
平成１８年度 研究開発実施報告書ＳＥＬＨｉ

１ ＳＥＬＨｉ学校名 山口県立華陵高等学校

２ 研究開発実施期間 平成１８年度 ～ 平成２０年度 （第１年次）

「確かな自己表現力を培うリーディング指導のための，質・量からのアプローチ及３ 研 究 開 発 課 題

び評価方法の研究開発」～高大連携による研究・分析を通して～

４ 今年度の研究計画

研 究 内 容 研 究 方 法

①生徒のリーディング能力の実 ①リーディングに関する意識調査，独自の速読テストや語彙テスト，

態把握 外部基準のコミュニケーション能力テスト等を利用して普通科・英

語科それぞれの生徒のリーディング能力の実態把握を行う。

②リーディング教材の研究開発 ②生徒の興味・関心やリーディング能力に応じた教材を開発する。

・本校教員と大学や他の高等学校の教員等からなる教材等開発研究

委員会を設置し，生徒の興味・関心を喚起し，スピーチ，スキッ

ト，ディベート等のアウトプットを促すリーディング教材の研究

開発を行う。

・教材開発に際しては，語数・語彙レベル・レジスターの観点から

， 。 ，易から難へ配列した 活動の目的に応じた教材を作成する また

読む必然性のある教材を提示したり，意味のあるタスクを設定し

たりするように留意する。

・語彙指導と併せて 「インプットの質と量」と「アウトプットの質，

と量」の相互作用及び相関関係について研究する。

， 。・ＡＬＴとの連携により 教科書の題材に関連した教材を開発する

・速読や多読等の目的に応じた教材を開発する。

③到達目標の検討及びシラバス ③高大連携による研究を通して，大学・社会で求められるリーディン

の改善・充実 グ能力を把握するとともに，本校生徒のリーディング能力の実態調

査に基づいて，適切な到達目標を検討する。さらに，この目標に基

づいて３年間を見通したシラバスのモデルを作成する。

④語彙指導の改善・充実 ④教科書で扱われる語彙に加え，派生語，同義語，反意語等を包括的

に扱う語彙指導を展開したり，学習した語彙を実際に使うことがで

きるアウトプットの機会を設けたりして，語彙がより効果的に学習

できるような工夫を試みる。

⑤目的に応じたリーディング指 ⑤目的を意識したリーディング指導の方法を探る。

導の方法の研究開発 ・生徒の興味や関心に応じた，アウトプットを誘発する教材を提示

することで，読後のタスクとして，要約，感想や意見等をスピー
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キングやライティングの形でアウトプットさせることに主眼をお

いた指導

・ ホームステイや修学旅行前の情報収集 「ディベートの論題に関「 」

する情報収集」等のプロジェクトを通じた指導

・速読に主眼をおいた指導

・スキャニングやスキミング等の方法を用いながら，英文を読んで

概要を把握したり，要約したりすることに主眼をおいた指導

・文中の意味のまとまりや指示語の内容を確認しながら読むことに

主眼をおいた指導

・英語教育講演会や大学の教員を招いてのワークショップの開催に

よるリーディング指導の研究

⑥多読等による背景知識の充実 ⑥語彙のレベルが段階的に上がるリーディング教材の活用や，他教科

との連携により，生徒の背景知識の充実を図る。

，⑦リーディング指導におけるテ ⑦ＡＬＴとのティーム・ティーチングに関してさまざまな試みを行い

ィーム・ティーチングの充実 効果的な指導方法を探る。

⑧研究成果の公表 ⑧研究成果をまとめ，公表を行う。

・授業公開

・インターネットのウェブページでの情報発信

・英語教育に関する研究会等での研究発表

⑨校内体制づくり ⑨週１回の英語科会の開催により科員の協力・推進体制を確立すると

ともに，職員会議等を通して研究開発の取組について全教職員に周

知し，共通理解を図ることにより，協力体制を構築する。

５ 研究開発の内容と評価

実施計画書に掲げた項目①～⑨のそれぞれについて以下に総括を行い，平成１９年度の取組の方向性を

示したい。

①生徒のリーディング能力の実態把握について

・外部基準のコミュニケーション能力テスト及び語彙レベルテストを利用して普通科・英語科それぞれ

の生徒のリーディング能力及び語彙力の実態把握を行った（ 。これらのテストを通添付資料１～３）

して，初年度の基礎データの収集ができたため，今後，定期的に同一のテストを行うことで，リーデ

ィング能力の伸びを検証し,過年度生との比較が可能になると考えている。

・これらのテストに加え，授業内において生徒の活動を観察した記録や小テスト，定期考査の結果を分

析して指導内容が定着しているかの評価を行った（ 。今後は，生徒に学習の記録を残さ添付資料４）

せ，それらも参考にしながら，総合的に生徒のリーディング能力を把握したい。

・別途，リーディングに関する意識調査を実施した（ 。しかしながら，到達目標の設定や添付資料６）

授業の在り方への新たな示唆は得られなかった。例えば 「あなたは英語を読む力をつけて何ができ，

るようになりたいですか」という問いに明確に答えられた生徒は少なく，答えた生徒でも「英語の本

が読める 「英字新聞が読める」という漠然とした回答や「ハリー・ポッターが読める」というよう」
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な特殊な回答であった。生徒の英語での読書経験が少ないためリーディングに関する具体的な目標が

描きにくいためであろうと推察する。

・研究方法で言及した独自の速読テストは別途作成することは見合わせ，ＧＴＥＣで得られる のwpm

数値を用いて代用することとした。

②リーディング教材の研究開発について

・平成１８年度に設置した本校教員と大学教員からなる教材等開発研究委員会は 「自己表現力を培う，

リーディング指導法の研究開発」に従事することとする。また，名称も委員会の機能に合わせ 「リ，

ーディング指導法研究委員会」に改称する。

・なお，当初計画していた教科書とは独立したリーディング教材の研究開発は見直しを図り，目的に応

じたリーディング指導の方法の研究開発をすることとした（ 。リーディングに主眼を置添付資料７）

く授業ではすでに科目の目的に応じて決定した教科書を用いており，授業と直接関連のない教材を新

たに開発しても使用する機会が実際には得られないからである。しかしながら，今後も生徒が興味・

関心を持って読めるような教科書を適切に選定し，必要に応じて教科書と関連した英文を探したり作

成したりして生徒に提示しながら，本研究を進める計画である。

・新たなリーディング教材としては，本校では多読指導の一環として，教員が持ち回りで英文記事を執

筆し，毎週生徒に配布している（ 。詳細は⑥「多読による背景知識の充実」で述べる。添付資料８）

③到達目標の検討及びシラバスの改善・充実について

， ， ，・リーディング能力の実態調査 運営指導委員会 さらに教員対象のワークショップでの議論を通して

本校生徒の到達目標を設定した。

＜卒業時の到達目標＞

「 速さは特に求めないものの）見出し語１４００語レベルの文章を読んで，表面的な情報を読み（

取るだけでなく，概要を要約したり，意見を述べたり感想をまとめたりすることができる」

（見出し語１４００語レベルは の に相当する語彙レベル）Oxford Bookworm Series Stage 4

・アウトプットと関連した以下のような目標に重点を置きながら３年間のリーディング指導を行う。な

お，１年次から最終到達目標を意識しながら，難度を高めつつ段階的に指導を行うように留意する。

＜重点目標＞

１年次： 表面的な情報が的確に読み取れること」「

２年次： 概要が要約できること」「

３年次： 意見を述べたり感想をまとめたりすることができること」「

・年間を通したシラバスについては，上記の到達目標を達成することができるものになるよう継続的に

改善・充実を図る。

， ，・単元別シラバス充実の一環として 平成１９年度からはリーディング授業の新しい課の最初の時間に

到達目標，授業計画，課題，生徒の自己評価項目を示したワークシートを配布する。
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④語彙指導の改善・充実

・リーディングにおいて語彙は重要な要素の一つであり，これまでの指導を踏まえつつ，今後も語彙リ

ストやワークシート等を用いて継続的に語彙指導を行う。

⑤目的に応じたリーディング指導の方法の研究開発

・大学教員を招いて，生徒対象のリーディング特別授業（平成１８年９月）や本校教員対象のリーディ

ング指導に関するワークショップを２回（平成１８年９月，平成１９年１月）開催した。平成１９年

３月に３回目の教員対象のワークショップを開催予定である。

・教材等開発研究委員会（改称予定）を運営指導委員会に日程を合わせて，２回開催し，リーディング

教材や評価方法に関して詳細な検討を行った。上記のワークショップと合わせて，本研究の方向性を

明確にし，内容を焦点化する上で，活発で有意義な議論が行われた。

・平成１９年度からは授業で用いたワークシート等の教材や評価に用いたテスト等を記録に残す計画で

ある。これらを精査することで 「英文を読んで概要を要約したり，意見を述べたり感想をまとめた，

りする」という自己表現活動と関連付けた本校におけるリーディング指導のモデルを築きたいと考え

ている。

・なお，上記ワークシート等には通し番号を付したり，サイズを統一する等，生徒が整理しやすくする

ための工夫を行う。

⑥多読等による背景知識の充実

・本校の多読指導には２つの柱がある。一つは『華陵ウイークリー』であり，もう一つは「多読プログ

ラム」である。

・ 華陵ウイークリー』は，平成１５年度から毎週発行し，希望者が読めるようにしていた４００語程『

度の長さの英文記事である。平成１８年度からは多読指導の一環として，生徒全員に配布し，定期考

査でも取り上げて評価の対象としている（ 。執筆は主に本校教員が行い，平成１８年度添付資料８）

は３９回発行し，通算１５４号を発行した。平成１８年度の記事は本校のホームページで読むことが

できる。

・ 多読プログラム」は，主に授業外で生徒に英文を読む機会を与えることを目的としている。現在，「

多読用図書を購入中で，平成１９年度からの稼働をめざしている。ワークシートを用いて読書の記録

を付けさせたり，適宜表彰を行ったりして生徒の意欲を高める工夫をする予定である。

・なお，平成１９年度からは内容をより的確に表現するために，この研究項目の見出しを「多読指導の

充実」に改める。

⑦リーディング指導におけるティーム・ティーチングの充実

・本校では英語科のみならず普通科でもリーディングに主眼を置いた授業で積極的にティーム・ティー

チングを活用している。授業外でもＡＬＴに生徒の作文の添削指導を依頼して，積極的にティーム・

ティーチングの利点を生かしている。
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⑧研究成果の公表

・平成１８年度は通算５回の授業公開を行った。運営指導委員会に伴う研究授業３回（平成１８年６月

・１１月 平成１９年２月 生徒対象に大学から講師を招いて行ったリーディング特別授業１回 平， ）， （

成１８年９月 ，文部科学省による実地調査１回（平成１８年１０月）において，近隣の中学校，高）

等学校等からのべ５０名程度の参観者があった。

・インターネットを活用して情報発信を平成１８年９月から行っている。現在，本校のホームページで

研究開発の概略を紹介する資料やデータを随時掲載するとともに 『華陵ウイークリー』を毎週更新，

している。

http://www.karyo-h.ysn21.jp/華陵高校：

http://www.karyo-h.ysn21.jp/SELHiWeb/SELHi2006.htmセルハイ：

・今後，英語教育に関する研究会での研究発表も行う予定である。

⑨校内体制づくり

・本校では，週１回の英語科会を開き,英語科教員の協力・推進体制を確立している。さらに，職員会

議等を通して研究開発の取組について全教職員に周知し，共通理解を図ることにより，協力体制を構

築することをめざしている。
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６ 生徒の英語コミュニケーション能力の向上と評価について

平成１８年度が研究開発１年次であることから，下記のような日程で生徒の英語のコミュニケーション

Schmitt, N., Schmitt, D., &能力の初期値の測定を行った なお 語彙レベルテストは（ ）。 ，添付資料１～３

Clapham, C. “Developing and exploring the behaviour of two new versions of the Vocabularyの

をもとに2000語・3000語・アカデミック語彙の３つの分野でテスLevels Test.” 18 (1)Language Testing,

トを行った。

これらのテストは先行の研究開発（平成１５年度～平成１７年度）から継続して使用しており，研究対

象の生徒のコミュニケーション能力の変容を把握するだけでなく，過年度生徒と比較することも可能であ

る。以下に考察を列挙する。

日時 テスト名

５月１９日 ＡＣＥ（第１回定期考査中に実施）

５月中下旬 語彙レベルテスト

７月１３日 ＧＴＥＣ（３年生ＡＤＶＡＮＣＥＤ）

１２月８日 ＧＴＥＣ（第４回考査中に実施：１年生ＢＡＳＩＣ，２年生ＡＤＶＡＮＣＥＤ）

２月中下旬 語彙レベルテスト

←ＡＣＥ（英語運用能力評価協会）

リーディング平均点推移

ＧＴＥＣ（ベネッセコーポレーション）→

リーディング平均点推移

① 外部基準のコミュニケーション能力テストによれば，リーディング・スコアは，英語科３年生がＡＣ

Ｅで0.7点の減少，ＧＴＥＣで6.5点の増加，２年生がＡＣＥで13.1点の増加，ＧＴＥＣで0.7点の減少

であった。これらの変容の原因は明らかではないが，今後も定期的にテストを実施して変化を観察する

と共に，本研究開発を通してリーディング指導の一層の改善を図りたい。

② 英語科１年生，及び普通科の生徒はこれらの外部基準のコミュニケーション能力テストを受けるのが

初めてなので，来年度以降，得点の推移を観察しながら，授業での指導へ生かしたいと考えている。
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③ 語彙レベルテストの結果は，順調な伸びを示

している。例えば，2000語レベルでは2.0～4.1

点の伸びであった。しかしながら，語彙レベル

テストの合格点は25点以上であるので，卒業ま

でに合格点に到達させるためには，語彙指導に

一層の工夫が必要である。

④ 独自のリーディングテストの作成に関して，

第１回教材等開発研究委員会（１１月２７日）

で実際にサンプルを作成して検討したが，テストの信頼性において外部基準のテストの方が優れている

と判断した（ 。授業で扱った個別のスキルが身に付いたかどうかを確かめるのであれば，添付資料９）

一般的なリーディング力を測る外部基準のテストや独自テストを用いるより，授業や定期考査でチェッ

クする方がよいという結論に達した。

⑤ 定期考査や授業で行う小テストは生徒のコミュニケーション能力を把握し，指導の効果を検証する効

果的な手段であると考えている。リーディングに係る定期考査では，学年の重点目標を意識しながら，

「表面的な情報が的確に読み取れること 「概要が要約できること 「意見を述べたり感想をまとめたり」 」

することができること」をテストする問題を出題している（ 。添付資料５）

⑥ 「インプットの質と量」と「アウトプットの質と量」の相互作用を検証するために，インプットとア

ウトプットの記録をファイルに綴じて集積させる計画である。具体的には，授業で用いたワークシート

等を「インプット・ファイル」に，英文を読んで概要を要約したり，意見を述べたり感想をまとめたり

した作品を「アウトプット・ファイル」に集積することで，生徒の自己表現力の伸びを確認したいと考

えている。なお，相互作用を検証する具体的な方法は運営指導委員会等で今後研究する予定である。
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７ 校内の英語教育（特に授業）の改善状況

校内組織は，英語科教員を中心に協力体制が確立している。これは本研究開発が２回目の指定であるこ

とから，１回目での指定の経験を通して，協力の重要性を本校教員が認識しているからである。平成１８

年度からの２回目の指定を受けて，特にリーディングを中心にした英語教育の改善のために，週１回の会

議はもとより，運営指導委員会等における研究・研修の機会を十分に活用して，授業改善に努めている。

また，以下のように（１）研究授業を４回 （２）本校教員対象のワークショップを２回実施した。ワー，

クショップは３回目を実施予定である。

（１）研究授業（公開）

ア 第１回（６月２６日）

○３年Ａ組（普通科 「リーディング」大田祐子教諭）

New Stage English Reading Part 1 Lesson 25: Platform 9 3/4教材： （池田書店）

○３年Ｅ組（英語科 「英語理解」山田芳彦教諭，ローレン・クリステンセン英語指導助手）

World Treck English Reading Supplementary Reading 1: Death of the教材： （桐原書店）

Classroom

イ 第２回（１１月２７日）

○２年Ｂ組（普通科 「英語Ⅱ」池永由紀教諭）

Vivd English Course II Lesson 8: The Humanism of Kurosawa Akira教材： （第一学習社）

○２年Ｅ組（英語科 「総合英語」片岡直史教諭）

Voyager English Course II Lesson 9: Beyond our Limits教材： （第一学習社）

ウ 第３回（１０月３０日）

○１年Ｅ組（英語科 「総合英語」石田尚子教諭，ジェニファー・ニール英語指導助手）

New Stream I Lesson 9: Baseball Is Back!教材： （増進堂）

○３年Ｂ組（普通科 「英語Ⅱ」清木伸幸教諭）

教材：2003年度 センター試験 追試験 第６問

エ 第４回（２月１９日）

○１年Ｂ組（普通科 「英語Ⅰ」梅地哲郎教諭）

Tomorrow English Course II Lesson 4: Laughter as Medicine教材： （啓林館）＊早期採用

○１年Ｅ組（英語科 「総合英語」石田尚子教諭，ジェニファー・ニール英語指導助手）

Tomorrow English Course II Lesson 4: Laughter as Medicine教材： （啓林館）＊早期採用

（２）教員対象のワークショップ

ア 第１回（９月２５日）

○山口県立大学 ロバート・シャルコフ助教授

・リーディングの生徒対象の特別授業に続いて，研究協議を行った。ペア・ワークのさせ方，ワ

ークシートの作成法，ティーム・ティーチングの利用法に関して質疑応答を行い，その後のリ

ーディング指導に多大な影響を与えた（ 。添付資料１０）
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イ 第２回（１月２３日）

○県立広島大学 本岡直子助教授

・リーディング指導に関する疑問点を事前に伝えておき，それらに関して専門家の立場から講義

をしていただいた（ 。リーディングにおける到達目標を明確にする等，本研究添付資料１１）

開発を推進する上で重要な研究協議を行った。

ウ 第３回（３月２３日）

○山口大学 高橋俊章教授

， 「 ，・平成１９年度に使用予定の教科書を用いて 平成１８年度に策定した到達目標 文章を読んで

表面的な情報を読み取るだけでなく，概要を要約したり，意見を述べたり感想をまとめたりす

ることができる」ための具体的な指導法について研究協議を行う予定である。
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８ 研究開発組織について

本校の研究開発組織は （１）運営指導委員会及び（２）本校教員と大学教員からなる教材等開発研究，

委員会の２つである。平成１８年度は運営指導委員会を３回，教材等開発研究委員会を２回開催した。こ

れらの委員会での審議を通して，生徒に求める到達目標及び研究方針が定まった。以下に討議内容や指導

・助言事項等について要約を記述する。

（１）運営指導委員会

ア 第１回（６月２６日）

○インプットの質と量とアウトプットの質と量について

・インプットの質と量，アウトプットの質と量を測るためにどうしたらよいか。

・インプットの質＝「生徒に読ませる際のタスクの工夫＝教授法」

○リーディングの到達目標のイメージ

・ あるテキストを読んで，それに対して自分なりに内容を整理，分析した上で自分の意見が簡「

単に述べられるような能力」を求める。

・ アクティブ・リーディング」「

学習者が要約や意見を他人に伝えるためのリーディングにつながる教授法が必要。

学習者自身がどうやって文章を整理したりまとめたりできるようになるのか。

例えば，文章を図にしてまとめ，その図を使って発表させる。

・リーディングのレベルについて

レベル１（文字通り，情報をそのまま取り出す）

レベル２（推測して読む，行間読みとり，情報をまとめるため自らの加工が必要）

レベル３（意見，感想，解釈）

○教材等開発研究委員会について

・高大連携の二本柱＝指導法の開発，教材の開発

・教材開発：教科書以外のサブ教材 『華陵ウイークリー』，

・生徒のレベルに合う，目的に応じた，語彙レベルやジャンルを様々に変えた教材開発。

・アウトプットを促すような教材を選ぶ。

・単独の教科書を作るかは検討する。

イ 第２回（１１月２７日）

○到達目標について

・ の レベルを目標にする。これでは分かりにくいので，Common European Framework B2

イメージとしては， の を目標にする。Oxford Bookworm Series Stage 4

○教材開発のイメージ

「 」 ， （ ）。・ リーディング・クックブック を作り 使える活動やタスクを収集し記録する 添付資料７

○独自のリーディング・テストについて

・教材等開発研究委員会で検討の結果， の が読めるようになったかを確かBookworm Stage 4

めるためには，独自テストを作成するよりはＡＣＥやＧＴＥＣのスコアを利用するほうが優れ

ていると判断した。

・スキル獲得の小テストを授業後に実施し，定期考査ではそれらのスキルを同じ形式で問い，定

着したかどうかを確かめる。
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ウ 第３回（２月１９日）

○研究授業での指導法について

・生徒の活動が増えていたのがよい。生徒の活動を教員がしっかり見守っていた。ワークシート

をもう少し上手に使うとよかった。

・教員主体で生徒が黙っている場面が多かった。活動にバリエーションが欲しい。リーディング

の授業は教員主導になってしまうので生徒がもっと授業に積極的に参加できる工夫を。

○インプットとアウトプットの相互作用について

「 」 ，「 」 ，・ インプット・ファイル に授業で用いたワークシートを アウトプット・ファイル に要約

エッセイ等の作品を集積するという２本立てで解決してはどうか。

・現段階では，アウトプットの定義付けがもっと必要では？

○評価について

・学校独自の測定テストをつくらなくてはならないのではないか？ＧＴＥＣ等は副で，定期考査

などを主にするという手もある。自己表現力を測るものが存在しなくてはならない。時間をか

けて作成してはどうか。

・定期考査のなかに評価してみたい項目を取り込んでみるのもよい。例えば，サマリーなどをテ

ストでも出題する。

（２）教材等開発研究委員会

ア 第１回（１１月２７日）

○進捗状況の報告

○「リーディング・クックブック」について

・章立てに沿って，使える活動やタスクを収集し記録する（ 。添付資料７）

○独自のリーディング・テストについて

・実際にサンプルを作成して検討したが，テストの信頼性において外部基準のテストの方が優れ

（ ）。 ，ていると判断した 個別のスキルが身に付いたかどうかを確かめるのであれば添付資料９

一般的なリーディング力を測る外部基準のテストや独自テストを用いるより，授業や定期考査

でチェックする方がよいという結論に達した。

イ 第２回（２月１９日）

本委員会の在り方について○

・本委員会は，平成１９年度からは 「自己表現力を培うリーディング指導法の研究開発」に従，

事することとする。名称も委員会の機能に合わせ 「リーディング指導法研究委員会」に改称，

する。

１９年度実施計画書について○平成

・第３回運営指導委員会に先がけて，平成１８年度研究開発の進捗状況について精査するととも

に，平成１９年度の実施計画に関して方針の確認を行った。
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９ 授業外活動等の記録

平成１８年度には，授業外活動として（１）外部講師による特別授業 （２）夏期語学セミナー （３）， ，

海外ホームステイ研修を実施した。

（１）外部講師による特別授業

本年度は平成１８年９月２５日に山口県立大学からロバート・シャルコフ助教授をお招きして，２

年Ｂ組（普通科）を対象にリーディングの模範授業をしていただいた（ 。事前にその添付資料１０）

クラスを担当する教員と綿密に打ち合わせを行い，事後もリーディングに関するワークショップを本

校教員対象に行っていただいた。テンポの良い授業で生徒から好評を博した。

Voyager English Course II Lesson 6: Selling a Product教材： （第一学習社）

（２）夏期語学セミナー

平成１８年度は１年生英語科全員４０名と１年生普通科９名，アシスタントとして留学生２名が参

加し，８月２２日～２４日に２泊３日の日程で実施した（ 。生徒約１０名を１名のＡ添付資料１２）

ＬＴが担当し，ゲーム，プレゼンテーション，ワークショップ等を通じ，英語力の向上をめざした指

導を行った。なお，２７名の市内中学生が合同参加した。

（３）海外ホームステイ研修

添付２年生の希望者を対象に，夏季休業中３週間，オーストラリアのブリスベン近郊で実施した（

。参加者は，ホームステイしながら，６～８名につき１名の講師（ＥＳＬ有資格者）が指資料１３）

導する語学研修をはじめ，現地学校の児童・生徒及び老人ホーム利用者との交流活動，アボリジニ文

化体験学習，フィールドトリップ等に参加した。英語運用能力を高めるだけでなく，異文化に長期間

浸る体験を通して多様な価値観の認識と国際意識の高揚を図った。



１０ 今後の計画（概略）

平成１８年度の研究開発を通して，到達目標及び研究方針が定まった。以下のような計画で平成１９年

度の研究開発を行う予定である。研究対象授業科目における指導の質を高めるとともに，生徒が触れる英

文の量を一層増やし，生徒のリーディング能力及び自己表現力の伸長をめざしたい。

研 究 内 容 研 究 方 法

①自己表現力を培うリーディン ①本校教員と大学教員からなるリーディング指導法研究委員会で，自

グ指導法の研究開発 己表現力の伸長を目的としたリーディング指導法を研究する。

・インプットの質を高めるために，読後のタスクとして，要約，意

見，感想をアウトプットさせることに主眼を置いた指導法につい

て研究する。

・インプットとアウトプットの記録をファイルに集積することで，

「インプットの質と量」と「アウトプットの質と量」の相互作用

について研究する。

②多読指導の充実 ②英文記事『華陵ウイークリー』及び「多読プログラム」を活用して

多読指導の充実を図る。

③シラバスの改善・充実 ③第一年次に設定した到達目標「英文を読んで概要を要約したり，意

見を述べたり感想をまとめたりすることができる」ことを実現する

３年間を見通したシラバスを構築する。

④生徒のリーディング能力の実 ④授業内評価，定期考査，外部基準のコミュニケーション能力テスト

態把握 語彙レベルテストを利用して生徒のリーディング能力の実態把握を

行う。

⑤研究成果の公表 ⑤研究成果をまとめ，公表を行う。

・授業公開を行う。

・インターネットで情報発信する。

・英語教育に関する研究会等で研究発表を行う。
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