
「英語授業づくりのポイント」 

 

 「平成２９年度中学校外国語科の指導の重点」をもとにした、 

 英語授業づくりの１０ポイント 

熊本県教育庁教育指導局義務教育課 



平成２９年度中学校外国語科の指導の重点 

【本県の課題】  （「Ｈ２８県学力調査」より） 
・基本的な文法事項の定着に課題がある。 

・話の内容等を踏まえて，自分の考えや気持ちなどが相手に正しく伝わる   

  ように書くことに課題がある。 

【指導の重点】 
・段階的・継続的な言語活動による，基礎的・基本的な内容の定着 
・自分の考えや気持ちなどを伝え合い，即興的なやりとりのある言語活動  
 の充実及び「書くこと」による定着 
・授業におけるまとめと振り返り，単元毎の目標達成状況の把握，学習し 
 た単語や基本文の定着 

熊本県教育庁教育指導局義務教育課  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

コミュニケーション活動の充実に向けた指導例とポイント 授業づくりで大切にしてほしいこと 

ＣＡＮ－ＤＯ 
リスト 

•CAN－DOリストの生徒との共有 

•パフォーマンステストを位置付けた年
間指導計画 

単元計画 

•「英語を使って何ができるようになる
か」を明確にした単元目標の設定及び
生徒との共有 

１単位時間
の授業計画 

•単元目標達成に向けた本時の目標 

•コミュニケーションの目的・場面・状況
を明確にした段階的な言語活動の設
定 

まとめと振り
返り 

 

•本時の目標を踏まえた「何ができるよ
うになったのか」のまとめと振り返り 

•単元毎の目標達成状況，及び単語，
基本文の定着状況の確認 

 

 

 

【例１】最上級 the ～est などを用い
て、町の行事をALTに伝える。 

I think the summer festival is 

the biggest event in our town.  I 

like it very much, because…. 

 

・具体的な課題を設定し，課題達成
のための言語活動を段階的に設定
する。 

・授業は英語で行うことを基本と し，

教師は簡潔で明確な説明をして，生
徒の言語活動量を確保する。 

 

 

【例１】 what を用いた疑問詞を使っ
て「好きなこと」を聞き合う。 

A: What animal do you like?  

B: I like dogs. I have two dogs. 

A: Oh, really?  What color are    

  they? …. 

 

・自分のことで会話するなど，即興性
を持たせる。 

・Answer ＋１形式で答え，既習の表
現を活用して会話をつなげる。 

・書く活動につなげ，単元の終わりに
定着状況を確認する。 

 

 

【例１】パフォーマンステスト等による
単元目標の評価 

【例２】単語や基本文の定着を図る
単元テストの実施 

 

・単元の始めに，ゴールとしてのパ
フォーマンステスト等の内容・評価
について明確に示しておく。 

・授業の中で，単元目標達成に向け
た活動を組み込み，段階的に定着
させていく。 

 

 

【例１】小学校で使用した教材・教具 

    の活用 

【例２】「Hi, friends!」 の活用 

 

・小中共通の教材や教具を用いるこ
とで，理解を深める。 

・小学校教員との情報交換や，実態
に応じて小中教員によるTTの授業，

相互の交流授業により小学校での学
習内容や指導法等を発展的に生か
す。 

A 帯活動の充実  B 課題設定と言語活動量の充実 

 POINT 

D 単元毎の到達度の確認 C 小中連携・中１ギャップ克服 

達成できていない生徒への手だて 

          各学校で外部検定（英検ＩＢＡを含む）を活用した目標設定を行い，目標達成に向けて取り組む。   

 POINT 
 POINT 

 POINT 
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「英語授業づくりのポイント」 

10 Points 内容    ■  項  目 

Point １ 

目 
標 
設 
定 
等 
 
 

 ■ CAN-DOリストの活用（更新、共有、達成状況の把握） 

Point ２  ■ 年間を見通したパフォーマンステストの計画と実施 

Point ３  ■ CAN-DOリストと関連した単元目標の設定 

Point ４  ■ 単元目標の到達に向けた本時の目標の設定 

Point ５ 

授 
業 
 

 ■ 本時の目標の達成に向けた段階的な言語活動の設定 

Point ６  ■ 授業時間に占める生徒の言語活動時間の割合５０％以上 

Point ７  ■ 授業時間の教師の発話における英語使用割合５０％以上 

Point ８ ま 
と 
め 
・ 
評 
価 

 ■ 本時のまとめと振り返りの設定 

Point ９  ■ 単元毎の目標達成状況の把握 

Point 10  ■ 単元毎の単語や基本文の定着状況の把握 



  Point１     CAN-DOリストの活用（更新、共有、達成状況の把握） 

 実践事例   単元毎にＣＡＮ－ＤＯリストで自己チェック 

● 「英語を使って何ができる 
 ようになるか」の視点に立った  
 学習到達目標を生徒と共有し、 
 継続的に評価する。 

・継続的に評価することにより、生徒
が自分の達成状況を把握することが
できる。 

・年３回（７月、１２月、３月）、CAN-DO
リストで自己評価するように設定。 

・どこで、何を、どのように評価する
のか、単元や、文章例などを提示。 

・学年末の学習到達目標まで８段階
に分けて設定。 



 Point２  年間を見通したパフォーマンステストの計画と実施 

 実践事例    計画的なパフォーマンステストの実施 

● 予め、生徒に採点基準などを 
 知らせておく。 
● パフォーマンステストに向け、 
 計画的に準備していく。 

・テストまでに準備しておくことを具体
的に示し、授業や家庭学習を使って
取り組めるようにする。 

・年間計画上に、どの単元でパフォー
マンステストを実施するか計画する。 

・パフォーマンステストをする際は、
事前にポイントや採点基準を明確に
示す。 

・準備したことを発表するだけでなく、
即興的な内容も入れていく。 



 Point ３    CAN-DOリストと関連した単元目標の設定 

 実践事例   CAN-DOリスト内容の達成に向けた単元目標を設定 

●単元目標は、「英語を使って何が

できるようになるか」の視点で設定
する。  

CAN-DOリストと関連した
単元目標 

・CAN-DOリストを、生徒と共有し、

カードにして渡すなど、日常的に目に
触れるように工夫する。 

・CAN-DOリストの達成に向けて、ど

の単元で、どんな力をつけるかを計
画する。 

・単元目標は、CAN-DOリストと関連
づけて設定する。 

・単元目標を達成したときの具体的
な姿を生徒と共有する。 



  Point ４   単元目標の到達に向けた本時の目標の設定 

 実践事例  単元のゴールと、各授業の目標を単元の最初に提示 

● 単元のゴールや単元全体のイ    
 メージを生徒と共有する。 
● 単元のゴールと本時の目標の 
 つながりを生徒に意識させる。 

「英語を用いて何ができるようになる
か」の視点で、目標を設定する。 

・各授業の目標を記載することで、生
徒は見通しをもって、学習することが
できる。 

・単元の最初に、単元のゴールを記
載した自己評価シートを配付し、生徒
と目標を共有する。 



 実践事例   「話す」から「書く」への段階的・継続的な言語活動 

●「話す」から「書く」へ言語活 
 動を設定する。 
● Small Teacherの活用など、学 
 習形態を工夫する。 

・基礎的・基本的事項については、個
人やペアで口頭練習を行い定着を図
る。 
・Small Teacher 役の生徒がチェックを

行い、生徒同士が学び合う場を設定
することも考えられる。 

・個人→グループで考え、学びを深め
る。 

・話せるようになったことを 「書く」こと
により、定着を図る。 

 Point ５  本時の目標の達成に向けた段階的な言語活動の設定 



 Point６ 授業時間に占める生徒の言語活動時間の割合５０％以上 

 実践事例   「読む」から「書く」への段階的・継続的な言語活動 

● 段階的・継続的に、「読む」 
 から「書く」へ言語活動を設定 
 する。 

・「何の話か」という大きな枠で内容を
捉えていく力を伸ばす。 

・話のポイントを考えながら読み進め
る視点を示す。 

・要約（Summary）を、口頭で説明し
たり、読んだりする活動を取り入れる。 

・T or F,  Q and A 形式の問題に慣れ

させ、問われていることを意識して読
む力を育てる。 



  Point７ 授業時間の教師の発話における英語使用割合５０％以上   

授業は、英語で行うことを基本とする。 

● 授業は、英語で行うことを基本と 
 し、教師は簡潔で明確な説明をして、 
 生徒の言語活動量を十分確保する。 

・中学生英語音声CD「I CAN DO IT!」
に記載されている「Classroom English 

と慣用表現」等を参照し、生徒と共有す
る。 



  Point８            本時のまとめと振り返りの設定 

  実践事例    学習した内容を、その日の授業時間内に確認 

・直後に練習問題を解くことにより、
目的意識を持ってポイント等も聞くよ
うになる。 

● 本時のまとめや振り返りがで 
 きる活動を設定する。 

・学習した内容について、授業時間
内に問題を解いて確かめる。 

・教科書を見直し、自分で丸つけする
ことで、自分で学習する習慣が身に
つく。 



 Point８          本時のまとめと振り返りの設定 

 実践事例   生徒の言葉で「今日のポイント」のまとめ 

● 生徒の言葉を生かしてまとめ 
 る。 

● 生徒が個人で Today’s Goal  
 を達成できたか自己評価する。 

・自己評価は、項目を絞る。 

・各自がToday’s Goalが達成できたか
自己評価する。 
 

・生徒の言葉を生かして「まとめ」を
行う。（※①～③の手順） 
①黒板の「Today’s Goal」の下に、予   
 め「まとめ」のスペースを空けておく。 
②生徒の言葉を引き出しながら、学 
 級全体でまとめ、板書する。 
③板書された「まとめ」を、生徒は各 
 自の評価シートに記入する。 



  Point９     単元毎の目標達成状況の把握 

 実践事例    達成目標を明確にした音読テスト 

・生徒は、目標達成のため、何度も
個人練習する。 

● 達成目標の明確化により、自 
 分で練習する習慣を身に付けさ 
 せていく。 

・評価を受けて振り返ることで、自信
をつけたり、反省したりして次の学習
につなげる。 

・単元の最初にＡＬＴがモデルとして
読み、生徒に目標を示す。 

・「３０秒以内」など、目標とする時間
を設定する。 



   Point１０   単元毎の単語や基本文の定着状況の把握   

  実践事例    各単元、重要文１０と単語１０に絞って定着   

繰り返す中で、表現に慣れさせる。 

宿題にも出して繰り返し書かせる。 

● 作成の段階から、単元テスト 
 問題とリンクさせておく。 
● 定期テストにも出し定着を図 
 る。 

各単元の重要文１０と単語１０を絞り
込み、シートにして毎時間ペアで言い
合う時間をとる。 

・各単元後にテストする。 

・苦手な生徒には、問題を分けて出
題したり、穴埋め問題にしたりする。 



その他の実践事例 

  
 ■ 帯活動の充実  

 ■ 小中連携・中１ギャップの克服 

 ■ 個別支援の工夫 

 ■ 学校・学年で統一した授業づくり    

 

 

 

 

 
 



 その他の実践事例       帯活動の充実 

      授業のスタートは、リズム感のある帯活動から 

② 動詞句の絵カードを用いた動詞句練習 
  （個人→ ペア活動） 
 
 
 
 

③ wh-疑問文を用いた応答練習  

① 既習の言語材料（Be動詞、一般動詞の三

単現、過去形、未来形など）を織り交ぜた日
常的な話題についての会話活動  

● パターンを変えて繰り返し、  
 既習内容の定着を図る。 

＜帯活動の目的例＞ 
・既習の言語材料の定着を図る。 

・日常的な話題や関心のある事柄に
ついて、即興で伝え合うことができる 
ようにする。 

・積極的にコミュニケーションする態
度を育てる。 

・Answer ＋１形式で答え、既習の表
現を活用して会話をつなげる。 
・書く活動につなげて定着を図る。 

・定期テストやパフォーマンステストに
つなげて定着状況を確認する。 

  帯活動の例 



 その他の実践事例       帯活動の充実 

        帯活動で「書く」活動も継続的に 

・１年生から、２文以上で答えること
に慣れさせる。 

・Question例 
 What sport do you like? 
   What did you do last night?       

・CommentsやTeacher’s feedbackの

欄を設け、友達や教師とのやり取り
により、生徒の書く意欲を高めたり、
お互いの英文により学び合ったりす
る場をつくる。 

● 質問文を書き取ることで、  
 「聞くこと」と「書くこと」の 
 力を共に伸ばす。 



  その他の実践事例    小中連携・中１ギャップの克服 

       小学校外国語活動教材「Hi, friends!」の活用 

小中共通の教材や教具を用いる。 

● 小学校の教材や活動を取り入 
 れ、中１の学習をよりスムーズ  
 にする。 

・「Hi, friends!」との関連を整理して、
小学校で行った活動を取り入れる。 

・中学校区内の各小学校における活
動内容を知り、中１の授業に取り入
れることで、「中１ギャップ」の克服を
目指す。 



  その他の実践事例     小中連携・中１ギャップの克服 

        小中連携の工夫と、見通しをもった継続的な指導 

② 生徒同士のinteractionの充実 
 ・ ２学期末まで、「Who am I? game」「３ Hint Game」を毎時間実施。 
 ・ ペアを変えたり、グループ活動を取り入れたりして、生徒の発話量を増やす。 

① 小学校との「つなぎ」の充実 
 ・ 音声面を十分に指導した後に、文字を指導。 
 ・ Hi, friends!にあるゲーム活動（ポインティングゲーム等）を実施。 

③ 目標の明確化 
 ・ 学期当初に、「期末テスト」を提示し、内容等を最初に確認させる。 
 ・ 単元の冒頭に、「この単元の最後に、・・・をします。」等の内容を示す。 

④ 継続的 
 ・ Writing Practice Sheet     帯活動（５分程度）として実施。 
 ・「What＋名詞で始まる疑問文」に対して２文で答える活動を継続的に実施。 

⑤ その他 
 ・ ワークは一部を授業中に取り組み、（見通し 
    をもたせて）、残りを家庭学習でさせる。  

● 「間違いを恐れない姿勢」「 
 積極的にコミュニケーションを 
 図ろうとする姿勢」を大切にす 
 る。 

 小学校との「つなぎ」の充実 

 生徒同士のinteractionの充実 

 目標の明確化 

 継続的な活動 

 その他 



 その他の実践事例       個別支援の工夫 

     折り曲げると「チャレンジ問題」と「ヒント」が出るシート   

● 各生徒が自分で判断して学習  
 を進めることができるように、  
 シートを工夫する。 

・ここを折り曲げると、「ヒント」が出る
ように裏に印刷。 

・苦手な生徒も、ヒントとなる考え方
や、単語の意味をもとに自分で考え、
挑戦することができる。 

・ここを折り曲げると、「チャレンジ問
題」が出るように裏に印刷。 

・学習シートが早く終わった生徒が、
挑戦する。 

個に応じて、自立して学習できる学
習シートになっている。 



     学習シート裏の「発展問題」で時間一杯全員が取り組む工夫 

● 「発展問題」を設定すること 
 で、個別支援の時間を確保する。 
● 主体的に学び、内容を整理す 
 る時間を確保する。 

「時間に余裕があれば挑戦しよう！」
の問題で、早く終わった生徒用の問
題を裏に印刷しておく。 

身近な話題で生徒の興味を高め、自
己表現の力を伸ばす。 
【例】歌手、映画、スポーツ選手など 

・裏の「発展問題」に取り組んでいる
生徒は自主学習。その間に支援が
必要な生徒への個別指導の時間を
確保する。 

 その他の実践事例      個別支援の工夫 



 その他の実践事例  学校・学年で統一した授業づくり  

       定期的に時間を設定した教科部会で、統一した取組  

                        
 
  
    【教科書等を用いて英語教員全員で確認】 
    ・新出文の導入方法 （場面設定） 
    ・教科書のポイント 
    ・単元を通した場面設定 
 
 

   教科部会 

● １～３年まで見通しをもった 
 指導が可能になる。 
● 教員の指導力向上につながる。  

    

 家庭学習の基本パターン例 

Ａパターン 

 復習プリント、教科書
ワーク、次時の予習 
等 

Ｂパターン 

 教科書シート（教科
書内容に対応したシー
ト）、ノートのまとめ等 

    

 授業の進め方の基本パターン例 

A パターン 
 新出文の導入及び定着等 
 （場面設定、シートの統一）  

B パターン 
 教科書の内容、新出文の活用 
（Aとの重なり、シートの統一）  

 
・１年～３年まで統一  
   したノート指導 
 
・毎単元後には必ず 
   提出 
 
 

  ノートの取り方例 



 その他の実践事例   学校・学年で統一した授業づくり    

          教科部会で共通教材を検討 

単元を見通して、生徒にとって身近
な場面設定で話を展開していく。 

● 教科書と関連した内容や場面  
 設定にこだわる。 
● 同じ題材を用いて話を展開す  
 る。 

・新出文導入の際、教科書内容との
共通性や身近な題材を用いて場面
設定を行う。 
【例】 We can eat ～. 

・相手を誘う時にもcan が使えること

を見通して、同じ題材で、場面を展開
して再び使う。 
【例】 Can you come ～? 


