したがっ
点を置いて

て、本校生徒の英語力の変化を考察するとき、後者の同学年の異なる時期の伸び率に重
結論を出すのが、妥当であると考えている。

８ 校内の英語教育（特に授業）の改善状況
(１） 1 年次（平成 15 年度）と 2 年次（平成 16 年度）
① O.C.Ⅰ（ 1 年生）
ALT との TT を発展的に解消し、20 人クラスを作り、JTE と ALT がそれぞれ単独で授業をした。
これにより、オーラル・コミュニケーションの本来の目的である発話機会の増大を図った。その結
果、各授業で英語による発話機会が増え、ALT と生徒との双方向のやりとりが、授業中に頻繁に
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られるようになった。また JTE の授業では、リスニング教材を使い、できる限り生の英語を聞

見
かせ

る努力をしながら、少人数授業の長所を生かして、ディスカッションにも取り組んだ。

② ライティング（ 1 年生）
和文英訳中心の授業から、コミュニケーションを重視したライティングの授業を展開した。ライ
ティングをのぞく３領域から、４領域が全て含まれる活動に生徒を導き、与えられたトピックに
いて、まとまった英文が書けるように指導した。これまではどちらかというと、accuracy を重

つ

る授業を展開していたが、fluency に重点を置くことにより、英語を書く意欲を生徒から引き

視す
出すこ

とができた、と考えている。

③ ライティング（ 2 年生）
和文英訳中心の授業から、コンピュータを利用した e-learning による授業を行い、コンピュータ
ソフトによる添削指導を行った。ALT との TT であるため、ALT の意見も参考にしながら、授業
進めていくことにより、fluency ととも accuracy も追い求めることができると、考えている。

を

④ ライティング（ 2 年生・ 3 年生）
和文英訳中心の授業から、ALT との TT によるより実践的で、コミュニカティブな授業を 1 年次
と 2 年次の 2 年間継続して展開した。単にライティング領域にとどまらず、TT による効果として、
生徒にリスニングやスピーキングの力をも伸ばす機会も与えることができた。
⑤ 英語I、英語Ⅱ（リーディング領域）（ 2 年生・ 3 年生）
精読中心の授業から、速読、多読を取り入れた授業を展開した。さらに、SRA Reading Lab.を
用い、生徒の学力に応じた教材により、個々の生徒の学力を伸ばす努力をした。学力の違う生徒
に、

同じ教材を一斉に教えるという困難な状況を少しでも改善しようとする試みである。この研究

はま

だ、緒に就いたところであるが、今後継続的に研究を進めていきたいと考えている。

⑥ 授業研究など
SELHi の取り組みが始まり２年が経過するが、これまであまり行われなかった英語科の教員同士
の間で、授業参観が行われるようになった。１年次（平成 15 年度）の 11 月には、SELHi 指導委
員

による実地調査で、研究授業が行われた（その時の授業案を巻末に資料 2 として掲載）。また、2

月

には、校内授業研究会(概要を巻末に資料 3 として掲載)で全教員を対象として、英語の研究授
実施され、全教員に SELHi プロジェクトへの理解を深めてもらう努力をした。

業が

2 年次（平成 16 年度）になると学校訪問の数が増え、他校の教員による授業参観も多くなってき
た。また、最近では、お互いに授業を参観した後、感想を述べあうなど、これまであまりなかっ
た

光景が見られるようになった。また、平成 17 年２月には、公開授業研究会(要項の一部を資料 4

と

して、授業案のうちの二つを資料 5 、資料 6 して巻末に掲載、）が開催され、多くの参観者を迎

え、

様々な角度から助言をいただいた。

（２） 3 年次（平成 17 年度）
① 英語 I (1 年生）
総合英語である英語 I の授業を改善するため、出来る限り英語で授業を展開する試みをした。単
語

は英英辞典形式のプリントを利用しながらの導入とし、内容の導入もオーラル・イントロダクシ

ョ

ンのあと、英問英答で理解度を確認するなどして、生徒からの発話機会を出来るだけ増やす工

夫を
を補う

し、日本語での解説や日本語訳を最小限とした。内容が複雑な場合は、口頭導入での困難さ
ために、適宜プリント教材を使用した。
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また、文法事項の説明も簡潔にし、重要なものは、ひとつの課が終了後、教科書の課末のページ
や自作プリントを使用して解説した。さらに、教科書附属のテープ教材を利用して、リスニング
活

動にもこれまで以上に時間をかけた。授業の最後は音読で締めくくることにし、リピーティン

グ、

オーバー・ラッピング、シャドーイングやペア・リーディングなど様々な手法を用いた。こ

のよう

に、英語Iや英語IIなどの総合英語の科目で、音声を重視した授業を試みようとする機運が

盛り上が

りつつある。

② O.C.Ⅰ(A)（１年生）
SELHi 1 年次より、ALT との TT を発展的に解消し、20 人クラスを作り、JTE と ALT がそれ
ぞ

れ単独で授業をしている。これにより、オーラル・コミュニケーションの授業での発話機会の増

大

を図った。その結果、ALT と生徒との双方向のやりとりが、授業中に頻繁に見られるようにな
また JTE の授業では、リスニング教材を使い、できる限り生の英語を聞かせる努力をしな

った。
がら、少

人数授業の長所を生かして、ディスカッションにも取り組んだ。

3 年次は、O.C.I(A)を SELHi プロジェクトの中心的な科目と位置づけ、2 年次まで試行錯誤し
てきた研究開発課題の「他教科と連携させた･･･・」の部分を具体化するため「総合的な学習」と
の連携に取り組んだ。具体的には、O.C.I(A)で培った英語での発信能力を、近隣 4 カ国(韓国、中
国、フィリピン、タイ）との交流を目指す「総合的な学習」で生かそうとするものである。
③ ライティング（ 2 年生）
和文英訳中心の授業から、コミュニケーションを重視したライティングの授業を展開した。ライ
ティングをのぞく３領域から、４領域が全て含まれる活動に生徒を導き、与えられたトピックに
いて、 まとまった英文が書けるように指導した。これまではどちらかというと、accuracy を重

つ

る授業を展開していたが、fluency に重点を置くことにより、英語を書く意欲を生徒から引き

視す
出すこ

とができた、と考えている。

また、和文英訳中心の授業から、コンピュータを利用した e-learning による授業を行い、コンピ
ュータ・ソフトによる添削指導を行った。ALT との TT であるため、ALT の意見も参考にしながら、
授業を進めていくことにより、fluency ととも accuracy も追い求めることができると、考えている。
④ 英語Ⅱ（リーディング領域）（３年生）
精読中心の授業から、速読、多読を取り入れた授業を展開した。さらに、SRA Reading Laboratory
を用い、生徒の学力に応じた教材により、個々の生徒の学力を伸ばす努力をした。学力の違う生徒
に、同じ教材を一斉に教えるという困難な状況を少しでも改善しようとする試みである。
⑤ 授業研究など
SELHi の取り組みが始まり３年が経過し、最終報告の時期となったが、これまであまり行われな
かった英語科の教員どうしの間で、授業参観が行われるようになった。また、夏休みなどには積極
的に研修会に出向く教員も増えた。また、音声中心の授業を展開する方法について、英語科の教員
間で意見の交換をしたり、悩みを相談し合う光景も見られるようになった。さらに、学校訪問の数
が増え、授業参観の希望もあり、他校の教員による授業参観も多くなってきた。
次に、SELHi 関連の授業研究の試みを２つ報告する。
a. SELHi実地調査
2005 年 11 月 18 日（金）に 1 年次に続き、2 回目の SELHi 実地調査が行われ、SELHi 指導委
員の仲野友子氏および文部科学省の竹下徹氏から指導助言をしていただいた。午前に、ライティ
ン グ（2 年生）と O.C.I（1 年生）の授業を参観してもらい、午後から授業についての意見交換や
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SELHi の最終年の取り組みについて意見交換を行った（授業案などの詳細は、資料 7、資料 8 と
して巻末

に掲載する）。

b. 公開授業研究会
2006 年 1 月 20 日（金）に、SELHi 最終年度の授業研究会が開催され、O.C.I の 20 人授業を 2
クラスと、総合 I（1 年生）、総合Ⅱ（2 年生）のうち、英語によるビデオレター作りや、英語によ
る生徒のプレゼンテーションを公開した。これにより、懸案であった「他教科と連携させ
た･･･」

の部分に焦点をあてた発表を行うことができた。その際、ただ英語をしゃべるだけでは

なく、どう
授業と「総合

すればより内容のあることを、英語で発言できるようになるかに議論が進み、英語の
的な学習」の授業をより強力に連携させることが、ひとつの答えではないか、とい

う助言もいただ

いた。また、総合Ⅱの時間で生徒が行った英語でのプレゼンテーション（研究発

表）に参観者から

多くの賞賛の言葉をもらった。さらに、様々な角度からご意見や感想をいただ

き、今後の本校の英

語教育を考える上で、有意義な研究会であった。（公開授業研究会の詳細と、

公開授業の授業案の

一部を資料として、資料 9 、資料 10 として巻末に掲載する）。

９ 研究開発組織について
（１）運営組織
① SELHi運営指導委員会
大学や外部団体を中心に構成し、必要な指導・助言・評価を受ける。
② SELHi運営委員会
英語科を中心とする附属高校教職員で構成し、実際の計画立案・実施・評価などを行う。両委員
会とも 3 年間で、若干のメンバーの移動や役割の変更があった。
（２）SELHi運営指導委員（ 3 年次）
氏

名

栗林澄夫
津田

守

所属および役職

本研究開発における役割分担

大阪教育大学副学長、教養学科欧米

委 員 長 、 SELHi 研 究 開 発 全 般 、 英

言語文化講座

語教育、比較文化担当

大 阪 外 国 語 大 学 東 南 ア ジ ア ･オ セ ア ニ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 ， 英 会 話 教 育
ア地域文化講座、同大学院言語社会

担当

研究科教授
古武聖乃
相馬芳枝

大阪国際文化協会理事、関西通訳ガ

技術英語、産業技術と英語能力、産

イド協会会員

官学連携担当

独立行政法人産業技術総合研究所関

国際交流、多文化理解、国際理解担

西産官学連携センター

当

生活環境系特別研究体顧問
榎井

縁

森田繁春
三村寛一

財団法人とよなか国際交流協会、事

国際交流、比較文化、多文化理解教

業課長

育

大阪教育大学教授、教養学科欧米言

欧米言語文化、英語教育法担当、高

語文化講座

大連携担当

大 阪 教 育 大 学 教 授 、体 育 科 教 育 講 座 、 SELHi 研 究 開 発 総 括
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本校校舎主任
(3) SELHi運営委員(３年次）
氏

名

>

所属および役職

三村寛一

本研究開発における役割分担

大阪教育大学教授、体育科 委員長、高大連携
教育講座、本校校舎主任

奥村芳和

本 校 副校長、地歴科(地理)

SELHi 研 究 開 発 総 括 、 他 教 科 と の 連 携 、 産
官学連携担当

山田

本 校 教 諭 、 英 語 科 、 教 育 研 SELHi 英 語 科 と り ま と め 、 講 演 会 、 リ ス ニ

学

究実習部長

ング、リーディング担当

樋口正次

本校教諭、英語科

e-ラ ー ニ ン グ 等 担 当 、 海 外 研 修 旅 行 担 当

隅田悦子

本校教諭、英語科

英語科と総合学習との連携担当、オーラル・
コミュニケション担当

若島亜矢子

本校教諭、英語科

リーデディング・マラソン、リーディング担
当担当

梶

里野

本校教諭、英語科

ライティング等担当

中井一郎

本 校 教 諭 、 理 科 (生 物 )

他教科との連携、海外研修旅行担当

本管正嗣

本 校 教 諭 、 理 科 (物 理 )

他教科との連携、海外研修旅行担当

佐々木利昌

本校教諭、教務部長、地歴 他教科との連携、多文化理解教育担当
科 (世 界 史 )

10 外部講師の講演、授業外活動等の記録
(1) 英語講演会
① 1 年次（平成 15 年度））
３月１５日に Dr. Reggie Pawle(花園大学客員教授）に"Cross-cultural Communication: Special
Challengesbetween Japanese and Americans"のテーマで講演を行っていただいた。学年末考査後
の答案返却日の午後であったが、20 人あまりの英語好きの生徒が、英語に耳を傾けた。
② 2 年次(平成 16 年度）
月曜日の LHR の時間を使って、10 月から 12 月に、各学年１回ずつ、「英語講演会」を実施する
ことにした。これは日本に在住する外国人に、自国の文化、生活、人々などについて英語で話を
てもらい、生徒に英語を通して各国の様々な事情を理解してもらおうとする試みである。平成 16

し
年

度は、日本に在留するアジア系の留学生を中心に人選し、クラス単位に講演者を割り当てて実施

し

た。生徒の英語による質問を事前に講演者に伝え、それに講演者が答える形式で行われた。ま

た、

講演後、英語によるお礼や感想も提出させ、講演者に送らせていただいた。視聴覚機器を使

った講
のうちに

演、民族衣装を身に着けながらの講演、品物を生徒に示しながらの講演が、楽しい雰囲気
それぞれのクラスで行われた。２年次はのべ１２名の講演者を招いた。

③ 3 年次(平成 17 年度）
2 年次に引き続き、3 年次も UNESCO ASPnet に加盟して、韓国、中国、フィリピン、タイと相
互訪問を 含む交流をしていることから、英語講演会では、これらの国出身で、日本に滞在してい
る

人々をき、英語でそれぞれの国の人々、言語、文化、教育などを語ってもらった。平成１７年度
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は、

１年生にはアメリカへの留学経験のあるタイ人に、2 年生には中国からの留学生に講演しても

らった。
a. 1 年生対象
(i) 日 時：10 月 31 日(月）2 時 20 分~3 時 20 分。その後質問の時間を 15 分
(ii) 講 師：
「とよなか国際交流協会」に紹介していただいた、タイ人の Ms.Oranuch
Khlangkamhaengdech さん
(iii) 講演の概要：タイの気候、風土、歴史、王室、人々の生活、世界遺産、芸術などすべてにわた
って、映像や音楽を使いながら、英語で紹介をした。タイ人特有の発音で、生
徒

にはあまりなじみのない英語であったが、コンピュータを駆使した映像や音

楽が、 講演の内容を理解する助けとなった。
(iv) 生徒の感想：講演の後、Oranuch さんへの手紙の形で生徒に英語で感想を求めた。それによ
る

と、タイは生徒にとって、あまり親しみのない国であるが、英語を通してで

はあ

ったが、タイの人々や文化などを知ることができてよかった、というのが

大部分 の感想であった。また、一度はタイを訪れてみたいと、何人かの生徒が
書いてい た。
b. 2 年生対象
(i) 日 時：11 月 14 日（月）2 時 20 分～ 3 時 20 分。その後質問の時間を 15 分
(ii) 講 師：
「とよなか国際交流協会」に紹介していただいた、中国人で北京出身の張暁茜さん。
現在、京大大学院で「女性論」について研究中。
(iii) 講演の概要：自己紹介のあと、前週に発表されたばかりの 2008 年に開催される北京オリンピ
ックの５つのマスコットを題材にして、プロジェクターを使い現代の中国事情
を

説明。事前に中国についての質問を英語で一つずつ生徒に考えさせ、それに

答え

てもらう形で講演会が進められた。現在の日中関係についての質問もあり、

張さ

んから興味深い答えが返ってきた。

(iv) 生徒の感想：講演のあと、何人かの生徒が控室を訪れ、約１時間歓談した。現代の中国事情、
日中関係、中国の高校生のことなど、話題は多岐にわたった。異国の文化に触
れ

ることは、若い生徒にはこの上なく興味のあることであり、この講演を通し

て中

国への関心がいっそう高まったように思える。

(2) 英国夏期語学研修
① 背景
本校は 10 年ほど前から、帰国生徒受け入れのための入試枠を設けたり、YFU を通して留学生の
受け入れを行ってきた。また、「総合的な学習」の時間を中心に、国際教育にも力を注いできた。
しかし、最近では多くの学校が実施しているような、海外語学研修のプログラムを持っていなかっ
た。そこで、SELHi に指定されたのを契機に、海外語学研修を実施しようという機運が盛り上がり、
平成 16 年度の夏休みに初めて実施の運びとなり、平成 17 年度もほぼ同じスケジュールで実施され
た。
この 2 年間の英国夏期語学研修の概要は、次の通りである。
② 2 年次（平成 16 年度）
2004 年 7 月 21 日(水)～ 8 月 5 日(木)の日程で、英国の Wales・Carmarthen で行われた。４月
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に募集を開始したとき、どれほどの応募者があるか、見当がつかなかったが、予想を上回る応募
あり、抽選まで行って 37 名の参加での実施となった。そのため、教員も当初の予定より 1 名増

が
やし

て 3 名が引率した。英国での研修は、Trinity College Carmarthen のキャンパス内で行われ、

その

学寮で宿泊した。プレースメント・テストの後、ウイークデーは午前か午後に４コマの授業

が行わ

れ、その前後にスポーツやゲームなど、様々なアクティビティが組み込まれ、各国から集

まった高

校生と交流する機会が作られていた。授業のクラスにはヨーロッパ各地から同年代の子

供たちが集
帰りツアーが、

まっていたが、特にイタリア人が多くを占めた。ウイークエンドには近くの町への日
また帰国前には、ロンドン市内観光が行われた。

日本人が日本人を相手に英語を教えている日本の学校での授業とまったく違った環境の中で、英
語を学習できたことは、生徒たちに大きな刺激となったようだ。教える側がイギリス人であるだ
け

で、十分に刺激的な環境である。そのうえ、周りの仲間はヨーロッパ各国から集まっているの

であ

る。友達を作ろうとすれば、英語が唯一の共通言語なので、英語を話さざるを得ない状況に

生徒は

置かれたことになる。このような短期留学の生活を生徒は、結構、楽しく過ごしたようで

ある。
③ 3 年次(平成 17 年度）
2005 年 7 月 20 日(水)～ 8 月 4 日(木)の日程で、今年も英国の Wales・Carmarthen で行われた。
参加者は 1 年生を中心に 31 名で、2 名の教員が引率した。英語研修は、昨年度と同じ Trinity
College Carmarthen のキャンパス内で行わた。英語研修の時間割やデイ・ツアーなどは昨年度と
ほぼ同じ流れで行われた。2 年目であり、付き添い教員にも余裕が見られ、来年度以降継続的に実
施

できる見通しが立った。

(3) 夏期英語集中講座
これも、1 年次には実現しなかった計画である。外部団体の紹介によるものだが、イギリスよりネ
イティブの講師を招いて、生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上をはかろうという試
み

である。2 年次に募集したところ、予想以上の応募者があり、生徒や保護者が生きた英語の習得

に強

い関心があることを改めて認識した。

① 2 年次(平成 16 年度）
8 月 24 日(火)～ 28 日(土)までの 5 日間に、希望者を募って、校内で(財)国際教育協会を通して、
3 名のイギリス人講師を招き、English in Action というプログラムを開催した。当初は定員 20 名、1
クラスで実施する予定だったが、53 名の応募があり、3 クラスに拡大して全員を受け入れた。我々、
英語教員もプログラムを参観して、今後の授業に生かそうとした。
② 3 年次（平成 17 年度）
3 年次の平成 17 年度も８月 22 日（月）から 26 日（金）に同じプログラムが、31 名の生徒が参
加

して行われた。参加した生徒が、教室での授業の言語活動の中核になることを願っている。また、
我々英語教員も、イギリス人インストラクターから教授法を始め、得るところが多くあった。巻

末

に資料 11 としてその記録の一部を掲載する。

(4) English Workshopと「英語サロン」
① 1 年次(平成 15 年度）
a. Wednesday English Workshop
本校では、校内での英語利用機会の増大と英語教育でのリーダー形成は、英語教育の活性化の
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た

めに有効な手段であると考えた。そこで、ALT が２名在校している水曜日の放課後に、自由参

加形

式で英語学習に取り組むための Wednesday English Workshop を１年次の９月より開設した。

この活

動には、Advanced コースと Intermediate コースを設置し、Advanced コースでは、ALT とと

もに映画

を視聴しながら、その内容について Q ＆ A、Prediction、Summary-making 等を通してディ

スカッシ

ョンを行った。毎回講座終了後、復習として ALT より Summary の Closed-test がメール

で参加生徒

に送られ、語彙の定着に役立ったようだ。Intermediate コースでは、アメリカ文化につ

いての

“Culture Lesson”に加え、“TOEFL Listening”と“TOEFL Reading / Grammar”の 3

レッスンを 3 週

間・1 ユニットとして実施した。TOEFL 対策は、事前アンケートで希望する生徒

が多かったことか

らこの企画に組み込んだが、難しく感じる生徒が多く、出席率低下の一因とな

ってしまった。もう

少し段階を踏んだリスニングのトレーニングを考える必要があったようであ

る。
b. 「英語サロン」
また、校舎西館 3 階にある英語科研究室の隣に「英語サロン」開設し、English Library を設置し
たほか、英語の CD やビデオ、英語での談話空間などを設けた。生徒のホームルーム教室は本校
東

館にあるため、西館３階はあまり生徒が往来しない空間であったが、「英語サロン」ができて

から

は特に昼休みに西館３階を訪れる生徒が増えるようになった。しかし、訪れる生徒の多くは

英語の

本や CD を借りに来る生徒で、場所はできても、なかなか生徒どうしが英語で話をする機会

が多く

なっていない現実もある。

② 2 年次(平成 16 年度）
a. English Workshop
SELHi の指定にあたって、本校では、英語の授業時数を特に増やすことなく、通常のカリキュ
ラ

ムで新しい試みに取り組むことをめざした。したがって、その中の限られた授業時間に、斬新
験的な取り組みをしていくことにも限界がある、と感じていた。そこで、SELHi の１年次よ

で実

後を利用して、ALT の指導による English Workshop の時間で、英語に対する生徒の多様

り放課

に少しでも応えようとしてきた。２年次はこの趣旨に基づき、放課後に「JTE による

なニーズ
TOEFL 講

座」を含む次の３つのコースを設け、生徒の指導に当たってきた。

(i) TOEFLに関心のある生徒のためのEnglish Workshop
TOEFL に関心のある生徒を対象に、２年次から新たに設けたコースである。毎週火曜日の放
課

後、15 時 40 分から 16 時 30 分まで、本校の JTE が担当した。当初は JTE だけでも実施可能

な

Listening の訓練中心であったが、現在は、Reading の訓練をも含めた総合的な問題演習とな

って
生徒

いる。現在少人数で実施しているが、今後このコースに、積極的に参加するように、さらに
に呼びかけたい。

(ii) 上級者向けのEnglish Workshop
帰国生徒を含めて、これまで生きた英語を使う機会に恵まれていた生徒を対象としたコースで
あ

る。週１回、本校で水曜日と金曜日に授業を持っている ALT が担当した。様々な種類のビデオ

を

視聴した後、その内容について、ディスカッションをしたり、意見交換をして、英語の運用能

力の

向上を図っている。先日は、せりふのない、映像だけの short story を生徒が見た後、それぞ

れ想

像力を働かせて、英語で物語を作っていく活動をした。また来日して初めてアメリカ大統領
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投票をしたという ALT の話をきっかけとして、アメリカ大統領選挙の仕組みや、アメリカ

選挙の
の政治

制度についても話し合った。

(iii) 中級者向けのEnglish Workshop
英語に興味はあるが、なかなか話す機会がない生徒を対象にして設けられたコースである。週
１

回、本校で水曜日に授業を持っている ALT が担当した。気軽に英語を話したいと思っている生

徒

が参加している。身近な話題を ALT が用意し、そのトピックを中心に話が展開していくとい

うよ

うな形式である。英語クラブのディスカッション班のような活動であるが、ネイティブが一

人その

中にいるだけで、全く違ったものになる。ときには、文化の違いから起こる興味深い逸話

なども紹

介された。また各回、ある特定の文法項目が含まれており、日常生活に密着した内容の

例文を ALT

が提示し、その例文を参考にして、生徒にも同様の英文を作らせる、といった活動も

行った。
b.「英語サロン」
(i) Reading Marathon
平成 15 年度から始まった本校の SELHi プロジェクトに伴い、「英語サロン」内に設けた
English Library 用として、PENGUIN READERS の Level １から Level ６を購入して Reading
Marathon を開始した。２年次には、English Library をさらに充実させるために、OXFORD

BOOKWORM LIBRARY の Stage １から６や、「講談社バイリンガル・ブックス」を購入した。
また、ASAHI WEEKLY の定期購読も平成 16 年 4 月から開始した。
生徒には英語の授業や「SELHi だより」などを通して、English Library にある書籍を紹介し
その上で、生徒がどのように Reading Marathon に参加したかを記録する用紙を配布した。

た。

・２年次１年生の活動
夏休みまでは入学後の行事などでスケジュールが過密であったため、9 月から English
Library の活動を始めた。夏休みに 9 月からの利用を促すために、English Library に収められ
ている The Return of Sherlock Holmes, Matilda, Martin Luther King Jr.のうちから 1 冊を生
徒に選択させて、夏休みの宿題とした。そして 9 月当初に目標冊数と目標ページ数を申告させ、
１年生の 3 月段階でその達成度を報告させることにした。また、記録用紙の中には、読んだ本
の

題名、読み始めた日、レベル、ページ数そして簡単な感想を書かせることにした。
12 月現在の活動状況は、１年生 160 人中約 20 人が 3 冊以上を読んだと報告している。この間、
最高で 12 冊を読んだ生徒がいる一方で、夏休みに宿題として与えられたものを 1 冊だけしか読

ん

でいない生徒も半数近くいる。課外での活動で常に問題になることであるが、熱心な生徒はま

す

ます力がつき、生徒間の学力差をさらに生む結果となっている。
・２年次２年生、３年生の活動
２年生、３年生については、１年生とは別の記録用紙を使い、活動を継続している。English
Library を訪れる生徒が固定化し、活動は活発とはいえない。生徒の忙しい日々を考えると、

「英

語学習にのみ力を注ぎなさい」となかなか言いにくい状況であるが、できるだけこの活動

が活発

になるように努力したい。

(ii) その他の活動
「英語サロン」は昼休みと放課後、生徒が自由に出入りでき、English Library の書物を借りる
こ

とができるようにした。NHK ラジオテキストやその CD、ASAHI WEEKLY やその CD なども
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置

いて、音声教材も使用できるようにしたところ、予想以上に多くの生徒が音声教材を利用して

いる

ようであった。生徒向け音声教材やビデオ教材の選定を進め、生徒が自由に視聴覚教材を利

用でき

る部屋にしていきたいと考えている。

⑤ 3 年次（平成 17 年度）
a. Englsih Workshop
(i)「英語相談室」
３年次からの試みである。SELHi に指定されたとはいえ、授業時数が増えたわけではない。英語
の学力が充分でない生徒には、このプロジェクトは必ずしもプラスとは言えないようにも思える。
そこで、週１回、金曜日の放課後に１年生を対象に「英語相談室」を開くことにした。授業中
に

理解できなかったことを、生徒が尋ねる機会を提供する文字通りの相談室である。こちらから

は特

に教材を用意することはなく、生徒の質問をただ待つだけの教師にとっては受け身の活動で

ある。

毎回数名の訪問者がおり、教師側にも生徒の意外なところでのつまずきが発見できて、有
る。上級向けおよび中級向けの English Workshop は、２年次（平成１６年度）の活動

意義であ
を反省して、

ほぼ同じ手法で継続した。

(ii) English Workshop
2 年次と同様に帰国生向けの上級コースと、日常会話中心の中級コースを設けた。放課後の活動
なので、三日制とが固定しないのが悩みの種であった。
b.「英語サロン」の充実
SELHi の取り組みのコアは、いうまでもなく各授業である。私達は、教材の選択や 開発、教授
法の研究そして教育機器の有効利用などを通して、より効率のよい授業を作り上げる努力をして
い

るところである。しかし、授業時数は限られているので、授業ではカバーしきれない部分を前

述の

English Workshop で補おうとしている。いわば、「授業」という円があるとすれば、その外

側に

”English Workshop” という同心円があり、さらにその外側にここで述べる「英語サロン」

という

同心円がある、と考えていただきたい。円の外へいくほど教師の指導の度合いが減り、生

徒の自主

性に基づいた活動になる。

(i) Reading Marathon
・１年生の活動の活動
入学後の行事などでスケジュールが過密であったため、６月から English Library の活動を始
た。授業中に Reading Marathon 用の記録用紙を配布し、利用を促した。夏休みの宿題として、

め

English Library に所蔵されている Bill Gates の作品を、全員に購入させ、易しい英語をたくさ
読む習慣の出発点にすべく指導した。さらに、夏休み中に English Library の書籍を、少なく

ん
とも

1 冊読むように伝えた。
夏休み中や夏休み終了後に、English Library の使用状況を注意深く見ていたが、貸し出しカ

ー
自

ドを入れる箱に、いつもカードが分厚く積み重なる状況で、多くの生徒が自主的に英文図書を
宅で読んだことがうかがえる。
前述の個人の記録用紙を平成 17 年度末の 3 月段階で、その達成度を報告させることにした。

ま
を

た、記録用紙の中には、読んだ本の題名、読み始めた日、レベル、ページ数そして簡単な感想
書かせるている。
・２年生の活動
２年生については、１年生と同じ記録用紙を使い、活動を継続している。English Library
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を訪れる生徒が固定化し、あまり活動は活発とはいえない。ただ、貸し出しの延べ数はかなりの
数に達しており、Reading Marathon に対する生徒からの期待は小さくない。

冊

(ii) その他の活動
「英語サロン」は昼休みと放課後、生徒が自由に出入りでき、English Library の書物を借りる
ことができるようにした。NHK ラジオテキストやその CD、ASAHI WEEKLY やその CD など
も

置き、３年次も同様の活動を行った。

(５）外部の英語関係コンテストへの参加
① 姫路獨協大主催・高校生スピーチコンテスト
② 大阪府高等学校英語弁論暗唱大会
③ 全英連英作文コンテスト
④ 朝日英文エッセーコンテスト
⑤ The Daily Yomiuri創刊 50 周年 翻訳コンテスト
⑥ 全国中学校高等学校洋楽翻訳選手権
⑦ 亜細亜大学スピーチコンテスト
各年次に上記の外部コンテストに参加し、個人賞や学校賞などを獲得した。このような外部コ
ン

テストを、「使える英語」を学習するための動機付けとして、時には宿題として、時には積極的

に

応募するように、生徒に促した。

資料編
資料１ （総合Ⅰ､Ⅱの生徒作品）
「総合Ⅰでのビデオレターのためのスクリプト」(1 年生）
(例１）
Environmental Problem
Hi, my name is Kouki Hama. Please let me introduce the member of my group. First of all
he is Kou Takeuchi. Next to him is Kouhei Yamaguchi. To the right of Yamaguchi is Ryuhei
Noda. And finally all the way to the right is Atsushi Sakai.
We have been studying the environment which we live in. We chose hurricane as our theme
for this project. Our lifestyle has been deeply affected by the geographic location. Japan is an
island surrounded by oceans, and typhoon and earthquakes has been a major problem. We
adapted our lifestyle so that we can avoid damages from catastrophes. We have been dealing
with the problems of such catastrophes, so we may be better prepared for catastrophes than other
nations. The weather has been affected by the global warming, and is slowly but surely altering.
This means countries which did not have to worry about these problems in the past, may have to
in the near future. For example, the damages hurricanes are causing are growing these days.
Katrina, caused a huge damage, and it can be said that America wasn’t well prepared. Lack of
preparation can cause not only a damage in economy but also can take away the public trust
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towards the government of the country. Our goal is to share any possible information and
strategy to avoid a disaster.
Such catastrophes attacking Japan are recently happening all around the world. Typhoons
developed above the Pacific Ocean are called typhoon, those of the Atlantic Ocean are called
hurricane, and those of the Indian Ocean are called cyclone. These days the earth has a huge
environmental problem. One of those is the global warming. Such problem have been causing
an abnormal weather. Compared to weather of the old days, todays weather is slowly but surly
changing its shape.
For example lets take the hurricane Katrina. This large scale hurricane caused a huge
damage to the lifestyle of the citizen of America. We came up with the conclusion that if an early
action was taken by the government after the attack, the damage this hurricane caused might
have been minimized. Lack of preparation can cause not only a damage in economy but also can
take away the public trust towards the government of the country.
Japan has been attacked by many typhoons. We will introduce one of the way we have been
protecting are land. Today Japanese seawall is made of cement which is the most functional
material for disaster prevention. In 1959, the bay of Ise was attacked by a typhoon. This
hurricane is known for causing a tidal wave. Since this incident, Japanese protection against
disaster had been altered. As a result woods and bamboos were decided useless in protecting the
land.
But lately, respecting the environment and because of the alteration of the policy, the
traditional method of construction has been revaluated. Using the material of the region,
technicians and craftsman, would boost the spirit to fight against catastrophes as a community.
Looking at the problem from several point of view the society concluded that the traditional
method is functional to our lifestyle and for the nature. So research to balance the function and
convenience has been done.
Being affected by the global warming and other factor caused by the development of
technology, harm caused by typhoons, hurricanes, and cyclone are occurring in many places. So
we feel that we must impart the technology and knowledge we have in order to save lives. The
information we have may not be helpful for all, but if it is going to be helpful for someone, we are
more than happy to share it. The information we have becoming useful and effective will give
what we have been studying a meaning. The most important thing is for us, human being, to
work together as a group to help each other and of course the environment which we live in.
(例 2)
Old and Beautiful Scenery in Japan
We introduce about Japanese beautiful scenery of Minoh and Arima onsen in this video.
First, we introduce ourselves.
Second, we show the picture of Minoh with comments.
Minoh Park was founded as a recreation resort for the citizens of Osaka in 1898. We can
enjoy the beauty of Minoh in every season: Minoh waterfall of 33 meters high, reservation center
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for wild monkeys, blossoms in spring, fresh green of early summer, maples in autumn, mountain
streams in winter and so on. And Minoh Park is also known for its rich plant and insect life.
The waterfall enjoys its rich water all the year round, and makes the best scenic view in
Minoh. It was named Minoh because it looks like “Mino”, a Japanese overcoat made of straw. ,
We enjoy the view of waterfall among the maples in autumn, the frosty winter landscape, and the
cherry blossoms in spring.
Ryuanji temple…In 650, En-no-Ozunu, a famous ascetic, trained himself by standing under
the waterfall , and founded a temple which was first named Minoh Temple. Since then, it
developed as a training center of an ascetic life. Having been burnt down during wars and
earthquakes, the present building was rebuilt in 1603 and named Ryuanji this time. It is known
as the temple of “lottery” and “performing arts”.
Next, we want to talk about the Arima hot spring.
At first, we talk about Arima's origins. Long time ago, two gods “Onamuchinomikoto” and
“Sukunahikonanomikoto”, visited Arima. Then they discovered three crows that were damaged
in the puddle. It is assumed that the puddle is an origin of the hot spring.
Next, we talk about Toyotomi Hideyoshi's distinguished services. He strengthened the base of
Japan like the union of the tax system etc. When he was alive, the Arima hot spring had
received damage catastrophic due to war disturbances and the earthquake etc. of various places.
It is he who resorted Arima hot spring. He knew the effect to take a bath to the Arima hot
spring before. So he repaired it. His repair is used without the repair large-scale and perfectly
for years of about 350 thereafter.
Lastly, we talk about present Arima. Present Arima is famous as the hot spring resort, and
also has the person who comes by car from far away. A scenery in all four season is beautiful
there. There is a free hot spring that is called Ashiyu to which only the foot can take a bath, too.
Arima, which is near big cities, such as Osaka and Kobe, is very nice areas with so fine streets
which have souvenir shops and so on.
「総合Ⅱでの英語によるプレゼンテーションの原稿」（ 2 年生）
Live Together!
(例 1)
We know that the global environment has been damaged for a long time and the problem is so
serious that we can't ignore it any longer. Until now we, the human race, have single-mindedly
kept on developing and expanding without thinking about the environment. To purse convenience,
a large amount of fossil fuel is burnt and unnecessary things are thrown away easily. However,
we should think about the earth and other living things. For this reason, group B researched the
essence of environment problems from each aspect by dividing into ten small groups.
・How can we live together with the earth?
・What future will we make?
・What can we specifically do?
Now, we are going tell you about the content of the research.
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Please look at this. This explains the relation among environmental problems. Biodiversity is
very important for the earth and ecosystem. Many kinds of creatures live on the earth. It is said
that there are about seven million species. However, more and more species are disappearing
these days. Now, the pace at which creatures die out seems to be ten thousand times as fast as
that of the past. The main reason is that human beings destroy the environment. In Japan, the
damage by the creatures that came from foreign countries is serious. For example, raccoons that
had been kept as pets and had been discarded by their owner attacked blue herons. Since then,
herons have never come back to the forest they had lived in. Even if each of the species has a
large number, all of them might die out when extraordinary weather happens, If the earth does
not have the variety of species. So we must protect biodiversity.
I am engaged in the ozone layer's research. The ozone layer in the stratosphere absorbs the
bad UV rays which come from the sun, and protects man living things on land. The
chlorofluorocarbon (or CFC), which are used as the coolant of refrigerators or air conditioners,
and for aerosol sprays, remain in the atmosphere for a long time, and destroy the ozone layer.
“The ozone hole” is expanding in the upper atmosphere over the South Pole where the CFC tend
to gather because of the cycles of the air. In 1987, the Montreal accord was sighed by many
countries to do away with Freon, to collect it and to change it into CFC alternatives. However,
getting id of Freon completely is required because collecting Freon isn't perfect now and CFC
alternatives were also proven to be a cause of global warming.
New energy, which is sustainable and no harm to the environment, is necessary to save the
earth. Problems of efficiency and cost remain, and it seems to be long before new energy replaces
fossil fuels and nuclear power generation, however, research is steadily being developed all over
the world. I'll show you about the one attractive energy source. According to our research, solar
panel satellites have many advantages. For example, it doesn't make carbon dioxide and we can
get ten times the quantity of energy on the earth. The electricity which we make there will be
sent back to the earth as microwaves, so we easily get clean and stable energy. Therefore this
power generation system will improve the world environment. Especially, it may balance out the
damage caused by great consumption of energy in developing countries where they need to
improve the economic situation and burn coal produced locally. This project is called “SPS2000”
and it's a long-term plan. Of course, it is dangerous to depend on only new energy.
So, what should we do in our daily life? We learn it from “Past” and “World”. How did people
in Edo era live? Would you take a look at the handout of page 7? Firstly, they used energy as
many as source of it makes. Secondly, people in Edo era used one thing for a very long time. In
this way, the way people in Edo era was quite sustainable. We should live like this. However, it
is difficult to do the same thing in modern society. We found that many solutions are being
developed around the world. The most popular measure for environment is to make a law.
However, there are always some people who try to avoid such a law. So it isn't a complete
solution. We can't face up squarely to this problem without taking care of the environment. In the
1970th in Germany, there was a lot of pollution. After that, many Germans began to think about
the environment. It should be easy to convince people to take this problem seriously since we all
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are suffering from its effects. This year, Japan has a heavy snow partly because the earth has
become warmer and warmer. Now is the chance! Isn't it?
Through our study, we concluded that our small care and action is the key to realize the
sustainable society. Improvement of environment will narrow the gap between rich and poor
countries and bring satisfaction of basic material demand. That is, everyone can have equal
opportunity.
That's all. Thank you.
(例 2)
Mutual Unerstanding through Games
Course E is different from other courses. We instead of studying through books, spend every
class doing various activities.
The goal of our group is to create the “space of comfort and trust”. This means having others
know us better, and being considerate and trusting each other.
And now let's play a simple activity; it's called “Name Toss”. The rules are easy. Make a
circle, and toss this soft toy to somebody. When you toss it, you call his or her name, look at his
or her eyes, and toss it to a point where you think he or she could catch it easily. This is
important. Repeat it, but don't toss it to some person. When the soft toy go round, toss it to the
same person at last time.
Thank you very much. What did you notice? It's a simple activity, but it says important
things about communication. It is often said that conversation is like catch ball. You have to
think about other people, and keep eye contact in order not to drop the soft toy. Thrower has to
pass softly, on the other hand catcher have to turn his or her face thrower's way in order to be
tossed easily. When Korean students visited our school, we also played “Name Toss” with. Then
we noticed that it is very important to think about others and make eye contact because we differ
from them in native language. Through this activity, a warm space was created. This is when
we realized that we were able to really communicate.
We will explain why we aim for making a warm space. We are going to improve ourselves as
human beings, and we set ourselves the goal of improving our health. As a human, health is the
most important thing, and we emphasize health of mind. We consist of body and mind.
Our definition of a warm space is that we can be what we are and we are given recognition
and trust each other.
We want to make such a space. For that purpose, we did many activities. There are five
rules in our group.
z Don't criticize others feelings, but respect them.
z Don't butt in when someone's talking.
z Have much opportunity for everyone to let other people give opinions.
z Be punctual, and don't change the subjects.
z Take part in eagerly and pleasantly
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We are sure that we are successful in creating such a space.
These things seem natural, but it is very difficult to do all the time. So we think the more we
do this, the more peaceful this world will change.

資料２
文部科学省実地調査日の授業案
１．日時

2003 年 11 月 19 日（水）3 限

10:45 ～ 11:35

２．指導者

Ray Fronk、隅田悦子

３．対象者

大阪教育大学附属高校池田校舎 2 年 2 組（41 名）

４．科目

英語 Writing

５．教材

「DUO」（アイシーピー）,「新英作文の解き方」（美誠社）その他

６．本時の内容

・
「DUO」の例文暗記テスト

４文

・
「新英作文問題の考え方」18 章話法の課の和文英訳
・物語の聞き取り書き
７．本時のねらい ・必須語句を英文単位で暗記させ、語彙力を強化する。
・直接話法と間接話法の違いに気付かせ、同じ内容をどちらの表現を用いても
表せるようにする。
・英語をメモを取りながら聞き取り，短時間でその内容を英語で書く。
８．授業の流れ
時間

内容

NET の活動

10:35 ～ 10:45 休憩時間

JET の活動

生徒の活動
前時に指名されて
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いた生徒が、黒板
に英文を書いてお
く。
10:45 ～ 10:52 初めの挨拶と小テス 英語で挨拶をした 英語で挨拶をした
ト

英語で挨拶を返し、

後、板書してある 後、テスト用紙を配 小テストに取り組
英文に目を通す。 布する。

む。

5 分後に用紙の交換 臨席の生徒と用紙
を指示する。

を交換し、採点す

前回のテスト用紙を る。
返却する。
用紙の回収を指示す 後からテスト用紙
る。
10:52 ～ 11:12 和文英訳の添削

を前に回す。

問題ごとに書いた

書いた生徒が英文

生徒に音読するよ

を音読する。

う指示を出す。
クラス全員に対し 発言を促す。

板書してある英文

て、間違いを指摘

の間違いを探し、

するよう求める。

気付いたら発言す
る。

生徒の発言に応じ 説明を日本語で加え 自分のノートに書
て添削を加えてい る。

いてきている英文

く。

を添削する。

11:12 ～ 11:32 パラグラフ・ライテ 物語を２度読み上
ィング

メモを取りながら

げる。

聞き取る。

机間巡視してアド 机間巡視してアドバ メモを参考にして
バイスを与える。 イスを与える。

物語を英語で再生
する。
時間があればペア
で peer check を行
う。

11:32 ～ 11:35 オリジナル例文

前回のオリジナル例 発表プリントに目
文の発表プリントを を通す。
配布する。
次回に間接話法を用
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いた例文を 2 文作
ってくるよう指示を
出す。
終わりの挨拶

英語で終わりの挨 英語で終わりの挨拶 英語で挨拶を返す。
拶をする。

する。

資料３

SELHi校内公開授業研究会
日 時

2004 年 2 月 4 日（水）

授業教科

オーラルコミュニケーションⅠ

第６時間目

授業見学は全教員参加
授業担当者

ウォルシュ マシューアイザック，山田 学

授業クラス

1 年４組

内 容

スピーチ，音読練習，会話練習，創作英会話，聞き取り練習など

研究協議

放課後に全教員参加で実施

授業教室は１年４組教室および 2F 会議室

資料４

公開授業研究会実施要項(2 年次)
○日 時

２００５年２月１８日（金）

１３：２０～１７：００

○会 場

大阪教育大学教育学部附属高等学校池田校舎
大阪府池田市緑丘１丁目５番１号(阪急宝塚線池田駅より徒歩２０分)

○題 目

本校の英語教育
―コミュニケーション能力の向上をめざして―

○プログラム
13:00

13:50 14:00
受
付

14:50 15:00
公開授業Ⅰ （ 1 年４組）

17:00
全体会（研究協議会）

公開授業Ⅱ （ 2 年３組）
公開授業Ⅲ （ 2 年４組）

【受 付】

メディアセンター１ F(玄関)

【第１部】
：＜公開授業＞ 14:00 ～ 14:50
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授業

科目

会 場

Ⅰ

O.C.Ⅰ

授 業 者

本館２階 1 年 4 組教室 梶 里野(英語科)

オピニオン・ギャップを利用したコミュニケーション活動
Ⅱ

英語Ⅱ

本館２階 2 年 3 組教室 若島 亜矢子(英語科)

集団の中での個別リーディングの試み～ SRA Reading Laboratory を 使って～
Ⅲ

ライティング メディア２階ＣＡＶ

Matthew Walsh(ALT)，樋口 正次(英語科)

英作文評価プログラム Criterion を 使った英語ライティングの授業

資料５

ライティング学習指導案
指導者
1.
2.
3.
4.

対
日
場
教

8.

本時の展開

Matthew Walsh
樋口 正次

第 2 学年 4 組
男子 19 名、女子 21 名 計 40 名
平成 17 年 2 月 18 日（金） 14：00 ～ 14：50
メディアセンター 2 階 CAV 室
Criterion (http://www.cieej.or.jp/gpc/criterion/index.html)
（TOEFL テストや論文執筆などで必要なアカデミックライティング能力を育成する
学
習プログラム。教師と学習者はインターネットで繋がり、課題の割り当て、提出、
教
師によるアドバイス、クラスの管理などをすべてオンラインで行える。特筆すべ
きは
最新技術 E-rater® によるエッセイの自動採点である。学習者はエッセイをタイ
プし提
出（Submit）すると、スコアと詳細なフィードバックが 30 秒ほどで戻ってく
る）(CIEE
国際教育交換協議会)
5. 単元目標
与えられたトピックについて自由に英語でエッセイを書く
6. 授業形態
メディアセンター 2 階のコンピュータ室でインターネットを使い、Criterion に接続
し、
その日のトピックを確認し、エッセイを書いていきます
7. 本時の目標 “Change in Your School” (自分の学校で変えたいと思うところ)というトピックでエ
ッセイを完成させる
象
時
所
材
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過程
導入
ホームページでの導
入

対象
活動
教師 今日の課題を生徒に説明します。
生徒 生徒は、 Quizlab で やる文法事項について説明している
教師のホームページ
(http://www.geocities.jp/walsh_sensei/) で 、本日の文法事
項の説明を読みます。
その説明には、本日の Criterion のトピックに合った例
文を使っています。

Quizlab

生徒

Quizlab の答えの解
説を読む

生徒

Criterion のフィード
バックの説明

教師

Criterion のトピック
についてのエッセイ
の書き直し

生徒
教師

エッセイの提出

生徒

結果の調査

生徒
教師

時間
2分
4分

生徒は ‘ Quizlab ’ の ホームページ
https://www.quizlab.com/secured/authenticate_limited.
cfm?REDIR873324=Y で 小テストをします。
小テストの問題にも、 本日の Criterion の トピックに合
った例文を使っています。
生徒は 教師のホームページで Quizlab の答えの解説を読
みます。ねらいとする項目はフォントと色に変化をつけ
て強調してあります。
生徒は知っていますので、本日ご参加くださっている先
生方へ、 Criterion のフィードバックの様々な機能をご
説明します。
生徒は 、Criterion の フィードバックを参考にしながら 、
より長いエッセイを書くように努力します。
教師は生徒の間を歩いて、必要があれば適切な助言を与
えます。
Criterion にエッセイを提出し、フィードバックを読み
ます。
返ってきた評価点（ 6 点満点）が上がったかどうか調査
します。

6分

3分

5分

25 分

3分
2分

資料６

英語Ⅱ学習指導案
指導者 若島
男子 18 名 女子 21 名

亜矢子

計 39 名

１．対象

第２学年３組

２．日時

平成 17 年２月 18 日（金）第６限（14 : 00 ~ 14 : 50）

３．場所

書道教室（東館３階）

４．教材

① SRA ENGLISH LABORATORY ２ｂ
② CROWN PLUS English Series Level ３（三省堂）

５．単元

① Aqua から Gold までの各生徒に応じたレベルの色の中のカード１枚
② Lesson 15 Human Communication

６．単元の概要 ①各色別にさまざまなジャンルの興味深い読みものを読む。
②コンピューターにより我々の社会の情報がどのようにデジタル化されいかにやり
とりされているかを学ぶ。
７．単元目標

①自分の選んだカードを全体内容をつかみながらできるだけ速く正確に読み読解、語
彙

の問題に取り組む。

②まとまりのあるパラグラフごとに英問英答または英問和答により意味内容をつかむ。
重要な文法、構文を含んだ文は和訳をし理解の定着をはかる。
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８．単元指導計画
第１時限目：① SRA ENGLISH LABORATORY ２ｂ

（速読）

② CROWN PLUS English Series Level ３（三省堂）L.15 Human Communication

（本時）

まとまりのあるパラグラフごとにプリントに従って英問英答または英問和答をお
こなう。
第２時限目 ：① SRA ENGLISH LABORATORY ２ｂ

（速読）

② CROWN PLUS English Series Level ３（三省堂）
Lesson 15 Human Communication
１時限目のつづきから最後まで同様に読む。
本文に関連した内容のディクテーションをおこなう。
９．本時の目標
(1)自分の興味のある話題についての英文をできるだけ速く正確に読む。
(2)情報化社会についての基礎的な知識を英文を通じて習得する。
10．本時の展開
過程

教師の指導内容

生徒の学習活 留意点

教材・教具等 評価

動
速読

SRA READING

SRA

15 分以内で２

15 分

LABORATORY2b の 設問に答える

READING

種類の設問にお

中の自分のレベルの

LABORATOR いて 80 ％の正

色から一枚をとるよ 正解率を表に

Y 2b

うに指示

POWER

英文を読み、

記入する

解率をあげる

BUILDERS
展開

CROWN PLUS

34 分

Level 3 Lesson 15
①

まとまりのあ

プリントに従 だいたいの生

タスクの書か 英文を読んで内

るパラグラフごとに って答えを書 徒ができた時

れたプリント 容に関する英文

英問英答、英問和答 く

点で指名し答

の質問に答える

により意味内容をつ

えさせる

ことができる

指名し訳させ

重要構文をおさ

る

えて訳す

かむ
②

重要文法、構

文の入っているとこ
ろは和訳により理解
させる
(1)

provided

(2)

so+ V+ S
指名し答えさ

③

大意要約

せる

まとめ 次回の授業について カードを元の
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1分

の準備等指示

場所に戻す

資料７ (平成 17 年 11 月 18 日(金）に実施された SELHi 実地調査の O.C.I 指導案）

ＯＣＩ学習指導案
指導者
１．対象

第１学年１組

出席番号１番～２０番

２．日時

２００５年１１月１８日（金）

３．場所

本校国際教育センター

４．教材

Planet Blue

５．単元

Unit 9

第４限

男子１０名

隅田 悦子

女子１０名

１１：４５～１２：３５

多文化理解教室１

Oral Communication I (旺文社)

The Holiday Season

６．単元の概要
このテキストでは日本人高校生の美和がアメリカ人家庭にホームステイしながら、現地
の高校に通う１０か月を同時体験しながら英語学習を進めていくように構成されている。
Unit 9 では年末のホリデー・シーズンが近づいてきて、美和がアメリカの祝祭日につい
て話を聞いたり実際に体験したりするという設定となっている。
７．授業構成
（１） スピーキング・パート（２５分間）
前時の単元

Unit 8 Talking with American Friends からの課題で “Happy/ Sad

Experience” というタイトルで、４～５人のグループに分かれてショート・スピーチを
発表し、各グループで互選された１名のベスト・スピーカーが全体の前で発表する。
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（２） リスニング・パート（２５分間）
本時の単元 Unit 9 の Topic A, Topic B の内容に従い、チャンツを用いたリピート練習
とリスニング問題に全員で取り組む。最後に、本時の表現を利用して日本の祝祭日・行
事についての Show & Tell の原稿を作ってくるという課題を伝える。
８．本時の目標
（１）スピーキング・スキルの向上
・前時に学習した感情表現を用いて作成してきた、自分自身の嬉しかった体験や悲しかっ
た体験についてのショート・スピーチを、原稿を読まずに表情やアイコンタクト・声の
大きさなどに気をつけながら友人の前で発表することができる。(表現力)
・ 文字に頼らずに耳から聞いた語句や表現を英語のリズムでリピートすることができる。
（２）リスニング・スキルの向上
・積極的に友人のスピーチを聞き、話し手の意図を聞き取る事ができる。（聞く態度）
・テキストのダイアログのポイントを聞き取る事ができる。
・テキストのダイアログで弱音化・消音化・リンクなどを含む細かい点を聞き取ることが
できる。
（３）文化の理解と表現の習得
・アメリカの祝祭日の時期と簡単な内容を知る。
・祝祭日の時期や内容の説明の仕方を習得する。
・許可を求める表現を習得する。
・日本の祝祭日について調べ、Show & Tell の準備をする。（課題）
９．本時の展開
過程
準備

教師の指導内容

生徒の学習活動

留意点

教材・教具 評価

入室してきた生徒にく ・くじを引いて、４人１グ

くじのカー

じをひかせる。

ド

ループで５つのグループ
に分かれて着席する。

導入

① Greeting

3分

② 評価シートを配り ・評価シートに名前を記入
スピーチ発表につい

・Greeting に答える

評価シート

する。

ての留意点を確認する
展開
Ⅰ
(22
分)

① ＢＧＭをかけ、ス ・スピーカーは一人ずつ立 ・ＢＧＭの音が大 おもしろ素 暗唱、
ピーチを開始させる。 ってグループ内で発表す
② グループの間を巡

る．

きすぎないよう 材集 CD

表情、

気をつける。

アイコン

回し、少しずつ聞い ・他のメンバーは聞きなが ・原稿を読んでい

タクト、

て回る。
③ ベスト・スピーカ

らシートに評価とコメン

ないかチェック

声の大き

トの書き込みをする。

する。

さ、

ーの記入が終わった ・一人の発表が終わったら

イントネ

らシートを回収する。 拍手をする。

ーショ

④ グループごとのベ ・全員の発表が終わった
スト・スピーカーを

ら、各自ベスト・スピー

発表し、シールを与

カーを選び記入する。

える。

・各グループのベスト・ス

⑤ ベスト・スピーカ

ピーカー５名がシールを

ーの発表にコメント

表に貼り、前に出て全員
63

ン、
態度
シール
聞く態度
シール貼り

を与える。

の前でもう一度発表する。

① Topic A の Words

展開

＆ Phrases の意味

Ⅱ

・Words ＆ Phrases の意

おもしろ素 文字に頼

味 をテキストでチェック

材集 CD

(25

をテキストでチェッ す る。

分)

クさせる。
ンツに合わせてリピ

チャンツに合わせてリピ

・楽しい雰囲気作

る指示を出す。

きる

りをする。

ートする。

ートさせる。
③ Warm Up に答え

らずにリ
ピートで

・Words ＆ Phrases を

② CD をかけ、チャ

付け表

・Warm Up の答を書き

テキスト

ポイント

CD

が聞き取

込み、口頭で答える。

れる

④ 指名して口頭で答
を言わせる。
⑤ キーセンテンスを ・チャンツに合わせてキー ・英語のリズムを
チャンツに合わせて

センテンスをリピートす

リピートさせる。

る。

⑥ Task Listening
・Focus Listening
の指示と答え合わせ。
⑧～⑭ Topic B につ

体感させる

をもう一度流しシャド

の聞き取
りができ

・Task Listening・

・弱音化、消音化、ホワイトボ る

Focus Listening の答を

リンクについて ード

書き込み、口頭で答える。

板書して説明す

大きな声

る。

でシャド

・Topic A と同様

いても同様に進める。
⑮ Task Listening

細かい点

ウできる
・Task Listening を全
員でシャドイングする。

イングの指示を出す。 ・グループ内で宿題の役割
⑯課題（宿題）の提示

分担を決める。

資料８（平成 17 年 11 月 18 日（金）に実施された SELHi 実地調査のライティング指導案）

英語科学習指導案（文部科学省実地調査）
授業者：梶 里野
２００５年１１月１８日（金）第２限 ９：４５～１０：３５
第２学年２組
出席番号１番～２０番 男子１１名 女子９名
２年２組 ホームルーム教室
Writing
“Beautiful Men” Impact Value (Longman)
和文英訳演習 “Write it Right” (数研出版)
６．本授業の背景
「コミュニケーションの手段」としてのラィティングであるという立場から、自分の意
見
をパラグラフにまとめるという形で書くことに取り組ませている。間違いを気にせず、
一
定時間内にできるだけ多く自分の言いたいことを英語で伝えさせることを主眼として
き
た(Fluency)。また、その前提条件として、英語の文法・構文の正確な理解・把握は欠
かせ
ない。そこで文法知識を運用の段階にまで高め、文法的に正確な文章を書く力を養
成する
ため、和文英訳の演習も行っている(Accuracy)。
本授業は週１時間１単位の ALT との Team teaching でスタートした。練習に際して
Fluency と Accuracy を生徒にも意識させるため、前期は英作文学習ソフト Criterion
利用
の授業(Fluency)と、文法・構文中心の和文英訳の授業(Accuracy)を隔週で行った。
後期は
生徒個々の評価をきめ細かく行うことを考え、クラスを２分割し、２０人授業で
Criterion(ALT 担当)と意見文作成・和文英訳演習(JTE 担当)を
同時展開で行っている。本時は JTE 担当の意見文作成の授業である。
１．日時
２．対象
３．場所
４．科目
５．教材
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７．本授業のねらい
１トピックの提示方法を工夫し、生徒自身のメッセージを発見させる。
２メッセージを明確にし、意見として自己表現させる。
３常に読み手を意識して書かせる。
４他の技能（リスニング・スピーキング）を積極的に授業展開に取り込む。
８. 展開
過程
教師の指導内容
生徒の活動
留意点
Introduction
Casual talk & warm up
Listening / Speaking
Understanding

本時のトピックに関する会話を Listening / Reading
聞かせる。

Generating Idea

関連語彙を活性化させる。
Pair work
サンプル意見の支持文を考えさ Reading
せる。
自分の意見を書かせる。
Writing

Draft writing

Sharing

聞いたことを文
章化することを
意識させる。

読み手を意識さ
せる。１０分間
の制限時間を設
定する。
音声化すること
で不自然な箇所
を発見させる

書いたものをペアで音読させ
Reading
る。
お互いにコメントを書かせる。
一項目をリライトさせる。
Writing

Revising
Closing
９．評価
内容面・言語面をそれぞれ全体的採点法により ABCD の４段階で評価
A：論旨が明解。語彙・文法のミスがごく少数。
B：論旨が明解だが、語彙・文法のミスが目立つ。
C：論理展開が不満。語彙・文法のミスが少ない。
D：論旨不明瞭。語彙・文法のミスが目立つ。
(E)：問題の指示に合わない。語数が極端に少ない。
上記の基準を生徒にも知らせてあり、定期考査の自由英作文問題にも適用している。
資料９

公開授業研究会実施要項(3 年次)
○日 時

２００６年１月２０日（金）

１３：００～１７：１５

○会 場

大阪教育大学教育学部附属高等学校池田校舎
大阪府池田市緑丘１丁目５番１号(阪急宝塚線池田駅より徒歩２０分)

○題 目

実践的なコミュニケーション能力の向上をめざして
－SELHiとUNESCO協同学校の連携を通して－

○プログラム
13:00

13:30 13:40
受

付

授業Ⅰ

14:30 14:45

① O.C.I-A（１の１）

授業Ⅱ

15:35

④ 総合Ⅱ（２年生）

② O.C.I-B（１の１）
③ 総合I（１年生）
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15:35

17:15

全体協議会

【第１部】
：＜授業Ⅰ＞ 13:40 ～ 14:30
授業

科目

会 場

①

O.C.Ⅰ-A

PEC

授 業 者
隅 田 悦 子

Task-Based Learningとチャンツを利用した授業
②

O.C.Ⅰ-B

Media Library

Matthew

Walsh

Task-based Learning for International Awareness
③

総合Ⅰ

当日ご案内します

総合 I 担当教員

英語によるビデオレポート作り

＜授業Ⅱ＞ 14:45 ～ 15:35
総合Ⅱ
④

当日ご案内します

総合Ⅱ担当教員

中国での発表に向けての英語による
プレゼンテーションとビデオ報告会

指導助言者：仲野友子氏（国際教育交換協議会 CIEE)日本代表部、エグゼクティブ・ア
ドバイザー）
米田伸次氏（国際理解教育学会会長）
資料１０

公開授業研究会OCI学習指導案
指導者
１．対象

第１学年１組

出席番号

２．日時

２００６年１月２０日（金）

３．場所

本校メディアセンター PEC

４．教材

Planet Blue

５．単元

Unit 10

隅田

悦子

１番～２０番（男子１０名 女子１０名）＋留学生１名
１３：４０～１４：３０

Oral Communication I (旺文社)

Saying Good-Bye

６．単元の概要
このテキストでは日本人高校生の美和がアメリカ人家庭にホームステイしながら、現地
の

高校に通う１０か月を同時体験しながら英語学習を進めていくように構成されている。
最終の課である Unit 10 では美和が現地の高校で別れのスピーチをしたり、アメリカで

親

しくなった友達との別れを惜しんだりするという設定となっている。

７．授業構成
（１） スピーキング・パート（２５分間）
前時の単元

Unit 9 The Holiday Season からの課題で日本の祝祭日や行事について各
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自で調べ作成した原稿にもとづいて４人ずつのグループに分かれて Show & Tell を行い、
各グループで互選された１名のベスト・スピーカーが全体の前で発表する。
（２） リスニング・パート（２５分間）
本時の単元 Unit 10 の Topic A, Topic B の内容に従って、チャンツを用いたリピート
練習を行い、リスニング問題に全員で取り組む。最後に、本時の表現を利用して自分
の

周りの誰かに対する感謝の気持ちを表すスピーチの原稿を作ってくるという課題を

伝え

る。

８．本時の目標
（１） スピーキング・スキルの向上
・ 前時に学習した行事の説明の仕方を用いて作成してきたスピーチを、外国の生徒に説
明

するつもりで原稿を読まずに絵や写真等を見せながら、表情やアイコンタクト・声
きさなどに気をつけて友人の前で発表することができる。(表現力)

の大

・ 文字に頼らずに耳から聞いた語句や表現を英語のリズムでリピートすることができる。
（２） リスニング・スキルの向上
・ 積極的に友人のスピーチを聞き、話し手の意図を聞き取る事ができる。（聞く態度）
・ テキストのダイアログのポイントを聞き取る事ができる。
・ テキストのダイアログで弱音化・消音化・リンクなどを含む細かい点を聞き取ることが
できる。
（３） 表現の習得
・ 感謝の気持ちを表す表現を知る。
・ 別れの場面での表現を習得する。
・ このユニットで学んだ表現を用いて、感謝の気持ちを表すスピーチの原稿を作ってくる。
（次回への課題）
９．本時の展開
過程 教師の指導内容

生徒の学習活動

導入 ① Greeting

・Greeting に答える

(3
分）

留意点

教材・教具 評価
評価シート

② 評価シートを配りス ・評価シートに名前を記入
ピーチ発表について

する。

の留意点を確認する
展開 ①ＢＧＭをかけ、スピー ・スピーカーは一人ずつ立 ・ＢＧＭの音が大 おもしろ素 暗唱、
Ⅰ(22
分)

チを開始させる。
②グループの間を巡回

きすぎないよ 材集 CD

ってグループ内で発表
す る．

表情、

う 気をつける。

アイコン

し、少しずつ聞いて回 ・他のメンバーはそのスピ ・原稿を読んでい

タクト、

ーチについて Q&A を

る。

ないかチェッ

③ベスト・スピーカーの 行 ったり評価やコメント ク する。

声の大き
さ、

記入が終わったらシ を 書いたりする。

イントネ

ートを回収する。

ーショ

・全員の発表が終わった

④ グループごとのベス
ト・スピーカーを発表 ー

ら、各自ベスト・スピ
カーを選び記入する。

し、シールを与える。 ・各グループのベスト・ス
67

ン、
態度

⑤ベスト・スピーカーの

ピーカー５名がシール

シール

発表についてコメン を 表に貼り、前に出て全
ト する。

員

聞く態度

の前でもう一度発表

す

シール貼り

る。

付け表

展開 ① Topic A の Words ＆ ・Words ＆ Phrases の意

おもしろ素 文字に頼

Ⅱ(25

Phrases の意味をテ

材集 CD

分)

キストでチェックさ

をテキストでチェックす

せる。

る。

② CD をかけ、チャン
ツ
ト

味

に合わせてリピー ャ
させる。

ー

ピートで
・楽しい雰囲気作

・Words ＆ Phrases をチ

きる

りをする。

ンツに合わせてリピ
トする。

③ Warm Up に答える
指示を出す。

テキスト

ポイント

CD

が聞き取

・Warm Up の答を書き込

④ 指名して口頭で答を

らずにリ

れる

み、口頭で答える。

言わせる。
⑤ キーセンテンスをチ
ャンツに合わせてリ ・チャンツに合わせてキー
ピートさせる。
⑥ Task Listening・

細かい点

体感させる

の聞き取

センテンスをリピート
す る。

りができ
・弱音化、消音化、ホワイトボ る

・Task Listening・ Focus
Focus Listening の

Listening の答を書き込

指示と答え合わせ。

み、口頭で答える。

⑧～⑭ Topic B につい

・英語のリズムを

リンクについて ード
板書して説明
する。

・Topic A と同様

大きな声
でシャド
ウできる

ても同様に進める。
⑮ Task Listening をも ・Task Listening を全員
う一度流しシャドイ
ングの指示を出す。

で
シャドイングする。

⑯ 課題（宿題）の提示
資料 11

English in Actionの記録（ 3 年次）
8 月 22 日（月）:昨年度は 3 クラス編成だったが、今年度は 2 クラスで行うことになった。8 時前にMs.
Michelle RobertsとMs. Lesley Sherrattが到着する。（財）国際教育協会の弘田さ
ん
年

も同行。簡単な挨拶と打ち合わせの後、1 日目のスケジュールに入る。A Groupは 1
生と 2 年生の混成。B Groupは 1 年生のみのクラスである。昨年度と同様に今日は、

授

業参観は遠慮することにする。明日から我々が今後の授業の参考にするために、授

業

に参加できることになっている。応募者の英語力に大きな開きがあるので、うま

く展

開していくか、多少不安が残る。

8 月 23 日（火）：ボキャブラリー・ゲーム(衣服に関わる語彙）とコミュニケーション・ゲームを参観
す

る。コミュニケーション・ゲームは、旅行代理店の店員とイギリスから日本へ来た

訪

問者との対話である。もう少し活発に活動に参加してくれればと思う。イギリス

人講

師の方からも、あまり積極的でないことに、少しとまどいの声が聞かれる。午
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後は最
の設備更

終日のプレゼンテーションのための準備をした模様である。コンピュータ室
新のため、検索作業にコンピュータが使えないのが残念である。

8 月 24 日（水）：今日はコーディネーターの弘田さんが不在で、MichelleとLesleyが自力で登校する。
我々が授業を見学すると生徒が緊張して活発でなくなる、とのことなので、見学を
控

える。Oxford University Pressのコミュニケーション教材を中心に授業が進めら

れ

ている。生徒によると、英語を聞き取る力は、明らかに伸びているのがわかるが、

イ

ンストラクターと１対１で話す機会がやや少なくて、不満があるようである。積

極的

に話しかけて、英語を話す機会を作るように助言をする。

8 月 25 日（木）：午前中の一部の授業は、コミュニケーション・ゲームのような形で行われたが、その
他の大部分は、最終日のポスターを使ってのプロジェクト・ワークのプレゼンテー
シ

ョンの練習や、ドラマのリハーサルに終始したようだ。この講座を開催する以前

に、
ないよ

いろいろとこちらからの意見や要望を出したのだが、あまり受け入れられてい
うに思える。5 日間のEnglish in Actionとしてのプログラムがあるのだろう。

8 月 26 日（金):最終日は午後に生徒による発表会があった。。昨年度は掲示だけだったプロジェクト・
ワークをプレゼンテーションの形で、口頭発表することになった。ただ、ドラマ仕立
てのコンサートとの 2 本立てで、プレゼンテーションのほうは練習不足であり、原
稿

を読んでいる生徒が大部分であった。コンサートは昨年度より、内容のある作品

が多

かったように思う。
この 5 日間の講座の最初と本日の最後に評価テストを実施しているので、その結果

が

待たれる。また、最後にこの講座に対する生徒の感想を書かせたので、これも集計

結

果が出るのを楽しみにしている。

資料１２

「SELHiだより」
生徒や保護者に SELHi の趣旨、目標、具体的な活動内容を知らせるために、「SELHi だより」を 3
年間におよそ 20 号を不定期に発行した。ここに、その「1 号」、「8 号」
、「13 号」を掲載する。

SELHi だより

創刊号

SELHi運営委員会
附高・英語科（ June 2003 ）

９月から Wednesday English
Workshop が始まります
附高池田は平成１５年度から３年間にわたり， Super English Language High
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School(SELHi) に指定されました．英語の授業はもちろんのことですが，学校生活の様々
なところで新しい 試みを実施していきたいと考えています．今回はそのうちの二つを生徒
諸君に紹介します． 積極的に参加してくれることを期待しています．
１. Wednesday English Workshop (WEW)
６月から Raymond 先 生をお迎えし， NET が二人になりましたので，９月から Matt 先生
と Raymond 先生による Wednesday English Workshop を スタートさせます． WEW の概要
は次 のとおりです．
① 実施時間：毎週水曜日の放課後，１５時４０分～１６時３０分
② コース ： Advanced コースと Intermediate コ ースの２コース制にします。
A コースは海外滞在経験のある人やハイレベルの英語を勉強したい人のため
のものです．海外滞在経験者はできる限り参加してください． I コースはこ
れからスピーキングやリスニングの力を伸ばしたい人のためのものです．
も
ちろんコース選択は本人の自由意志です．
③ 教材
：少なくとも１ヶ月先ぐらいまでの教材を生徒諸君に事前に連絡します．でき
る限り１回完結の教材にします．
④ 登録制 ：教材を準備する必要がありますので登録制にします．全ての回に出席を義務
づけるわけではありませんが，登録した後は，毎回出席する努力をしてく
だ
さい．
附高祭後に WEW の日程と教材を印刷したものを，生徒諸君に連絡しますので，多くの
人が登録してくれることを願っています．
２． English Salonの新設
３階英語研究室の隣の部屋を English Salon とするために，整備したいと考えています．
準備期間を経て，１０月ごろから皆さんが使えるようにします． English Salon に は日刊
や 週刊の英字新聞，英語関係の辞書，そして英語の本を置きたいと思っています．イメー
ジと しては「ミニ英語図書室」のようなものを思い浮かべてください．時事的な英語の資
料が欲 しい，英語の読み物が読みたい，英語関係の調べものがしたい，そんなときに気軽
に利用で きる部屋にしたいと考えています．隣が英語研究室ですので，いろいろと助言も
できるので はないかと思っています．事情が許せば，この機能を新しくできる「国際教育
センター」の １室に来年度は移したいと考えています．

SELHi だより

８ 号

SELHi運営委員会
附高・英語科

Apr.200

4

SELHi ２年目の取組み
について
平成 15 年度に SEHLi(Super English Language High School) の 指定を受けて、 2 年目を迎
え ました。今年度の SELHi プロジェクトを皆さんにお知らせすることにします。
1 英語の授業で
文部科学省が提唱している「英語が使える日本人」の育成を目指して、様々な工夫をし
よ うと考えています 。まず 、今年度からは全ての学年に 、ALT ( Assistant Language Teacher )
とのティーム・ティーチングを行います。また２年生のライティングで、インターネット
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を 使った e-learning の授業も行います。詳しくは、それぞれの英語の授業で皆さんに説明
しま す。
2 英語の授業の外で
英語の授業時数には限りがありますので、放課後や長期休暇などで SELHi プ ロジェクト
を推進していきます。具体的には次のようなことを計画しています。
① English Workshop
火曜日と水曜日の放課後、 15 時 40 分～ 16 時 30 分まで、 English Workshop を 開催しま
す 。 火曜日は 、 TOEFL 対策の時間です 。 水曜日は昨年度と同様に 、 Matt 先 生には上級 （ ビ
デオ を見て、ディスカッション）を、 Ray 先生には中級（アメリカ文化のミニ講演会や中
級程度 のディスカッション）を担当してもらいます。いずれも登録制です。 4 月中旬に
English
Workshop の 内容をより詳しく説明した「 SELHi だより」を発行しますので、そ
れをよく読 んで登録してください。
② Reading Marathon
昨年から「英語サロン」に English Library を 設けて、 Reading Marathon を 展開してき
ま したが、 4 月から再スタートします。現在 500 冊あまりの洋書があります。今年度もさ
らに 様々の分野の洋書を購入する予定です。これも登録制です。昼休みに、西館３階英語
研究室 の隣の「英語サロン」に来て、登録後 Reading Marathon に 挑戦してください。
③「英語サロン」
英語研究室隣の「英語サロン」には、英語に関する様々なものをそろえています。 The
Japan Times や Asahi Weekly を はじめ、英語の雑誌や NHK の英語講座の CD 版も置いて
い ます。家で聞き逃した英語放送を聞いたり、録音したりすることもできます。また、ス
ピー チ・コンテストの案内や留学情報なども掲示しています。
④ 英語講演会
昨年度は１度しか実施できなかった「英語講演会」を今年度は複数回、開催する予定で
す。
⑤ イギリス短期留学
「英語が使える日本人」の育成を目指して、夏休みにイギリス短期留学を計画していま
す。 詳しくは別途、案内します。
⑥ 夏季短期集中英語講座
８月下旬に all English の 短期集中英語講座を実施します 。 これも詳しくは次号の 「 SELHi
だより」で案内します。

SELHi だより

13 号

SELHi運営委員会
附高・英語科 （ Apr.2005 ）

さあ，新学期だ！

SELHiの内容を再び、
紹介します

平成１７年度が始まり、新学期がスタートしました。 SELHi (Super English Language
High School) の取り組みも３年目の最終年次を迎えることになりました。５０期生も入学
し てきましたので、再度、我々の取り組みを皆さんに紹介します。
1 “ interactive ” な英語の授業をめざして
英語科では、一部の授業を受身で受けるものではなく、積極的に参加するものである、
と いう認識にたって構成しようと考えています。 ”interactive” と は 、「対話型の」とか「双
方 向の」という意味です。皆さんが英語で発話する機会を、できる限り増やしていこうと
する 試みです。この試みを通して 、「使える英語」の基礎をつちかって欲しいと考えてい
ます 。「受身で受ける授業」だけでは、皆さんのすばらしい能力が、授業の中で充分に生か
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されな いとも考えています . この方向性は , １年生と２年生で実施している「総合学習」と
同じ流れ です .
２ 「英語サロン」を訪れよう
英語研究室の隣に設けた「英語サロン」の紹介をもう一度詳しくすることにしましょう .
① イングリッシュ・ライブラリー
約 500 冊の英文図書を購入し、イングリッシュ・ライブラリーを開設しました。これら
の本を利用するには、イングリッシュ・マラソンに参加してもらわなければなりません。
１ 年生も入学後の諸行事が終わり、日常の学校生活が始まれば、英語の授業で手続きなど
につ いて、説明します。また、２、３年生についても新たに登録してもらうことになると
思いま す。これも英語の授業の中でお知らせします。今後も英文図書を購入し、蔵書を増
やしてい くつもりです。
② 英字新聞
時事英語が読みたい人も「英語サロン」を訪れてください。 Asahi Weekly と The Japan
Times を読むことができます。時事問題に関心のある人は、興味のある事柄を英語で読む
こ とによって、より幅の広い知識が身につきます。英字新聞は英語学習者にとって、宝の
山の ようなものです。
③ NHKラジオ講座
NHK ラジオ講座のテキストと CD も備えています。家庭で NHK の英語講座を聞いてい
る人もかなりいるはずです。聞き逃した番組を CD で聞くことができます。現在は一部の
ラ ジオテキストと CD しか備えていませんが、希望があれば他の番組のテキストなどもそ
ろえ たいと思っています。
３

３年生へ
大学受験で「リスニングテスト」を受ける必要のある人は。英語研究室で過去問の CD
を 借りて 、「英語サロン」で聞くこともできます。他の人の迷惑にならないように、ヘッ
ドフ ォンも購入しました。
まずは 、「英語サロン」へ来てください。皆さんの希望を最大限取り入れて、よりよい「英
語サロン」にしていきたいと考えています。

資料 13

実 施 計 画
ユネスコ協同学校との交流
生徒会・部の国際高校との交流
イギリス海外研修旅行の実施
「英語サロン」の充実

SPEAKING
Accuracy よりも
Fluency を重視して

長期休暇中の英語による
アクティビティ講座
English Workshop
Lecture Meetings
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LISTENING
多聴によって英語の音に
慣れることを重視して

Complex of Fuko
ユネスコ協同学校の
姉妹校への
ビデオレター作り

外部講師による
英語での講演会

１年 O.C.I での
ALT との TT
（２０人授業）
トレーニング

スピーチコンテストなどへの
応
募

授業でのリスニング

ＮＨＫラジオ
「英会話レッツスピーク」
などの聴取

エッセイコンテストなどへの応募

１・２年における
リーディングマラソン

２・３年ライティングでの
ALT との TT

英語Ⅰ・Ⅱにおける
速読トレーニング
英字新聞の活用
(英語版ＮＩＥ)

パラグラフ・ライティング
オリジナル例文作り
ユネスコ協同学校の姉妹校への
英文報告書作り

SRA Reading Practice による
個別リーディングの試み
英語外教科における
英語教材の活用

WRITING
和文英訳よりも
自由英作文を重視して

READING
インターネットによる
海外との発信・受信

精読だけでなく、
多読，速読も重視して

ユネスコ協同学校の
姉妹校との
メールによる交流

資料 14

SELHi3 年間の記録
03.03.31 文部科学省よりSELHi指定の連絡
（平成 15 年度）
03.04.07 SELHi運営指導委員会の人選に入る
03.04.15 1 年次の英語科の主な取組み
・１年生にEnglish Libraryを設置し、リーディング学力の向上をはかる
・１年生のO.C.Iの授業で、リスニング学力の向上をはかる
・２年生の英語Wの授業でALTとのTTを行い、より正確で高度なライティング授業を目指す
それぞれの授業について評価テストを行い，学力の伸長の状況を測定する
TOEIC から評価テストなどの説明を受ける
03.04.17 Bennesseから評価テストなどの説明を受ける
03.04.18 教育測定研究所から評価テストなどの説明を受ける
03.04.22 副学長を大学に訪問し，人的，財政的支援を要請する
SELHiに関わる予算が早期に執行できるように要請する
03.05.09 企画書最終案を文部科学省に提出
03.05.14 47 期生 1 年生にリスニング評価テストを実施
教材: TOEIC直前総合対策(The Japan Times)
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03.05.22 平成 15 年度SELHi連絡協議会に 3 名出席（会場：東京国際交流館）
～ 23
03.05.30 新外国人講師と面接。２年生の英語Wの授業に関して、TTをするJTEと打ち合わせ
03.06.03 SELHiプロジェクトに備え、前期中間考査後、教科の打ち合わせの時間をもう 1 時間とるこ
とにする。
03.06.03 英語能力判定テスト（英検）を評価テストとして採用する。１年生、２年生を対象に 1 回
目の評価テストを夏休みまでに実施する
03.06.09 「イングリッシュ・サロン」を充実させるための方策を話し合う
具体的な提案：① 登録制
② レッスン計画を立てて事前に生徒に提示
③ 少人数でinteractiveなレッスンを
さらに継続的に意見を出し合い、夏休み以降の実施に向けて計画を練る
SELHi予算の使い方についての検討
03.06.20 「SELHi だより」創刊号発行
03.06.20 第１回 SELHi 運営委員会での検討内容
① ２年生の英語 W への ALT の導入
②「SELHi だより」創刊号の発行
③「英語サロン」から ”Wednesday English Workshop” へ
④ 英研隣の相談室を ”English Salon” に ⑤ 英語能力判定テストを７月と２月に実施
⑤ リーディング・マラソンの準備が整い次第，９月より実施
⑥ 文部科学省により実地調査の希望日は 11 月 19 日(水)、26 日(水)、1 月 14 日(水)
⑦ 予算の執行は柔軟に行うことを確認
03.06.23 Wednesday English Workshopについて、生徒向けにアンケートを行う
03.06.25 Wednesday English Workshopについて，上記のアンケート結果に基づき，ALTと話し合う
03.07.03 「英語能力判定テスト」で 1 回目の評価テストを実施
03.07.09 「SELHi だより」第２号発行
03.07.09 「英語科からのアンケート調査」を実施
03.07.17 English Library のための図書カード作成完了
03.07.18 大阪学院大学高等学校から学校訪問
03.07.25 桃山学院高等学校から学校訪問
03.08.01 文部科学省から実地調査日を 11 月 12 日(水)すると連絡
中間報告書締切は 10 月中旬
03.08.27 英語科臨時教科会
① 英研横の相談室を「英語サロン」へ模様替え
② ‘English Marathon’の準備
③ 9 月 3 日（水）より,W.E.W.を始めるための準備
03.09.03 Wednesday English Workshop 始まる(15:40 ～ 16:30)。以後、毎週水曜日の放課後に開催
Advanced Course: 映画を見て，その内容や背景について英語で討論．参加者 5 名
Intermediate Course: 自己紹介のあと，アメリカの歴史，政治，文化などを生徒と質疑を
しながら，説明．参加者訳 40 名
03.09.13 第 16 回姫路独協大高校生スピーチコンテストで 1 年生が２位に入賞。タイトルは ”The Win
d
in My Face”
03.09.18 第 2 回SELHi運営委員会
03.10.08 O.C.Iで 20 人授業を開始．
03.10.08 中間報告書の一部を大学の附属学校部へ提出。授業案などについては、後日提出予定
03.10.08 二年生が修学旅行中のため、「英語サロン」に訪れるのは１年生のみ。１年生が２年生に比
べ、英語科の取組みへの参加人数が少ないのが気にかかる。「SELHiだより」を出してさら
にこの取組みを生徒に知らせる必要がある。
03.10.15 W.E.W. Aコースの人気上昇する，IコースはTOEFLのトレーニングのため、参加生徒急減。
再構成の必要あり
03.10.16 鳥取県立商業高等学校から学校訪問
03.10.22 Iコースは ”Halloween Special” のため、前回を相当上回る生徒が集まる。Aコースのビデオ
をみて討論は相変わらず好調
03.10.31 全附連高校部会の「あり方」分科会で「本校のSELHiの取組み」について発表
03.11.08 第 43 回大阪府高等学校英語暗唱・弁論大会で１年生（弁論）、２年生（暗唱）がともに優
勝
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03.11.12
03.11.19
03.11.28
04.01.15
04.01.25
04.01.30
04.01.30
04.01.31
04.02.04

SELHi実地調査（文部科学省より 2 名来校）
群馬県立中央高等学校から学校訪問
第 42 回全国高等学校生徒英作文コンテストで、優秀賞、入選（2 名）、学校賞を受賞
１年生で 2 回目の評価テストを実施
朝日英文エッセイコンテストに、１年生、２年生全員が出品
２年生で 2 回目の評価テストを実施
SELHi 運営委員会
豊中市主催・サンマテオ杯英語スピーチ・コンテストで１年生が５位以内に入賞
SELHi運営指導委員会（校内授業研究会に合わせて開催）
SELHi校内授業研究会(O.C.I・１年４組で、同時展開の 20 人授業を 2 コマ)
04.02.15 第１回近畿高等学校英語スピーチコンテストに、１年生が出場
04.02.20 平成１ 6 年度（2 年次）実施計画書提出
04.03.03 鹿児島県立志布志高等学校から学校訪問
04.03.06 SELHi運営指導委員会開催。 大教大から 2 名出席
04.03.15 英語講演会開催（午後１時～３時 30 分）講師：イギリス人大学教員。演題：
「異文化間コ
ミュニケーション－心理学的アプローチから－」参加者は約 20 名
04.03.24 平成 15 年度報告書提出
神奈川県立短大附属高等学校から学校訪問
04.03.31 平成 15 年度「朝日英文エッセーコンテスト」に１年生が入選と佳作を受賞
（平成 16 年度）
04.04.10 平成 15 年度のWEWを発展的に解消し、火曜日の放課後にTOIEC受験対策講座をJTEが担当し、
水曜日には中級コース（英米の文化を題材とした講義及びクイズ ）、上級コース（ビデオ
を見て英語で討論）をALTに担当してもらうことにする。これらを総称して、English Work
shopと呼ぶことにする
TOIEC受験対策コースには 25 名、中級コースには 20 名、上級コースには 10 名が登録
04.04.14 ベネッセから英語コミュニケーションテストの説明を受ける
04.04.22 兵庫県立三木高等学校から学校訪問
SELHi運営委員会
04.05.12 大教大、奈良教育大から学校訪問。SELHiのプロジェクトのついて情報交換
04.05.24 平成 15 年度の授業研究会は、SELHiに指定されたこともあって、英語科を中心に実施する
こととする。実施日は平成 17 年 2 月 18 日（水）の予定。
04.05.26 大阪市立南高等学校から学校訪問
04.05.28 EiAの夏期集中講座締め切り・53 人応募。当初、１クラスで実施の予定だったが、3 クラス
編成とし、初日にplacement testを行い、レベル別に分けて講座を展開する予定である実
施日は 8 月 24 日（火）～ 28 日（土）
04.05.31 今年度は 4 月から「英語サロン」を開いているが、訪れる生徒が少ない。例年、生徒は夏
休みまでのこの期間は、様々な行事に忙殺され、放課後に「英語サロン」を訪れる時間が
なかなか取れないのが実情である。昨年度と同様に、「英語サロン」の活動が活発になるの
は、秋になってからだと考えている。それまでに、SELHiの予算を使い、「英語サロン」に
置く教材の整備と充実を図りたい。夏休みが終わった段階で、「SELHiだより」を発行し、
「英語サロン」の利用を促したいと思っている。
04.06.07 ベネッセの「英語コミュニケーションテスト」を実施することに決定。7 月 9 日（金）と 7
月 16 日（金）の 2 回に分けて、1 年生の英語ＩＢの授業の時間に実施する。7 月の評価テ
ストを 1 回目とし、2 回目を 1 月ないしは 2 月に実施する予定である
04.06.25 平成 17 年 2 月 18 日（金）に開催予定のSELHi授業研究会のプログラムは、授業、SELHiの
全体構想と英語科の取り組みの 3 つの部分で構成する予定。「本校の英語教育－SELHiの指
定を受けて」（仮題）
04.06.28 「英語による多文化理解講演会」を 1 年生は 11 月 8 日（月）、2 年生は 10 月 18 日（月）、3
年生は 10 月４日（月）のそれぞれ、ＬＨＲを使って実施の予定。英語が話せる留学生を中
心に人選を進める予定
04.06.30 平成 16 年度ホノルル市長杯英語弁論大会で、1 年生が優勝
04.07.16 予定どおり、「英語コミュニケーションテスト」を１年３組で実施し、39 名が受験した。
04.07.17 第 43 回全国高等学校生徒英作文コンテストに応募するための原稿を夏休みの宿題として、
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1 年生、2 年生に課す。また、同時に第 44 回大阪府高等学校英語暗唱・弁論大会の原稿を
夏休みの宿題として、1 年生と 2 年生に課す
04.07.17 「英語による多文化理解講演会の開催」のために、「とよなか国際交流協会」へ留学生を中
心とした講師依頼に出向く
04.07.21 イギリス夏期語学研修へ出発（８月５日に帰国予定）
04.08.24 夏期英語集中講座(English in Action)を 28 日まで開催。53 名が参加。
04.09.01 英語コミュニケーション能力テスト(GTEC)の 7 月実施分の結果が到着
04.09.14 姫路獨協大学高校生スピーチコンテストで、１年生が優勝
04.09.15 English in Action の評価テストおよびアンケート結果が出る
04.09.16 平成 17 年 2 月 18 日（水）に実施するSELHi授業研究会の第 1 次案内を送付。授業は 3
本。・20 人授業のOCI（1 年生）、コンピュータを使ったライティング（2 年生）、速読教材を
使った英語I（2 年生）
04.09.30 平成１ 6 年度SELHi連絡協議会が、東京の日本教育会館・一ツ橋ホールで開かれる
04.10.01 後期からライティング（3 年生のTT）のパートナー変更
04.10.02 大阪芸術大学短期大学主催のスピーチコンテストで、1 年生が 3 位に入賞
04.10.04 SELHiプロジェクト英語講演会（フィリピン、タイ、マレーシア、ネパールからの日本への
留学生などを招いて、それぞれの国の文化や歴史などを話してもらう）。今回の対象は 3 年
生である
04.10.10 平成 16 年度も後期になり、大きな行事も終了したので、「英語サロン」の活動を充実させ
るために、「SELHiだより・13 号」を発行し、リーディング・マラソンへの参加を呼びかる。
最近、1 年生が「英語サロン」を訪れるようになる
04.10.18 SELHiプロジェクト英語講演会。今回の対象は 2 年生である
04.10.28 京都府立嵯峨野高等学校（SELHi指定校）の研究会へ、3 名の先生が参加
04.11.06 大阪府高等学校英語弁論・暗唱大会へ、1 年生 2 名が参加したが、とも入賞を逃した
04.11.22 SELHiプロジェクト英語講演会今回は 1 年生が対象である。これで、今年度の英語講演会は
すべて終了した。「とよなか国際交流協会」の協力がなければ、実施できなかったプログラ
ムである
04.12.03 英語コミュニケーション能力テスト(GTEC)のリスニング部門について 1 年生を対象にして
実施
04.12.06 英語コミュニケーション能力テスト(GTEC)のリーディング部門、ライティング部門につい
て 1 年生を対象にして実施。教科会で、2 月 18 日（金）の授業研究会の打ち合わせをする。
研究会資料の執筆の分担を決める
04.12.17 第 16 回朝日英文エッセーコンテストに応募させるため、1，2 年生全員に宿題を出す。
04.12.21 平成 17 年 2 月 18 日（金）に開催される授業研究会のテーマは、次のようになった。「本校
の英語教育－コミュニケーション能力の向上をめざして－」
04.12.22 全英連英作文コンテストで、3 年生 1 名と 2 年生 2 名が入賞
05,01.11 2 月 18 日（金）に実施される授業研究会の案内を送付。2 月 4 日（金）まで受け付ける。
「SELHi20 ヶ月のあゆみ」の原稿締め切り。この冊子は研究会当日に配布するとともに、平
成 15 年度にSELHiに指定されて、今日までの歩みを記録したものである
05.01.17 熊本県立の高等学校３校によるSELHi研究会に、2 名出席。3 年次の最終発表があった。
～ 18 生徒による成果発表のあと、3 年間の総括
05.01.24 第 16 回朝日英文エッセーコンテストに、1 年生、2 年生全員の約 300 名が応募
05.02.04 「SELHi20 ヶ月」完成
SELHi授業研究会の申し込みが本日で締め切られ、100 余名から参加の連絡をもらった
05.02.18 SELHi授業研究会を開催。2 年次は主に英語科の取組みを中心に発表した。テーマの「他教
科と連携させた、国際社会に通用する英語力育成のための教育方法の開発研究」どう具体
化するかが、今後の課題である
05.02.21 平成 17 年度（3 年次）の計画書を完成させ、大学の附属学校部へ副校長を通して提出
05.03.02 大分県立大分西高等学校より学校訪問
05.03.03 「他教科と連携させた…」の部分を、3 年次にどのように具体化していくかを考えるために、
職員会議で意見聴取をする。意見を集約し、研究部および、SELHi運営委員会で検討する予
定
05.03.14 SELHi運営委員会を開催して、３年次の計画について話し合う。特に「他教科と連携させた
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……」の部分をどう具体化させるかを議論する。この部分については、２年次までの取り
組みに加えて、新たに「総合的学習の時間」と連携させることで、ほぼ意見がまとまる
05.03.22 平成 16 年度（２年次）の報告書を完成させ、大学の附属学校部へ副校長を通して提出
05.03.25 東京ビッグサイトで開催された「SELHiフォーラム」に 3 名が出席
05.03.26 東京ビッグサイトで開催された「
「英語が使いえる日本人」の育成のためのフォーラム 200
5」に 4 名が出席
（平成 17 年度）
05.04.01 SELHi3 年次の取り組みついて、英語科で話し合う。今年度もそれぞれが、SELHiを意識した
授業を少なくとも一つ展開することになった
05.05.20 平成 17 年度の授業研究会を平成 18 年 1 月 20 日（金）に開くことに決定O.C.I(A)と総合I、
IIを公開する予定
05.05.25 GTECを使い、今年度 1 回目の評価テストを実施（対象 1、2 年生）
05.05.25 長野県立松本県ヶ丘高等学校から学校訪問
05.06.04 読売新聞創刊 50 周年翻訳コンテストに応募し、最優秀賞と優秀賞を獲得
05.06.06 SELHi連絡協議会が東京で開催され、2 年次の報告をする。3 名が出席
05.07.06 聖霊短大附属高等学校から学校訪問
05.07.15 10 月以降に開催予定の「英語講演会」の講師以来のため、「とよなか国際交流協会」を訪問
05.07.20 イギリス英語研修へ出発。8 月４日まで
05.08.22 夏期英語集中講座(English in Action)。8 月 26 日まで
05.08.30 獨協大学主催英語スピーチコンテストで、5 位入賞
05.09.15 亜細亜大学主催スピーチコンテストで、優勝
05.10.01 「他教科と連携させた･･････」取組を実践し、「公開授業研究会」で発表するため、英語科
および総合Ⅰ、Ⅱ担当者で、具体案を作り検討に入る
05.10.31 1 年生対象の英語講演会を実施。講師はタイからの元留学生
05.11.05 大阪府英語弁論暗唱大会に 1 年生が参加したが、入賞を逸す
05.11 14 ２年生対象の英語講演会を実施。講師は中国・北京からの留学生
05.11.18 SELHi実地調査（O.C.Iと 2 年生のライティングの授業を参観してもらい、その後、協議会。
文部科学省より 2 名来校）
05.12.01 GTECを使い、今年度２回目の評価テストを実施（対象 1、2 年生）
06.01.20 平成 17 年度公開授業研究会を開催
SELHi3 年間の最終報告を兼ねた研究会である。アスベスト問題に対応していたため、研究
会の案内を周辺校へ発送するのが、予定よりも 20 日ほど遅くなった。そのため、参会者も
50 人程度の小規模の「授業研究会」となった。英語のOCIと「総合的な学習」の総合Ⅰと総
合Ⅱを公開した。指導助言者は、SELHiと国際理解教育に関わる先生にお願いした。
06.01.31 GTECの結果が到着
06.02.20 SELHi報告書（3 年間の概要）を文部科学省へ送付
06.02.28 平成 17 年度SELHi予算執行期限
06.03.17 平成 17 年度「SELHiフォーラム」でSELHiプロジェクト 3 年間の最終報告（パシフィコ横浜
にて、ポスターセッションの形式で）。2 名出席
06.03.31 平成 17 年度事業完了報告書提出
06.04.07 平成 17 年度SELHi報告書とその概要を文部科学省へ提出
06.04.14 SELHi報告書（3 年間）を文部科学省へ提出
06.05 15 3 年間の報告書と資料集を作成し、SELHi校と近隣校に配布
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