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即興的なコミュニケーション能力を育てる中学校外国語科の授業に関する研究 

―帯活動とタスク活動を用いた効果的な取組を通してー 

 

周南市立富田中学校 教諭 野坂 良太  

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

   「中学校学習指導要領解説 外国語編」（平成29年）では、これまでの外国語科の課題とし

て、文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという点に重点が置かれ、外国語によるコ 

  ミュニケーション能力の育成を意識した取組、特に「話すこと」「書くこと」などの言語活動

が適切に行われていないことや「やり取り」「即興性」を意識した言語活動が十分ではないこ

とが指摘されている。これから求められる言語活動として、互いの考えや気持ちなどを外国語

で伝え合う対話的な言語活動を重視し、具体的な課題等を設定するなどして学習した語彙や表

現等を、実際に活用する活動を充実させることが示されている。平成28年度英語力調査結果に

おいては、具体的な指導改善として、相手に伝えることを重視した活動や、即興的に話す力を

身に付けるために、簡単な語句や文を用いてその場で考えて即興的に話す活動を工夫し、帯活

動などを通して継続的に指導することが求められている。 

 (2) 研究テーマ設定の理由 

   原籍校で行ったアンケート結果（６月）から、７割以上の生徒がもっと英語を話してみたい

と感じていることが分かった。しかし、生徒の実態として、ＡＬＴと生徒のやり取りにおい

て、即興的に対応することを困難に感じている様子がうかがえた。ＡＬＴと生徒のパフォー 

  マンステストでは、自分の伝えたいことを正確に英語で表現できず、日本語を使用してしまう

様子も見られた。これらの原因として、既習事項と未習事項を織り交ぜ、生徒にとって理解可

能な良質なインプットが不十分であったことや、生徒が知識や技能を、実際のコミュニケー 

  ションの場で活用する機会が少なかったことが考えられる。このような状況から、コミュニ 

  ケーションの場において、その場に応じて考えながら、自分の伝えたいことを、内容を重視し

て発信する力の育成が必要であると考えた。 

   和泉(2016)は、良質なインプットなしに、言語習得は成されないと述べた上で、言語習得に

関して、「アウトプットすることで、言語習得をさらに活性化させていくことができる」＊１

と述べている。村野井(2017)は、「コンテクストの中で文法項目を理解することは，言語形式

と意味が１つのものとして記憶されるので，非常に効果的である」＊２と述べている。 

   そこで、本研究では、単元と授業にそれぞれつながりのある活動を取り入れた構成の中で、

良質なインプットを目的とした帯活動と、適切な発信の場を目的としたタスク活動を設定す

る。毎時間行う会話中心の帯活動では、教科書を素材とした未習の目標言語項目や表現を習得

する活動を仕組む。続いて取り組むタスク活動では、帯活動で習得した知識や会話に必要なス

キルを活用して発信する場を設定することで、即興的なコミュニケーション能力を育てること

ができると考え、本研究テーマを設定した。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 本研究における「即興的なコミュニケーション能力」 
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   本研究では、即興的なコミュニケーション能力を「コミュニケーションの場において、その

場に応じて考えながら、自分の伝えたいことを、内容を重視して発信する力」と捉える。 

 (2) 授業構成と単元構成 

   本研究では、図１の授業構成と単元構成を

基本として授業を行う。帯活動を行った後に

タスク活動を設定し、教科書の内容理解をす

るという授業構成である。タスク活動では、

生徒が帯活動で習得した知識や既有の知識を

自由に用いて活動に取り組み、生徒が課題達

成のために必要性があり、知りたいと思うこ

との答えを知るという形で、教科書の内容理

解を通して目標言語項目や表現に出合うことをねらいとしている。単元末では、その単元の学

習内容全てを活用するタスク活動を設定する。授業の中で、帯活動、タスク活動及び教科書の

内容につながりをもたせ、さらに単元を通して内容に一貫性をもたせることで、学習内容を確

実に習得することをねらいとしている。 

  ア 帯活動 

    帯活動について、太田(2012)は、「ある一定の期間，授業の一定の時間帯に行う活動」＊3

と定義し、１回の活動時間は短いが、ある一定期間続けていくことでまとまった時間を確保

し、繰り返し表現に触れ合うことの重要性を述べている。 

    以上のことを踏まえ、本研究では、帯活動を「単元を学習している期間、その単元の各授

業の導入として毎時間行う活動」と捉える。 

    帯活動では、ワークシートを用いてＱＡ形式の会話練習をペアで行う。ワークシートの内

容は、教科書を素材とし、単元で扱う目標言語項目や表現を中心としている。その中に、既

習事項と未習事項を織り交ぜ、単元末に設定したタスク活動でのやり取りをイメージし、そ

れらを文脈のあるものにしている。また、談話へと展開するための会話方略（相づちやつな

ぎ言葉等）も取り入れている。ワークシートに書かれた語句や文を読むことから始め、段階

的に負荷をかけながら活動に取り組ませる（表１）。単元を学習する間、毎時間同じワーク

シートを活用して習得を図り、タスク活動での使用を促していく。 

表１ 帯活動における段階的な負荷 

時間 目標（段階的な負荷） 

１時間目 
教師のあとについて正確に読むことができる。 
ペアでやり取りして正確に読むことができる。 

２時間目 
教師のあとについて正確に読むことができる。 
ペアでやり取りして、制限時間内に正確に読むことができる。 

３時間目 ランダムに質問されたことに答えることができる。 

４時間目 答える側では、ワークシートを見ずに答えることができる。 

５時間目 質問する側でも、答える側でも、ワークシートを見ずに受け答えできる。 

６時間目 
質問された内容に対し、ワークシートに書いてあることではなく、自分の考え
を答えることができる。 

７時間目 
質問された内容に対し、ワークシートに書いてあることではなく、自分の考え
を２文で答えることができる。 

 

図１ 授業構成と単元構成 
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  イ タスク活動 

    タスク活動について、Ellis & Shintani(2014)は、タスクと見なされる課題が満たすべき

条件を次の四つに整理している（図２）。 

①意味のやり取り 

 モデルの模倣や指定された言語形式の操作・活用ではなく、目的に応じたメッセージ内容（意味）の伝

達や理解が要求される。 

②ギャップ 

 課題達成のために埋めなければならない何らかの「ギャップ」（情報の欠落や差異、意見の相違、解決

すべき問題状況など）が存在する。 

③現有リソースの自由な活用 

 用いたり注意を向けたりする形式を事前に指定されることなく、学習者はその時点で自らの持つ言語

的・非言語的リソース(resources)を自由に用いて活動に取り組む。 

④成果 

 言語形式の理解や表出が正しくできることを示す (display)のではない、課題の内容に関連した成果が

設定されており、学習者はその達成を目指して活動する。 

図２ タスクの条件＊４ 

    以上のことを踏まえ、本研究ではタスク活動を「設定された課題を達成するために、生徒

が既有知識を活用して、英語で理解したり話したりしなければならない活動」と捉える。 

    タスク活動では、設定された課題を達成するために、生徒が帯活動で得た知識や会話に必

要なスキルを活用して、英語で理解したり話したりする活動を仕組む。その時間の目標言語

項目や表現を活用させるような課題を設定し、その課題に対してまずは個人で考え、ペアや

グループでのやり取りへと展開する。意味を伝えることを目的としたタスク活動を仕組むこ

とにより、形式の正確さよりも内容を重視したやり取りを意識させる。 

  ウ 内容理解 

    教科書を使用して、本文の理解も保証しながら目標言語項目や表現を学び、本文読解や音

読などに取り組む。タスク活動で用いた英語表現と、目標言語項目を比較させることで、よ

り自分が伝えたい英語表現を知識として習得することをめざす。 

    具体的には、本文をランダムに並べてそれらを正しい順番にしたり、本文読解後に内容に

関する質問に答えたり、会話文を平叙文に書き換えたりする活動などを仕組む。できる限り

英語で考える機会を増やしながら、本文に触れることを意識する。 

 (3) 第１回授業実践 

   第１回授業実践の概要を、次の表２に示す。 

表２ 第１回授業実践概要 

期  間 全14時間（６月～７月） 

対  象 第２学年（２年２組31人、２年４組32人） 

単 元 名 New Horizon 2 Unit 3 Career Day（不定詞） 

単元目標 

・自分の行きたい場所やしたいことなどについて、尋ねたり伝えたりすることができる。  

・夢や希望などについて述べることができる。 

・不定詞の用法について理解することができる。 

  ア 単元内容 

    本単元は、不定詞を活用して、自分の夢や希望について述べたり、自分の行きたい場所や

したいことなどについて、尋ねたり伝えたりすることができることをねらいとしている。教

科書の単元末には、夢の世界旅行というテーマで行きたい国について尋ね合う活動が掲載さ

れている。生徒が身近な課題として意欲的に取り組むことができるように、旅行会社のパン

フレットから自分が行きたい国を選び、その国で行きたい場所やしたいことなどをマインド

マップでキーワード化し、それを基にやり取りをする単元末のタスク活動を設定した。 
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  イ 単元指導計画（全７時間） 

    本授業実践では、表３に示すとおりに単元の流れを計画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 授業の実際 

    帯活動で、夢の世界旅行について

語り合うことができるということを

目標にしたやり取りを行った際に使

用したワークシートを示す（図３）。

本単元で学習する不定詞を用いた表

現、未習の接続詞や相手の発話に対

しての同意や反応を示すなどの既習

表現を取り入れている。 

    単元末のタスク活動に向け、それ

までの授業では、目的、やりたいこ

と、理由などを伝えるためのタスク

活動を設定した。不定詞が必要とな

るタスク活動を設定することで、生

徒はその必然性を感じながら取り組

むことができた。帯活動で習得した

表現を用いて、相手の発話に対し同

意や驚きなどの反応を示す様子が見

られた。しかし、ペアやグループで

のやり取りでは、談話へと発展する

様子が見られなかった。単元末のタ

スク活動で使用したワークシートを

示す（図４）。 

  エ 授業実践の結果と考察 

    帯活動では、回数を重ねるごとに自信をもって取り組む様子が見られた。しかし、段階的

な負荷をかけ、質問された内容に対し、自分の考えを答える場面では、相づちやつなぎ言葉

表３ 単元指導計画 

時間 単元名 タスク活動 

1 
 自己紹介（アイスブレイキング）、帯活動の説明・導入 

（※筆者は平成30年４月から長期研修のため） 

2 
Unit3-1 

Starting Out 

"Why do you use the computer?"といった質問のアンケートを作
成し、得られた回答について不定詞を用いてまとめる。 

3 
Unit3-2 

Dialog 

中学生に人気の職業のランキングを予想し、その職業が人気の理
由について不定詞を用いて説明する。 

4 
Unit3-3 

Read and Think 1 
ランダムに並べられた教科書の本文を、正しく並べ替える。 

5 
Unit3-4 

Read and Think 2 

ドラえもんの秘密道具の中から、中学生にとって一番役に立つも
のとその理由を考え、グループで一つに決定する。 

6 
単元末タスク活動 
（夢の世界旅行） 

海外旅行のパンフレットから、伝えたいことをキーワード化し、
マインドマップを作成する。 

7 
単元末タスク活動 
（夢の世界旅行） 

マインドマップを基に、ペアやグループで発表し、聴衆からの質
問に対してやり取りをする。 

図３ 帯活動で使用したワークシート 

図４ 生徒のマインドマップ 

①      How are you? ①      Good!  Thank you for asking.

　　　やぁ、調子はどう？ 　　　いいよ　　聞いてくれてありがとう

②      Where do you want to go in the future? ②      I want to go to New Zealand.

　　　将来どこに行きたいですか 　　　ニュージーランドに行きたいな

③      New Zealand?  Why? ③      To see kiwis.

　　　ニュージーランド？なんで？ 　　　キーウィ―に会うために

④      I see. ④      Do you know kiwis?

　　　なるほど 　　　キーウィ―って知ってる？

⑤      No, I don’t. ⑤      It’s a small animal.

　　　いいえ 　　　小さい動物ですよ

⑥      I think it’s a good idea. ⑥      Where do you want to go?

　　　いい考えだね 　　　あなたはどこに行きたいの？

⑦      Well…I want to go to Spain. ⑦      Spain?

　　　えっと、スペインに行きたいです 　　　スペイン？

⑧      I have a lot of things to do. ⑧      For example?

　　　すべきことがたくさんあるよ 　　　たとえば？

⑨      To meet Messi. ⑨      Oh, it’s amazing.

　　　メッシに会うために 　　　おぉ、それはすごい

⑩      In Spain, I want to see a bullfighting. ⑩      It looks exciting.

　　　スペインで闘牛が見たいんだ 　　　おもしろそうだね

⑪      What do you want to do in New Zealand? ⑪      I want to eat lamb meat.

　　　ニュージーランドで何をしたいの？ 　　　子羊の肉（ラム肉）が食べたいな

⑫      Can you swim in the beautiful sea? ⑫      I don’t know.

　　　きれいな海で泳げるんじゃない？ 　　　知らないな

⑬      How long does it take from Japan? ⑬      It takes about 7 hours.

　　　日本からどのくらいかかるの？ 　　　約７時間かかります

Interactive English

夢の世界旅行について語り合うことができる
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といった会話に必要なスキルを十分に活用できない様子が見られた。タスク活動では、ペア

やグループでやり取りをする際に、帯活動で学習した表現や既習事項を活用して、自分の伝

えたいことを伝えようとする場面が見られた。しかし、相手の考えや意見を引き出すような

質問などが見られなかったために、タスク活動でのやり取りが消極的なグループも見受けら

れた。こうした生徒の実態から、自分の伝えたいことを相手に分かりやすく伝えることや、

相手の発話に対しての反応や質問をするということに課題があると考えた。 

 (4) 研究の仮説及び検証の視点と方法 

  ア 研究の仮説 

    第１回授業実践を終え、単元と授業につながりのある帯活動とタスク活動を仕組むこと

で、生徒のコミュニケーション意欲や自己評価が高まり、具体的に自分の伝えたいことを重

視しながらやり取りをする姿が見られ、即興的なコミュニケーション能力の育成を図ること

に効果があったと考えられる。 

    そこで、本研究の仮説を「中学校外国語科の授業において、教科書を素材とした会話中心

の帯活動で、基本的な言語材料を習得し、その習得した知識や会話に必要なスキルを、タス

ク活動において活用し、発信する場を設定することで、即興的なコミュニケーション能力を

育てることができる」とし、前項の第１回授業実践の結果と考察を踏まえ、第２回授業実践

を通して検証を行うこととした。 

  イ 検証の視点と方法 

    検証の視点と方法を表４に示す。 

表４ 検証の視点と方法 

検証の視点 検証の方法 

①帯活動の有効性 授業アンケートの分析、活動の観察分析 

②タスク活動の妥当性 授業アンケートの分析、活動の観察分析 

③即興的なコミュニケーション能力の育成 パフォーマンステストの発話分析 

   (ｱ) 授業アンケートの分析 

     授業アンケートでは、生徒の意欲面の変化、帯活動の有効性、タスク活動の妥当性を分

析する。さらに、帯活動とタスク活動が即興的なコミュニケーション能力の育成に効果的

であったのかを分析する。 

   (ｲ) 活動の観察分析 

     授業での帯活動とタスク活動の観察から、生徒の様子を分析する。 

   (ｳ) ＡＬＴとのパフォーマンステストの発話分析 

     ＡＬＴと生徒のパフォーマンステス

トの概要を表５に示す。生徒が帯活動

で習得した表現を、どのような形

(Form)で使用したのか、どのようなパ

ターン(Pattern)で使用したのかとい

う点で分析する。 

 (5) 第２回授業実践 

   第２回授業実践の概要を、次の表６に示す。 

 

表５ ＡＬＴとのパフォーマンステスト概要 

実施日 
事前テスト：平成30年６月19日 

事後テスト：平成30年10月19日 

対 象 第２学年63人から無作為に抽出した12人 

設 定 ＡＬＴと生徒の対面式 

テーマ Where do you want to go in the future?  

時 間 ２分間 
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表６ 第２回授業実践概要 

期  間 全８時間（10月） 

対  象 第２学年（２年２組31人、２年４組32人） 

単 元 名 New Horizon 2 Unit 4 Homestay in the United States（助動詞） 

単元目標 

・学校や家庭生活の決まりごとについて尋ねたり伝えたりすることができる。 

・留学生に日本とアメリカの学校や生活の違いについて説明することができる。  

・助動詞の用法について理解することができる。 

  ア 単元内容 

    本単元は、これまでに学習してきた既習事項と本単元で学習する助動詞を中心に活用し

て、日本とアメリカの学校生活や日常生活の違いについて説明したり、ホームステイでのト

ラブルに対するアドバイスを与えたりすることができることをねらいとしている。表７に第

２回授業実践の単元指導計画を示す。教科書では、登場人物の咲が夏休みにアメリカでホー

ムステイをする場面が扱われている。しかし、実際に生徒がホームステイをする機会は限ら

れているため、タスク活動の現実性という視点から、単元末のタスク活動（４時間目）は、

自分の学校や家庭に留学生が来るという状況を設定した。 

  イ 単元指導計画（全５時間） 

    本授業実践では、表７に示すとおりに単元の流れを計画した。 

表７ 単元指導計画 

時間 単元名 タスク活動 

1 
Unit4-1 

Starting Out 

日本とアメリカの学校生活の違いについて、写真から分かること
を助動詞を用いて表現する。 

2 
Unit4-2 

Dialog 

アメリカにホームステイをするなら、学校や生活の場面で、どう
いったことをするか(will)、何がしたいか(want)を紹介し合う。 

3 
Unit4-3 

Read and Think 1 
ホームステイでよくあるトラブルについての解決策を提案する。 

4 単元末タスク活動 
日本に来た留学生と、日本やアメリカの学校生活や日常生活の違
いについてやり取りをする。 

5 
Unit4-4 

Read and Think 2 

日本に来た留学生に対し、日本の学校や日常生活でやってはいけ
ないことを紹介し合う。 

  ウ 授業の実際 

    第２回授業実践の帯活動では、留学生に日本の習慣を伝えることができるということを目

標にしたやり取りの中で、助動詞を中心とした相手の考えや意見を引き出すような質問を多

く取り入れた（図５下線部）。本単元で学習する助動詞を用いた文だけでなく、次の単元で

学習する接続詞や未習の現在完了形なども取り入れることで、生徒の自由な発話を促すこと

をねらいとしている。タスク活動では、日本とアメリカの学校や日常生活の違いについて、

それぞれの立場で伝えるべきことをマインドマップでキーワード化し、それを基にコミュニ 

   ケーションを図るようにした（図６）。全５時間のうち、４時間目の授業展開を表８に示す。 

表８ 授業展開 

学習活動 具体的な活動 

１ ペアで口頭による会話練習をする。 
 
２ タスク活動への見通しをもつ。 
  
 
３ 日本の習慣について説明し合う。 
 
 
４ グループの意見を発表する。 
 
５ 自己評価をする。 

〇帯活動のワークシートを用いたペアでのやり取り 
 
〇タスク活動のゴールの提示 
〇モデルによるタスク活動のイメージ把握 
 
〇日本の習慣をキーワード化し、マインドマップを作成 
〇マインドマップを基にペアでの意見交換 
 
〇グループ内での意見交換 
 
〇授業アンケートによる振り返り 
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  エ 授業実践の結果と考察 

    帯活動では、段階的な負荷をかけ、質問された内容について自分のこととして答える場面

において、習得した知識や、相づち及びつなぎ言葉といった会話に必要なスキルを活用する

様子が見られた。回数を重ねるごとに、アイコンタクトを図り、ジェスチャーを交えながら

積極的にコミュニケーションを図る様子がうかがえた。タスク活動では、ペアやグループで

やり取りをする際に、帯活動で習得した知識や談話標識（First,Secondなど）を活用し、自

分の伝えたいことを整理して伝えようとする場面が見られた。また、帯活動で提示した表現

だけでなく、そこで習得した表現を一部置き換え、全く新しい文脈で使用している場面が見

られた。このように、自分の伝えたいことを相手に分かりやすく伝えるために談話標識を用

いることや、相手の発話のポイントとなる部分を繰り返して確認し、さらに詳しく意見を求

める質問をすることができるようになった。 

 (6) 研究の結果と考察 

  ア 帯活動の有効性 

   (ｱ) 授業アンケートの分析 

     第１回授業実践（６月）と第２回授業

実践（10月）のアンケート結果を図７に

示す。「もっと英語で話してみたいと感じ

る」という問いに対して、肯定的な回答

が実践前の74％から、実践後には83％に

向上した。「英語を『話す力』が向上して

いるのを感じる」という問いに対して、

肯定的な回答が実践前の53％から、実践

後には84％に向上した。このことから、生

徒はもっと英語で話してみたいと感じており、英語を話す力の向上を感じていることが分

①      I learned about Japanese culture. ①      Have you ever visited Japan?

　　　僕は日本文化について学んだよ 　　　日本を訪れたことはありますか？

②      No, I haven’t.  This is my first visit. ②      Do you have any questions?

　　　いいえ　これが初めてです 　　　何か質問はありますか？

③      What time do I have to get up? ③      You have to get up at six.

　　　何時に起きないといけないの？ 　　　６時に起きなければいけません.

④      Oh, really?  Every day? ④      You don’t have to get up early on weekends.

　　　えぇ？　毎日？ 　　　週末は早起きしなくてもいいですよ

⑤      I want to enjoy watching sumo. ⑤      I’ll take you to interesting places.

　　　相撲が見たいな 　　　おもしろい所へ連れていくね

⑥      Do I have to help you with your housework? ⑥      You have to help my mother.

　　　家事をお手伝いしないといけませんか？ 　　　母の手伝いをしなければなりません

⑦      Can I use a shower? ⑦      Yes.  But you mustn’t take a shower in the bathtub.

　　　シャワーを使ってもいい？ 　　　はい　でも浴槽の中でｼｬﾜｰを使ってはいけません

⑧      Why? ⑧      Because we all use the same bathwater.

　　　なんで？ 　　　みんな同じ浴槽の水を使うからです

⑨      Do I have to take off shoes indoors? ⑨      You have to take off your shoes.

　　　中では靴を脱がないといけませんか？ 　　　靴を脱がなければいけません

⑩      What is the difference between American and Japanese schools? ⑩      There are two differences.

　　　アメリカと日本の学校の違いは？ 　　　２つ違いがあります

⑪      Please tell me more. ⑪      First, we have to wear school uniforms.

　　　もっと教えて 　　　まず、制服を着なければならないです

⑫      Oh, it’s cool! ⑫      Second, we mustn’t bring our smartphones.

　　　おぉ、かっこいい 　　　次に、スマホを持って行ってはいけません

⑬      I’ll leave it in my room. ⑬      I think many students will try to talk with you in English.

　　　じゃ部屋に置いておくよ 　　　多くの生徒が英語で君に話しかけると思うよ

⑭      Do I have to speak Japanese? ⑭      You don’t have to speak perfect Japanese.

　　　日本語を話さなければなりませんか？ 　　　完璧な日本語を話す必要はありません

Interactive English

留学生に日本の習慣を伝えることができる
Your school is going to have a group of international students from America.
And your family is hosting a student.
So you have to tell an international student dos and don'ts .

Your idea

（実際の生徒のワークシートより）

With your family

Writing (日本に来る留学生に向けて）

dos

 You  have to clean your room and bathtub                                 .

 You  can use Wi-Fi for computer, video game and smartphone .

 You                                                                                                .

 You                                                                                                .

 You  have to eat Japanese food                                                  .

 You                                                                                                .

don'ts

 You  mustn't talk with my mother in English                             .

 You                                                                                              .

With your family

housework

clean the bathtub

Wi-Fi

computer

video game

phone

mother

Japanese

English

clean your room

with my family
at house

sister

play basketball

Japanese food

図６ タスク活動で使用したワークシート 図５ 帯活動で使用したワークシート 

図７ 授業アンケート結果 
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もっと英語で話してみたいと感じる

英語を「話す力」が向上しているのを感じる

（回答者63人）

帯活動を使った活動は自分のためになると感じる
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かる。「帯活動を使った活動は自分のためになると感じる」という問いに対しては、実践

前後で肯定的な回答が多い。このように、生徒のコミュニケーションに対する意欲の向上

や自己評価の高まりが見られたということは、生徒自身が帯活動の有効性を実感し、英語

で即興的にコミュニケーションを図ることへの自信につながったと考える。 

   (ｲ) 活動の観察分析 

     第１回授業実践では、初めての帯活動に戸惑いを見せながらも、熱心に活動に取り組む

様子が見られた。英語での指示が理解できずに、周りの動きを見て判断する生徒や、ペア

で教え合う姿も見られた。第２回授業実践では、帯活動にも慣れ、意欲的に取り組むこと

ができた。コミュニケーションをより円滑にするために、非言語的コミュニケーションの

活用を促すと、帯活動で意識して取り入れていた。生徒は、１時間の授業で、５～６人の

生徒と会話練習をするようになるが、回数を重ねるごとに自信をもって発話している様子

が見られた。自分が読めない部分を、相手の発話から学習し、次の相手には正しく伝える

ことができる生徒が多かった。 

     タスク活動に取り組む際には、帯活動のワークシートを参考にしながら自分の考えをま

とめたり、相手に伝えるときの手立てとしたりする様子がうかがえた。 

     参観者からは、回数を重ねるごとに活動が活発になっているという意見や、学習した表

現を自然に使っているという意見が出された。一方で、帯活動の一文の表現が長いため

に、読みづらさを感じている生徒も見受けられたという意見も出された。 

  イ タスク活動の妥当性 

   (ｱ) 授業アンケートの分析 

     第２回授業実践では、毎時間授業後に

アンケートを実施した。その項目の一つ

である「帯活動で学習した表現が、タス

ク活動で役に立った」という問いの結果から分析する。 

     第３時と第４時の授業アンケートの結果を示す（図８）。第３時に実施したタスク活動

では、肯定的な回答が50％であった。これは、第４時に実施したタスク活動では、81％の

肯定的な回答があったことから、低い数値であるといえる。 

     第３時のタスク活動は、日本人の中学生がアメリカにホームステイをした際に、よくあ

るトラブルについて解決策を考え、ホームステイをする生徒役にアドバイスをするという

ものであった。この授業実施後

に、上述の帯活動とタスク活動と

の関係についての質問をし、さら

に、肯定的な回答をした生徒（63

人中、第３時：19人、第４時：47

人）には、「具体的にどのような

表現を参考にしたか」という質問

を設定し、複数回答をさせた。第

４時にも同様の質問をした。第３

時と第４時の結果を示す（図

９）。図中の丸囲みの番号は、図

図８ 授業アンケート結果 

図９ 帯活動の表現の活用 

① 2 ① 0 ① 1 ① 0
② 1 ② 3 ② 0 ② 2
③ 0 ③ 7 ③ 2 ③ 14
④ 2 ④ 3 ④ 7 ④ 10
⑤ 4 ⑤ 3 ⑤ 0 ⑤ 2
⑥ 3 ⑥ 8 ⑥ 1 ⑥ 15
⑦ 3 ⑦ 4 ⑦ 3 ⑦ 15
⑧ 6 ⑧ 1 ⑧ 9 ⑧ 5
⑨ 2 ⑨ 5 ⑨ 5 ⑨ 23
⑩ 0 ⑩ 2 ⑩ 0 ⑩ 2
⑪ 5 ⑪ 3 ⑪ 11 ⑪ 24
⑫ 3 ⑫ 0 ⑫ 11 ⑫ 21
⑬ 0 ⑬ 1 ⑬ 1 ⑬ 2
⑭ 3 ⑭ 9 ⑭ 3 ⑭ 15
　※①～⑭は図５のワークシートの表現を示している。
　※10人以上が肯定的回答をした表現を塗りつぶしている。

　　　　      第３時　（単位：人）　　　　      第４時　（単位：人）
Questions（左側） Answers（右側） Questions（左側） Answers（右側）

41%

63%

24%

52%

26%

59%

33%

20%

29%

32%

24%

22%

16%

11%

36%

11%

41%

17%

10%

6%

10%

5%

9%

2%

６月

実践前

10月

実践後

６月

実践前

10月

実践後

第３時

第４時

あてはまる だいたいあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

帯活動で学習した表現が、タスク活動で役に立った
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５のワークシートの表現を示しており、図９の数字は回答者数を表している。 

     第３時のタスク活動では、生徒にアメリカ人の生活習慣や文化についての背景知識が必

要であった。例えば、学生たちがパーティーを開催することや、ホストファミリーがどう

いった存在であるかといった知識である。こうした異文化についての背景知識をもってい

ない生徒にとっては、どのようなアドバイスができるのかを考えるということが困難で 

    あったように考えられる。アンケートの自由記述においては、「アドバイスを考えること

が難しかった」という意見が多く見られた。 

     第４時では、アメリカからの留学生を学校や家庭で受け入れるという場面設定をし、留

学生と日本の習慣について即興的にやり取りを行うタスク活動を実践した。このタスク活

動では、日本の学校生活や家庭生活を基にやり取りをするため、自分の生活に照らし合わ

せてやり取りをすることができた。そのため、生徒は帯活動で習得した知識を活用しなが

ら自分の伝えたいことを英語で伝え、タスク活動に取り組むことができたと考えられる。

図９の結果から、生徒が参考にした表現の多くは、本単元で学習する助動詞が含まれてい

る表現であり、留学生に日本の学校や家庭生活の習慣を伝えるために有益なものであっ

た。 

     以上のことから、第３時に実施した異文化の背景知識が必要となるタスク活動は、生徒

にとって難易度が高く、帯活動で習得した知識を十分に活用することができなかったと考

えられる。しかし、第４時に実施した自分の生活に照らし合わせて取り組むタスク活動で

は、帯活動とつながりのあるタスク活動となり、帯活動で習得した知識や、会話を円滑に

するための談話標識などを発信する適切な場になったと考えられる。 

   (ｲ) 活動の観察分析 

     第４時のタスク活動では、自分の伝えたいことを論理的に説明するために、帯活動で学

習した談話標識を用いて相手に分かりやすく伝える場面が見られた。自分の伝えたいこと

を羅列して述べるのではなく、談話標識を用いることで、自分の意見を整理しながら伝え

ている。また、グループでの話合いでは、話し手の意見を聞くだけでなく、その意見に対

して質問をしたり、反応を示したりする様子もうかがえた。 

     タスク活動は、個人で自分の考えをもち、ペアで意見交換し、グループで意見を共有す

る展開で行うが、話し始めるきっかけや相手の発話に対する意思表示を明確にするための

表現（図10）をスクリーンに提示し、活用することを促した。タスク活動では、帯活動で

学習した表現とともにこれらの表現を活用する

ことで、円滑にコミュニケーションを図る様子

が見られた。生徒はタスク活動において、本単

元で学習する目標言語項目が含まれている帯活

動の表現を活用していることが分かった。さら

に、帯活動に織り交ぜた既習事項や未習事項に

ついても、適切な機会に応用して即興的にコ 

    ミュニケーションを図っている様子が見られた。  

  ウ 即興的なコミュニケーション能力の育成 

    ＡＬＴと無作為に抽出した12人の生徒によるパフォーマンステストの発話から分析する。 

   生徒の発話を表９のように分類し、帯活動で習得した表現をどのような形(Form)で使用した

図 10 スクリーンでの提示内容 

I’ll tell you my idea. （私の考えを伝えるね）

I think your idea is good. （君の考えいいね）

I think… （自分は…だと思う）

Do you have any ideas? （何かいい考えある？）

How about you? （あなたはどう？）

I agree with you. （君に賛成です）

↔  I disagree with you. （君に反対です）

I think so too. （そう思うよ）

↔  I don’t think so. （そう思わないな）
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か、どのようなパターン(Pattern)で

使用したかという視点で分析した。

図11と図12は、帯活動で習得した表

現の、使用した形とパターンの出現

回数を示している。事前（６月 19

日）と事後（10月19日）のパ

フォーマンステストを発話の

形から分析すると、事後テス

トでは、帯活動で習得した表

現をそのまま使用して会話を

している（ F1）ことが分か

る。また、ＡＬＴとの会話の

中で、帯活動で習得した表現

を 違 う 場 面 で も 活 用 す る

（F3）生徒が見られた。 

    次に、発話のパターンから

分析すると、事前テストで

は、ＡＬＴの発話に対して

"Yes." "No." "OK."などの返

答（P1）や、自分の主張のみ

を伝える（P2）ことで会話を

進めていたことが分かる。事

後テストでは、生徒からＡＬ

Ｔ に 対 し て 質 問 を し た り

（P3）、自然な会話になるよ

うに自分の主張を伝えながら、ＡＬＴへの質問も付け加えたりするパターン（P4）も見受け

られた。 

    このように、ＡＬＴとの会話の中で、単調な返答や主張のみを繰り返すのではなく、帯活

動で習得した表現を活用して、自分の伝えたいことを伝え、さらに会話が自然な流れになる

ように適宜質問を加える場面が見られた。以上のことから、帯活動でのインプットが良質で

あったと考える。 

    ＡＬＴとＨさんの会話スクリプトを表10に示す。事前テストでは、ＡＬＴの問い掛けに対

して、前半は文単位で答えることができていたが、後半になると、短い単語での返答やフィ

ラー（有声休止）が多く、生徒が伝えようとしていることがＡＬＴに伝わらずに、ＡＬＴが

積極的に会話を円滑にしようとしていることが分かる。 

    事後テストでは、発話の形やパターンも増加し、Ｈさんが帯活動で習得した表現を工夫し

ながら使用していることが分かる。機械的な返答や単語でのやり取りではなく、第１回授業

実践で扱った単元で学習した不定詞の副詞的用法、形容詞的用法及び名詞的用法を用い、自

分が伝えたいことを的確に表現している。また、ＡＬＴに質問をすることで、より自然なコ

ミュニケーションが図られている。ＡＬＴの発話に対して、"Okinawa? Why?"のように、相

図 11 パフォーマンステストの発話分析（形） 

図 12 パフォーマンステストの発話分析（パターン） 

表９ 発話内容分析の分類 
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手の発話のキーワードとなる単語を繰り返し、さらにその理由を問う質問をしている。帯活

動で学習した表現を活用して、自分が伝えたいことを表現している例である。 

表10 ＡＬＴとＨさんの会話スクリプト 

事前（６月19日) 事後(10月19日) 

ＡＬＴ：Where do you want to go in the future? 

Ｈさん：I want to go to America.【P2】 

ＡＬＴ：America? Why? 

Ｈさん：I want to go to Disney Land.【P2】 

ＡＬＴ：Disney Land? Really?  

    Which is your favorite Disney character? 

Ｈさん：I like Goofy.【P2】 

（中略） 

ＡＬＴ：How many MacDonald’s hamburgers can 

    you eat? Now. 

Ｈさん：Ah…【P1】 

ＡＬＴ：Two? Three? 

Ｈさん：Ah…【P1】 

ＡＬＴ：MacDonald’s. No? Never? 

Ｈさん：No.【P1】 

ＡＬＴ：Yeah? 

Ｈさん：Yes.【P1】 

ＡＬＴ：Can you eat three? 

Ｈさん：Three.【P2】 

ＡＬＴ：Oh, OK. Good job. Thank you very much. 

Ｈさん：Thank you. 

ＡＬＴ：Where do you want to go in the future? 

Ｈさん：I want to go to America.【P2】 

ＡＬＴ：Why? 

Ｈさん：I have a lot of things to do.【P2】 

ＡＬＴ：For example? What? 

Ｈさん：I want to go to Disney land.【P2】 

ＡＬＴ：Disney land? Why? 

Ｈさん：To meet Goofy.【P2】 

ＡＬＴ：Goofy? Why do you like Goofy? 

Ｈさん：Voice.【P2】 

ＡＬＴ：His voice? What do you want to eat in 

    America? 

Ｈさん：To eat American hamburger.【P2】 

ＡＬＴ：Hamburger? But it’s really big. OK? 

Ｈさん：OK.【P1】 

ＡＬＴ：OK. 

Ｈさん：Where do you want to go in the future?【P3】 

ＡＬＴ：I want to go to Okinawa again. 

Ｈさん：Okinawa? Why?【P3】 

ＡＬＴ：Because I love Okinawa people. 

（【 】は表９発話内容分析の分類を表している） 

 

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、即興的なコミュニケーション能力を「コミュニケーションの場において、その

場に応じて考えながら、自分の伝えたいことを、内容を重視して発信する力」と捉え、この能

力を育成するために、帯活動とタスク活動に着目した。 

   帯活動については、生徒のコミュニケーションに対する意欲が向上し、英語を話す力が向上

しているという生徒の実感を伴っていることから、帯活動が生徒の英語に対する自信や自己評

価の高まりにつながったと考えられる。また、そうした自信から、やり取りをする際に、アイ

コンタクトやジェスチャーなどの非言語的コミュニケーションを活用して取り組めるように 

  なった。以上のことから、帯活動が有効であったと考えられる。 

   タスク活動については、帯活動の内容とつながりのあるもので、さらに、自分の知識や経験

と照らし合わせながら取り組むことができるタスク活動であれば、生徒は積極的に取り組む傾

向があった。そのようなタスク活動では、帯活動で得た知識や、会話を円滑にするための談話

標識、相づちやつなぎ言葉を用いながら、自分の伝えたいことを伝えようとする姿が見受けら

れた。また、第２回授業実践に行ったどのタスク活動においても、「タスク活動で、間違いを

恐れることなくやり取りすることができた」という授業アンケートの問いに対して、80％以上

の生徒が肯定的な回答をした。タスク活動に取り組む際には、生徒が帯活動で学習した表現を

参考にし、課題に対して自分の考えをもち、教師がペアを何度も替えながらやり取りをする発

信の場を設定する。そうすることで、自分が伝えようとすることを整理しながら、グループや

学級全体の中で表現することできたと考えられる。 

   ＡＬＴと生徒のパフォーマンステストでは、ＡＬＴの発話に対して、返答や主張をするだけ



 

- 36 - 

でなく、帯活動で学習した表現を生かして質問したり、表現を組み合わせて自分の主張へつな

げたりすることができた。さらに、ＡＬＴの発話の核となる部分を繰り返し、相づちやつなぎ

言葉を用いてやり取りすることができた。また、アイコンタクトを図って相手の発話内容を理

解しようと努め、ジェスチャーを用いて自分の思いを伝えようとする様子がうかがえた。 

   原籍校の生徒の課題であった「良質なインプットの不十分さ」「コミュニケーションの場で

英語を発信する機会の不十分さ」を改善するために、帯活動では、良質なインプットを目的と

し、タスク活動では帯活動で得た知識や会話に必要なスキルを活用して発信する場とした。こ

れらを、単元と授業にそれぞれつながりのある活動とし、継続して指導していくことで、本研

究でめざす即興的なコミュニケーション能力の育成をすることができると考える。 

 (2) 今後の課題 

   授業実践において、異文化の背景知識を必要とするタスク活動では、生徒にその知識が不十

分な場合、活発なやり取りに発展しづらい場面が見られた。生徒による自由記述のアンケート

では、外国の文化について考えることが難しかったという記述が多く見られた。したがって、

今後は帯活動で異文化の背景知識を取り入れ、習得した知識をより効果的に生かせるようなタ

スク活動の開発を研究していきたい。 

   また、「中学校学習指導要領 外国語編」（平成29年）の目標では、社会的な話題について扱

うことの必要性が示され、エネルギー問題、国際協力、地球温暖化の防止などがその例として

挙げられている。教科書の本文にはそのような話題が多く取り上げられている。しかし、中学

生が英語を使ってこのような話題についてやり取りをすることは容易ではない。そこで、SDGs

（Sustainable Development Goals,持続可能な開発目標）と関連させるなどの工夫をすること

で、生徒はより現実性のある社会的な話題につなげることができ、自分事として捉えやすくな

ると考える。活動に取り上げる話題についての知識を帯活動で習得し、様々な話題についての

タスク活動で自分の考えなどを発信する場を設定していきたい。 
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