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中学校外国語科における「書くこと」の力を育成するための指導の工夫

－「読むこと」と関連付けた言語活動を通して－

美祢市立於福中学校 教諭 上利 初代

１ 研究の意図

(1) 研究の背景

ア 発信する力の育成の重要性

「中学校学習指導要領解説 外国語編」（平成20年）では、指導要領改訂の基本方針の一

つとして、「自らの考えなどを相手に伝えるための『発信力』やコミュニケーションの中で

基本的な語彙や文構造を活用する力、内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力などの

育成を重視する観点から、『聞くこと』や『読むこと』を通じて得た知識等について、自ら

の体験や考えなどと結び付けながら活用し、『話すこと』や『書くこと』を通じて発信する

ことが可能となるよう、４技能を総合的に育成する指導を充実する」＊１とあり、発信する力

の育成の重要性があげられている。

現行の学習指導要領の下では、「聞くこと」及び「話すこと」を中心に指導を行ってきた

ため、発信する力に関わる「書くこと」に十分に時間を掛けて指導されていないという現状

がある。したがって、「書くこと」の力を育てる指導のより一層の充実が求められている。

イ 原籍校生徒の実態

原籍校第２学年の生徒に、英語の４領域の活動についてアンケートを実施したところ、「伝

えたい内容を英語で書いて表現することは簡単だ」という項目に対して、「そう思う」、「ま

あまあそう思う」と、肯定的に答えた生徒が全体の約７割おり、「書くこと」に苦手意識を

もつ生徒は比較的少ないことが分かった。

そこで、書いて表現する力がどの程度身に付いているのか、実態を把握するために、授業

実践で扱う「時制」についてテストを行った。その結果を見ると、ＡＬＴから届いたメールに

英文４文で返事を書くという活用する力を問う問題では、４文のうち２文以上、正しい語順で

書くことができた生徒は約５割、また、４文のうち２文以上、正しい時制で書くことができた

生徒は約２割であった。

以上のことから、第２学年は、苦手意識をもつ生徒は少ないものの、伝えたい内容を正しく

書いて表現する力が身に付いていない生徒が多いことが確認できた。

(2) 「書くこと」と「読むこと」を関連付けること

発信する力を育成する際には、「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た知識等を活用でき

るように指導することが大切である。発信する力の中でも、「書くこと」は、文字を扱うとい

う点で「読むこと」と結び付きの深い領域であり、この二つの領域を関連付けることにより、

英語と日本語の文構造の違いを意識させながら、言語材料の理解・定着を図ることができると

考えた。また、生徒が書いて表現する際、言語の使用場面を意識させたり、どんなものを書く

のかをイメージさせたりすることが重要となる。そこで、我々が実生活の中で行う届いたメー

ルを読んで返事を書くといった、読んだものを活用して自分の考えや気持ちを書く言語活動を

仕組むことによって、「書くこと」の力を高めることができるのではないかと考えた。
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(3) 研究の仮説

以上のことから、本研究では、「『書くこと』と『読むこと』を関連付けた言語活動を仕組

むことにより、『書くこと』を支える言語材料の定着を促し、言語の使用場面を意識した生徒

の『書くこと』の力を育成することができる」という仮説を立て、授業実践を通して検証する

こととした。

２ 研究の内容

(1) 本研究における生徒に身に付けさせたい「書くこと」の力

「書くこと」において、実際のコミュニケーションの中で、相手を意識しながら、学習した

ことを活用して書く力を育成することが重要である。そのためには、言語の使用場面を意識し

て英語で書こうとする態度や、正しい語順や語法を用いて文を構成する基礎的な力を育成する

ことが不可欠である。

そこで、本研究では、「書くこと」の力を「基礎力」から「活用する力」へと段階を踏んで

育成していくことにした。まず、基礎力を育成する段階では、言語材料の理解・定着を図るた

めに、語順や文構造の理解・定着のための活動と言語の使用場面を意識させる活動を相互に関

連付けて繰り返し行う。そして、活用する力を育成する段階では、基礎力の育成の段階で理解・

定着を図ってきた言語材料を活用し、実際に書いてコミュニケーションを図る活動を行うことを

考えた。

これらの活動のバランスに配慮しながら指導する中で、以下の四つの評価規準を設定し、生

徒の「書くこと」の力を評価することにした。

・間違うことを恐れず、積極的に書いている。

・読み手が理解しやすくなるように書いたり、書き直したりしている。

・与えられた状況にふさわしい表現を用いて書くことができる。

・正しい語順や語法を用いて、文を構成する知識を身に付けている。

(2) 「書くこと」と「読むこと」を関連付けた言語活動の全体構想

「書くこと」の力を育成するために

有効であると考えられる「読むこと」

と関連付けた言語活動について検討し

た。読む活動として、基礎力を育成す

る段階では、語順や文構造の理解・定

着及び言語の使用場面を意識させるこ

とを目的とした音読を、また、活用す

る力を育成する段階では、書かれたも

のを読むことや、書いたものを読み合

うことを取り入れることを考えた。そ

して、これら読む活動を書く活動と結

び付けて、「書くこと」の力の育成を

図っていくこととした（図１）。
図１ 「書くこと」の力を育成するための全体構想

以下に、この二つの段階における、「書くこと」と「読むこと」を関連付けた言語活動につ

いて述べる。
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ア 基礎力の育成（言語材料の理解・定着のための言語活動）

言語材料の理解・定着のための言語活動として、音読を行った後、「書くこと」の練習を仕

組んだ。音読は、文字を声に出して読むため、発音と語と語のつながりを視覚・聴覚を使って

理解させる効果がある。その効果を生かして、主に語順や文構造の理解・定着を図り、それに

よって書いて表現する力の育成をねらった。そこで、本研究では、難易度の低いものから順に、

リッスン・アンド・リピート、クローズ音読、リード・アンド・ルックアップ（安木、2010）

の３種類の音読（表１）を行った。

表１ 音読の種類と指導方法

音読の種類 指 導 方 法

英文を見て、教師の後について繰り返して読むもので、英文を記憶する

リッスン・アンド・リピート 必要はない。英文を提示するとき、ターゲットになっている言語材料の

部分の色を変え、注目させる。

クローズ音読
英文を見て、教師の後について繰り返して読んだ後、ターゲットになっ

ている言語材料の部分を隠していき、英文を徐々に記憶させながら読む。

リード・アンド・ルックアップ 自分で英文を見て読んだ後、英文から目を離し文全体を記憶して読む。

また、言語の使用場面を意識させるため、文脈を考えながら英文を書く練習を行い、さらに、

その場面を思い浮かべさせながら英文の音読を行った。その際、生徒の理解を助ける工夫とし

て、状況を説明する絵や図を提示した。

イ 活用する力の育成（言語材料を活用させる言語活動）

次のStep１～Step３のように、実生活に結び付いた場面を設定し、書いたり読んだりするこ

とに必然性をもたせる言語活動を行った。

(ｱ) Step１：書かれたものを読む言語活動

メールや紹介文など、誰かによって書かれたものを読む活動を行い、英文の内容を理解さ

せるだけでなく、その単元で扱う言語材料や書き方等に注目させ、Step２の自分で書いて表

現するときの参考となるようにした。

(ｲ) Step２：読み手を意識して書く言語活動

Step１の活動を受け、読んだ内容に対して返事を書くなど、読み手を意識して自分の気持

ちや考え等を書く活動を行い、書く意欲を高めるようにした。まず、個人で書かせた後、教

師が修正の必要な箇所にチェックを入れ、次の読み合う活動の中で生徒同士で修正する機会

を作った。

(ｳ) Step３：書いたものを読み合う言語活動

教師のチェックを受けた各自の作品をグループやクラス全体で読み合う活動を行った。生

徒同士で意見交換をしながら、まず、その単元で扱う言語材料を中心に、正しい表現に修正

するようにした。次に、読み手を意識するように促し、気付きを伝え合うことによって、よ

り相手に伝わりやすく、場面にふさわしい英文へと書き直すように促した。

(3) 授業実践 「New Horizon English Course２」 Unit４ Homestay in the United States

原籍校第２学年で授業実践を行い、主な言語材料である助動詞について、既習のものも含めま

とめて扱った。

ア 指導計画と評価

授業実践の指導計画と評価を表２にまとめた。
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表２ 授業実践の指導計画と評価

＊ゴシックは、実践例を挙げた授業

コミュニケーションへの
表現の能力

言語や文化についての
評価の観点

関心・意欲・態度 知識・理解

・間違うことを恐れ ・与えられた場面や ・正しい語順や語法
ず、積極的に書い 状況にふさわしい を用いて文を構成

評価規準 ている。 表現を用いて書く する知識を身に付
・読み手が理解しや ことができる。 けている。
すくなるように書

主な学習内容
いたり、書き直し
たりしている。

have ( h a s) t o、 間違うことを恐れず、 have(has) to、don't
don't (doe sn't) ワークシートで、have (doesn't) have to
have toを用いた文 ( h a s ) t o、 d o n ' t を用いた文の形・意

１ の形・意味・用法 (doesn't) have to 味・用法を理解して
を理解するための を用いた文を書こう いる。
言語活動 としている。

will、wil l n o t 間違うことを恐れず、 will と will not
(won't)を用いた文 ワークシートで will、 (won't) を用いた文

２ の形・意味・用法 will not (won't)を の形・意味・用法を
を理解するための 用いた文を書こうと 理解している。

基 言語活動 している。

言語の使用場面を 与えられた場面を意 can、may、have to、
礎 意識する言語活動 識しながら、can、 willを使い分けて文

３ (can、may、have may、have to、will を構成する知識を身
力 to、will） を用いて書くことが に付けている。

できる。

の mustを用いた文の 間違うことを恐れず、 must を用いた文の形・

４
形・意味・用法を ワークシートで、must 意味やmu stとhav e

育 理解するための言 を用いた文を書こう (has)to の用法の違
語活動 としている。 いを理解している。

成 must not(mustn't) 間違うことを恐れず、 must not を用いた文
と don't(doesn't) ワークシートで、must の形・意味・用法を

５
have to を用いた not(mustn't)とdon't 理解し、must not と
文の用法の違いを (doesn't)have to を don't have to の意
理 解 す る た め の 用いた文を書こうと 味の違いを知ってい
言語活動 している。 る。

言語の使用場面を 与えられた場面を意 can、 may、 have to、
意識する言語活動 識しながら、can、 mustを使い分けて文

６ (can、may、have may、have to、must を構成する知識を身
to、must) を用いて書くことが に付けている。

できる。

活

学習した助動詞を 特別教室の使用マニュ 特別教室の使用マ

用

活用する言語活動 アルを、間違うこと ニュアルにふさわし

す

① を恐れず積極的に書 い表現を用いて書く

る

７
特別教室の使用マ いている。 ことができる。

力

ニュアルの作成

の
学習した助動詞を 特別教室の使用マニュ 特別教室の使用マ

育
活用する言語活動 アルを、読み手が理 ニュアルにふさわし

成
８ ② 解しやすくなるよう い表現を用いて書く
特別教室の使用マ に書いたり、書き直 ことができる。
ニュアルの作成 したりしている。
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イ 言語材料の理解・定着のための言語活動を取り入れた授業展開①（語順や文構造の理解・定着）

語順や文構造の理解・定着を図るための授業（第１・２・４・５時）のうち、第４時の授業展

開を表３に示す。

表３ 学習活動の流れ（第４時）

＊ゴシックは「書くこと」と「読むこと」を関連付けた言語活動

目 ・間違うことを恐れず、ワークシートで、must を用いた文を書く。

標 ・must を用いた文の形や意味を理解し、must と have(has）to の用法の違いを知る。

学習活動 指導上の留意点

１ must の導入

・学校のルール等について、 must を使って表現し ・使用場面を理解させるために、英文とその状況を

た文を紹介する。 表す絵や日本語を提示する。

・must 及び have(has) to の形や意味について、 ・must の語順に注目させるために、フラッシュカー

ワークシートにまとめる。 ドを使う。

２ 新出語句の導入 ・生徒の予習を確認し、発音練習を中心に行う。

３ 本文の内容理解 ・ホームステイ先の家族と生活する上で大切な考え

方を伝える。

４ 音読 ・難易度の低いものから順に行う。

＜リッスン・アンド・リピート＞（全体） ・must と have to の違いが分かるように文を提示

＜クローズ音読＞（全体） する。

＜リード・アンド・ルックアップ＞ ・音読シートを使って、苦手な部分を、自分のペー

（個人→ペア） スで読ませる。

５ 「書くこと」の練習

・主な言語材料についての問題に取り組む。 ・早く解答できた生徒に、他の生徒の支援をさせる。

・生徒相互で答え合わせをした後、スクリーン ・理解の不十分な部分を互いに確認させ、最後に教

で文構造の確認をする。 師が解説を加える。

６ まとめ ・次時の学習(must not と don't have to の違い）の予

告と宿題の指示（音読、新出語句調べ）をする。

(ｱ) 音読の進め方

まず、＜リッスン・アンド・リピート＞では、理解・定着を図りたい must や動詞の部分の

色を変えたり、チャンクごとに区切ったりした英文をスクリーンに提示し、教師の後について

読ませた。次に、＜クローズ音読＞では、色を変えて提示した部分を隠して読ませ、語と語の

つながりの理解を深めた（図２）。さらに、＜リード・アンド・ルックアップ＞に進み、英文

を見ずに音読することで文全体を徐々に記憶させていき、後の書いて表現することにつながる

ようにした。また、音読で使用する英文は、教科書に出てくるものだけでなく、活用する力を

育成する段階での書く活動で活用できるものを意図的に取り上げた。

図２ クローズ音読で使用したスライド画面
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(ｲ) 音読シートの活用

クラス全体で音読を行った後

も、ペアや個人で練習できるよ

うに、図３のような音読シート

を準備し、英文と日本語の意味

を対比しながら音読させるよう

にした。学習した助動詞が増え

るごとに、シートに載せる英文

も増やしていき、家庭学習で

も、何度も繰り返し練習するよ

うに促した。
図３ 音読シートの一部

(ｳ) ワークシートの活用

音読を行った後、

ワークシート（図４）

を使って日本語に相当

する助動詞の用法や語

順を問う問題に取り組

ませ、書いて練習する

ことによって語と語の

つながりや文構造の更

なる定着を図った。
図４ ワークシートの一部

ウ 言語材料の理解・定着のための言語活動を取り入れた授業展開②（言語の使用場面の意識）

言語の使用場面を意識させるための授業（第３・６時）のうち、第６時の授業展開を表４に示

す。

表４ 学習活動の流れ（第６時）

＊ゴシックは「書くこと」と「読むこと」を関連付けた言語活動

目 ・与えられた場面や状況にふさわしい表現を用いて書く。

標 ・既習の助動詞(can、may、 have to、must)を用いた文を構成する知識を身に付ける。

学習活動 指導上の留意点

１ 助動詞(can、may、have to、must) の使い分

けに慣れるための練習

・与えられた絵について、正しく表現している ・どの助動詞を使うか判断できるように、生徒の状況に

助動詞を選び、英文を完成させる。 応じて解説を加える。

２ 「書くこと」の練習

・与えられた状況に応じて、助動詞(can、may、 ・早くできた生徒のための音読シートを準備しておく。

have to、 must)を用いて書く問題に取り組む。

・全体で答え合わせをする。 ・助動詞の語順や使用場面についての理解が深まるよう

に、解説を加えながら、解答をする。

３ 音読

＜リッスン・アンド・リピート＞ ・使用場面を思い浮かべさせながら、読ませる。

＜クローズ音読＞ ・生徒の状況に応じて、英文を読むスピードを調節する。

４ まとめ ・次時の学習（特別教室の使用マニュアル作成) の予告

と宿題の提示（音読、新出語句調べ）をする。



- 7 -

前時までに学習してきた助動詞の中から、状況

に応じたものを選び出して使う練習をし、その際、

使用場面を意識させる英文や絵を提示した。例え

ば、図５のように、絵を参考にしながら対話文を

読み、その文脈を読み取って助動詞を選ぶ練習を

行った。その後、学習した助動詞の使用場面を意

識して、書いて表現することにつながるように、

場面を思い浮かべながら音読させた。

さらに、「書くこと」の練習にお
図５ 助動詞を選ぶ練習

いては、和文をただ英訳するので

はなく、更に進んだ「書くこと」

の力を育てるために、与えられた

状況を、英語でどう表現したらよ

いかを考えて書かせるようにした

（図６）。ここでも、後の活用する

力を育成する段階で参考になるよ

うな状況設定をした。
図６ ワークシートの一部

エ 言語材料を活用させる言語活動を取り入れた授業展開

活用する力を育成する段階における言語材料を活用させるための授業（第７・８時）の授業展

開を表５に示す。

表５ 学習活動の流れ（第７・８時）

＊ゴシックは「書くこと」と「読むこと」を関連付けた言語活動

目
（第７・８時共通）

・特別教室の使用マニュアルを、間違うことを恐れず積極的に書く。
標
・特別教室の使用マニュアルを作成するのにふさわしい表現を用いて書く。

学習活動（第７時） 指導上の留意点

１ 助動詞(can、may、have to、will、must)の音読（否

定文も含む）

・前時までに行った音読で使用した文を復習する。 ・否定文の音読は丁寧に行う。

２ 海外の学校施設を説明した英文を読む活動（Step１）

・個人で内容を確認した後、グループで意見交換し、 ・ポイントになる表現に注目させるために、机

どの施設かを特定する。 間指導により支援を行う。

・全体で答え合わせをする。 ・助動詞を用いた英文を中心に解説をする。

３ 特別教室の使用マニュアルを作成する活動（Step２）

・マニュアル作成のための指示を聞く。 ・書く内容のヒントになる写真を与え、４文以

上で書くように指導する。

・グループになり、写真を見ながら個人でマニュアル ・ワークシートを集め、訂正が必要な箇所に

を作成し、提出する。 チェックをする。

＜マニュアルを作成する特別教室＞ ・生徒がグループ内で助け合って修正できるよ

・多目的室 ・コンピュータ室 うに、正答を与えず、チェックのみ付けて返

・理科室 ・体育館 却する。

＊四つのグループを編成し、一つのグループが

１か所を担当する。

４ まとめ ・次時の学習（特別教室の使用マニュアル修正）

の予告をする。
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学習活動（第８時） 指導上の留意点

１ 特別教室の使用マニュアルを作成する活動（Step３）

・前時に作成した各自のマニュアルを、グループで助 ・生徒が修正する際のヒントとなるように、間

け合って修正する。 違いの多かった部分については、全体的な指

導をする。

・グループ内で意見交換し、グループで一つのマニュ ・付け加えたい内容が既習の表現ではない可能

アルを完成させる。 性があるため、ヒントとなる表現を書いたカー

ドを渡し、生徒の書こうとする意欲を大切に

する。

・マニュアルをクラス全体に紹介するために、書いた

英文を大判用紙に書き、グループ内で読む練習をする。

２ 他のグループが作成したマニュアルを読む活動（Step３）

・全グループのマニュアルを黒板に貼り、クラス全体

で読み合う。

・他のグループが書いたマニュアルを読んで、その場 ・生徒の興味・関心を持続させるために、場所

所を特定する。 を特定する順番に配慮する。

・グループ間で読み比べ、他のグループのマニュアル ・より理解しやすいマニュアルが完成するよう

について気付きを発表する。 に、気付きがあれば、生徒間で指摘したり、

感想が自由に言えたりする雰囲気にする。

３ まとめ

・各自のマニュアルを見直し、再度付け加え等を行い、

提出する。

(ｱ) Step１：書かれたものを読む言語活動

着任したばかりのＡＬＴに、自分の通った中学

校の食堂について書いてもらい（図７）、それを

生徒に紹介した。ここでは、読んで内容を理解

させるだけでなく、Step２の書く活動の参考と

なるように助動詞と動詞にも注目させた。そし

て、生徒に、今度は自分たちの学校の特別教室

の使い方をＡＬＴに紹介するためのマニュアル

を作ろうと投げ掛け、相手を意識して書かせる

ようにした。 図７ Cafeteriaを紹介した英文

(ｲ) Step２：読み手を意識して書く言語活動

グループごとに別々の場所のマニュアルを作成するために、クラスを３～４人のグループに分

け、後で他のグループに自分たちが書いたマニュアルを読んでもらうことを伝えた。また、書く

内容がイメージできるように、どのグループにもヒン

トとなる写真を提示した（図８）。

最初は、個人で書くように促し、いったん、ワー

クシートを集めた。そして、今回、理解・定着をね

らった助動詞と動詞の間違いには赤色で、それ以外

の間違いには青色でチェックを入れ、修正が必要な

箇所を知らせた。その際、正しい答えを与えず、グ

ループ内の意見交換によって修正できるようにした。 図８ 写真を見て英文を書こうとする様子
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(ｳ) Step３：書いたものを読み合う言語活動

同じ場所のマニュアルを書いた生徒同士（３～４人）が集まり、まず、個人で書いたマニュ

アルをグループで検討し、教師が入れたチェックを頼りに修正するようにした。

次に、黒板に貼り出した全グループの作品を読み、どの場所のマニュアルであるかを当て

る活動をした。また、マニュアルに書いてある英文について意見交換を行い、他のグループ

のものを参考にして、更に英文を書き直すように促した。

(4) 研究の考察

ア 言語材料の理解・定着のための言語活動

(ｱ) 語順や文構造の理解・定着のための活動

授業実践（全８時間）のうち、語順や文構造の理解・定着のための活動を行った授業（第

１・２・４・５時）で、音読後に「書くこと」の練習を行った。これらの授業の振り返りシー

トの結果（図９）を見ると、「音読練習が簡単だっ

た」、「英文を書くのは簡単だった」という質問

に対して、「そう思う」、「少しそう思う」と回答

した生徒が徐々に増えていったことが分かった。

このことから、単元の初めの授業では、難しさ

を感じるためか、記憶を必要とする音読に進む

と、音読の声が小さくなったり、途中で読むこ

とができなくなったりする生徒がいたが、音読

は慣れれば難しい活動ではないことを生徒に実

感させることができたと考える。また、「語順の

理解ができた」という質問に対しては、全員が 図９ 振り返りシートで肯定的に回答した

肯定的に回答しており、実際に授業で「書くこと」
生徒の割合

の練習に使用したワークシートを見ても、助動詞を用いた英文の語順はほぼ間違いなく書け

ていたことが確認できた。さらに、同じ授業の振り返りシートの自由記述から、音読が「書

くこと」に役立つということを実感した生徒が多くいたことも分かった（表６）。

表６ 振り返りシートの自由記述（一部抜粋）

・先に音読をしたので、発音や意味が分かって、すらすら書けた。

・初めに音読をして発音が分かっていたので、文を書くとき、言いながら書けるのでよかった。

・文の意味を理解して音読や書く練習をしたので、書くとき、分かりやすかった。

・音読で文の構成が頭に入ったので、書きやすかった。

以上のことから、助動詞や動詞に注目させたり、英文を徐々に記憶させたりしながら、難

易度の低いものから順に行った音読は、生徒の語順や文構造の理解を促し、「書くこと」に

役立つ有効な手段であったと考える。

(ｲ) 言語の使用場面を意識させる活動

一つ一つの助動詞の意味や助動詞を用いた文の語順を理解していたとしても、どの助動詞

をどのような場面で用いるのかを判断することができなければ、助動詞を使い分けて書く力

が身に付いたとはいえない。そこで、対話文等を文脈を考えながら読み、これまで学習して

きた六つの助動詞のうち、どの助動詞を使ったらよいかを考えさせたり、与えられた状況に合っ
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た英文を書かせたりする課題を与えた。このことは、「使い分けを迷うので、分かるようにし

たい」という振り返りシートの記述から、助動詞を使い分けることの大切さに気付かせる上で

よい機会となったことが分かり、実際に言語材料を活用させる活動を行う前の効果的な練習と

なった。また、場面を思い浮かべさせながら音読を行ったことも、助動詞の使用場面を意識さ

せる上で役立つ活動であったと考える。しかし、英文を読み取ることに難しさを感じ、内容を

理解するのに時間が掛かる生徒がいたため、授業では、書く活動に移る前に英文の内容をどの

程度理解しているか確認することが必要となった。

また、授業実践数週間後に行った助動詞

についての定着度を測るテスト（図10）で

は、問題全体を通して、語順を問う問題に

ついて８割以上正解した生徒は、学年全体

の約９割であったのに対し、助動詞の使い

分けを問う問題について８割以上正解した

生徒は、約４割であった。このことから、

正しい語順を身に付けさせることはできた

が、助動詞を使い分けて書く力は十分に身

に付いているとはいえない生徒がいること 図10 助動詞の定着度を測るテストの一部

が分かった。これは、どの場面にふさわしい助動詞なのかを判断させるための練習が更に必要

であることを示している。

イ 言語材料を活用させる言語活動

Step１では、Step２の書く活動で活用させることをねらって、ＡＬＴが書いたアメリカの中学

校の食堂について紹介した英文を生徒に読ませた。実際に生徒が書いたマニュアルを確認したと

ころ、You で書き始めるなど、書くときの形式を参考にしていたことが分かった。

また、Step２で、最初に個人で書いた段階では、「～してよい」という意味の can や may を

使って書くべきところを、don't have to を使って書いている生徒が数人いるなど、助動詞の使

い分けが十分にできていない生徒の様子がうかがえた。しかし、グループ内で読み合い、意見交

換したことによって、どの生徒も正しい助動詞を使った英文にたどり着いていた（図11・12）。

図11 個人で書いた体育館の使用マニュアルを書き直した様子
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これまでは、生徒に書く活動を行わせ

た後、教師がチェックをして指導を終わ

らせることが多かったが、今回の授業実

践では、個人で書くことにとどまらず、

グループやクラス全体で読み合って仕上

げていく活動を行った。個人で書いたマ

ニュアルとクラス全体で検討した後のマ

ニュアルを比較すると、この読み合う活

動を行ったことによって、本研究で身に

付けさせたい力としてあげた「読み手が

理解しやすくなるように書いたり、書き 図12 グループで仕上げた体育館の使用マニュアル

直したりしている」態度の育成を図ることができたのではないかと考える。

また、Step３のクラス全体でマニュアルを読み合う活動を行う中で、あるグループは、助

動詞を使わず、この単元の直前に学習した if と命令文を組み合わせて表現していたことが

分かった。生徒は同じ内容を表現するときに、今まで学習してきたことを使って、別の表現

方法で書けることに気付く機会となった。また、特別教室を使うときの手順に着目して文の

順番を入れ替えたり、have to と must の意味の違いに注目して使い分けるなど、よりマニュ

アルにふさわしい英文に仕上げようとしていた。そのことを裏付ける感想が、授業後の振り

返りシートの自由記述にも見られた（表７）。

表７ 振り返りシートの自由記述（一部抜粋）

・グループになって、自分だけでは気付かない間違いに気付くことができた。

・どの順番に文を書くのが分かりやすいか、話し合って決めることができた。

・自分たちが書いた文より短い文で伝える文があって、分かりやすくていいなと思った。

３ 研究のまとめと今後の課題

(1) 研究のまとめ

本研究では、発信する力のうち、「書くこと」の力を育成するために、「読むこと」と関連

付けた言語活動を取り入れ、基礎力から活用する力へと段階を踏んで指導することを提案し、

実践を行った。

基礎力を育成する段階では、「書くこと」を支える言語材料の理解・定着を図る活動として

３種類の音読を実施したが、回数を重ねるごとに、生徒は音読をスムーズに行えるようになっ

た。そして、音読の後に「書くこと」の練習を行ったことで、生徒は語順や文構造への理解を

深め、「書くこと」の基礎力が向上したと考える。

また、活用する力を育成する段階においては、他の誰かによって書かれたものを読む活動を

設定したことにより、生徒にそれを参考として活用させることができた。さらに、読み手を意

識して書かせた後、書いたものをグループやクラス全体で読み合う活動をさせたことで、生徒

はそれまでの段階で培ってきた基礎力を活用しながら、より正確で状況に応じた英文に仕上げ

ていった。このことから、これらの言語活動が、生徒に「書くこと」に対する有用感を与え、

書こうとする意欲を高めることに有効であったと考える。
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(2) 今後の課題

ア 「書くこと」の基礎力につなげるための音読の取り入れ方

「書くこと」の基礎力の育成の段階で、音読を行ったことは言語材料の理解・定着を図る上

で効果があった。しかし、記憶を必要とする音読になると、スムーズに音読できるようになる

までに掛かる時間が生徒によって異なるため、途中で個人練習の時間を設定するなど、音読の

進め方に配慮する必要がある。また、リスニングや本文の読取り等、他の活動とバランスをと

ることも大切であるため、授業における音読の時間配分も考慮しなければならない。

そこで、今後は、書いて表現する力を身に付けさせるための音読について、授業への取り入

れ方をより一層工夫し、計画的に行っていきたい。

イ 使用場面を意識させるためのより効果的な言語活動の設定

「書くこと」の力を育成するためには、基本的な語彙や文構造についての知識を与えるだけ

ではなく、実際のコミュニケーションの場で、それらを使い分けて表現する力を育てる必要が

ある。しかし、現状ではそのための指導が十分行われているとはいえない。本研究では、言語

材料を使い分けて表現するための活動を、絵や図を活用するなどして授業の中に取り入れてみ

たが、助動詞の定着度を測るテストの結果から、言語材料を状況に応じて使い分けて書く力が

十分に定着しているとはいえない生徒がいることが改めて明らかとなった。

そこで、使用場面を十分理解させるために、今後、教科書の各単元で設定されている場面を

有効に活用したり、言語材料を使い分ける練習の機会を増やしたりする必要がある。その際、

言語材料を体系付けて扱い、その意味や用法の違いに注目させ、使い分けて書く力を育てるた

めのより効果的な言語活動が設定できるように研究を継続していきたい。
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