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どのブロックの研究に興味がありますか？ 
1 ⼩松ブロック 書くことにつながるインプットの実践 

2 奥能登ブロック 英語のコミュニケーション能⼒の育成 

3 ⽩⼭・野々市ブロック 単元ライティングの実践 -どんな⼦にも、やる気を出させ、定着へつなげる⼿⽴て- 

4 河北ブロック 英語によるコミュニケーション能⼒の育成 〜「⾃分の考えや気持ちを伝える⼒」を⾼める指導法の⼯夫〜 

5 加賀ブロック コミュニケーション能⼒の育成 -⾃分の考えや思いを伝える指導を通じて- 

6 ⾦沢ブロック ４技能の統合的な育成を⽬指した授業作り 〜⾦沢型学習スタイルをベースとした統合型の⾔語活動〜 

7 中能登ブロック 
コミュニケーション能⼒の育成を⽬指して 

〜聞いたり読んだりした内容を基に、⾃分の思いや考えを表現できる児童・⽣徒の育成〜 

8 能美ブロック 今求められている英語教育実現のためのコミュニケーション能⼒の育成 〜ALT 主導の授業づくり〜 

 
《 ⽇々ともに戦っている仲間のパワーをもらって 》 

⽯川県の８つのブロックから、それぞれの地区ですすめている研究を 25 分ずつ発表していただいた。 

８つのブロックの研究テーマを⾒ていると、「コミュニケーション」「考え・気持ち・思い を 伝える・表

現できる」という⾔葉が多く⾒られることに気づく。やはり⾔語を学ぶ１番の喜びは、「⾃分の伝えたいこと

が⾔えた・書けた」「相⼿の伝えたいことが聞けた・読めた」と実感できることで、その⼒を⽣徒につけさせ

たいと考えている先⽣⽅が多いのだ。１学期は教科書を教えることで精⼀杯だったが、「どれを２学期以降取

り⼊れようか」と頭が「思考モード」に⼊る。そんな刺激をいただいた１⽇だった。 

今回の英研会報では、各ブロックの発表をダイジェストでお伝えする。２学期の準備が楽しくなる、もっ

とこの研究について知りたい、と先⽣⽅の脳がアクティブになる助けになれば幸いである。 

 
《 ①⼩松ブロック 》 

⼩松市全体として、「テーマに対しまとまった英⽂で表現する⼒」が弱い → 「書くこと」の教科 

 単元ごとにゴールを設定し、そのゴールに向けてインプット活動を設定し実践する。 

（例）１年⽣の Unit 3/Presentation のゴール 

「タブレット端末を使って６⽂以上の英語で⾃⼰紹介をすることができる」 

    そのためのインプット活動  

・教科書の⾳読（飽きずに何度も読む⼯夫） ・なりきり⾃⼰紹介 ・1 Minute Talking Battle 

  
「単元ごとにゴールを設定する」ということは当たり前のようで、なかなかできていない先⽣も多いの

ではないだろうか。ゴールを明確に設定するからこそ、⼿⽴てが具体的になり、それぞれの先⽣⽅の⼯夫

（帯学習やワークシートなど）が共有できる。それは⼤きな成果だと感じた。 



《 ②奥能登ブロック 》 

 研究授業の取り組みを中⼼に発表。New Horizon ２年 Unit 5 単元末のゴール活動として、「給⾷派か

弁当派か、意⾒交換をしよう」を設定。 

  この研究授業後、授業者の先⽣は指導主事から「対話の型を与えすぎない」というアドバイスをもらっ

たとのこと。「対話の型を与えるべきかどうか」と他の先⽣⽅も悩んでいるということで、⾦沢⼤学の滝沢

先⽣からアドバイスをいただいた。 

 
（１）⽣徒同⼠で対話させるために、まず先⽣と ALT の対話を⾒せる。そこに⽣徒たちを巻き込んでいく。

そして最後に⽣徒同⼠の対話をさせる。という段階を踏む⽅法。 

（２）まず意⾒交換をしてみる →  「こう⾔いたい！」と⽣徒が思うタイミングで必要な型を提⽰  

→対話に戻る という、インタラクションやモデルを⾒せるタイミングを最初にしない⽅法。 

 
 ※ただし、最初にパターンを与えるやり⽅はまったく表現できない⽣徒にとっては効果的。ただし、ずっ

とこのやり⽅では困るが･･･というお話も出た。 

 

《 ③⽩⼭・野々市ブロック 》 

  このブロックでは、ライティングを「単元ライティング」と「資料なしライティング」に分けている。 

 
 ☆単元ライティング：題材や単元に関わるトピックを設定し、学んだ資料（英⽂や知識）を⾒て、活⽤し

ながら書く。（負荷が低い。ただ単に引⽤される場合もある。）学期に２〜３回。 

 ☆資料なしライティング：テーマだけを与え、⾃分の既存の知識や考えを⽤いて英⽂を書く。何も資料は

⾒ない。（負荷が⾼い。）学期に１回。 

 
  この実践の成果と課題は、○書くことに対する抵抗感がなくなる。⾃信がつく。○ 学んだ表現と⾃分の 

⾔葉をうまく組み合わせて⽂章を書けるように。▲量を書くときにただ引⽤する⽣徒も。▲まとまりがな 

く、⽂脈を意識できていない。 

  
 そこで、単元ライティングのテーマと資料なしライティングを似たものにして、つなげてみるという⽅策 

を取ることで、さらなる成果が出ているという研究であった。また、ライティングの負荷を下げるために 

それぞれの先⽣が⼯夫をこらしている点も、興味深い発表であった。 

 

《 ④河北ブロック 》 

  年２回の研究授業と、河北郡市各校の実践を紹介していただいた。 

 （１）授業の Warm-up  ・Quick Survey ・英語での Interaction ・ペアでの Q and A 

 （２）学習形態の⼯夫   少⼈数授業やペア・グループで役割を明確にし、発話量を確保する。 

 （３）単元のまとめの活動 ・レポート/⼿紙 ・スピーキングテスト ・グループでのプレゼンテーション  

・ディベート の様⼦をビデオで撮影 

 （４）その他 ・毎⽉の英単語テストの実施 ・英単語ノート ・週末課題（英作⽂） ・少⼈数だより 

 



  河北郡市の発表では、⽣徒のすばらしいスピーチ、またそのスピーチに対して質問が出るなど、コミュ

ニケーションを楽しむ⽣徒の様⼦が⾒られた。しかし、その成果にいたるまでのプロセスはどうだったか、

ということは詳しく紹介されず、「単元の展開」「指導の⼯夫」など、ぜひ教えていただきたいと思った先

⽣⽅も多かったのではないだろうか。 
 

《 ⑤加賀ブロック 》 

 （１）必然性のある課題の設定 ⼭代周辺を歩いて ALT に様々なものを紹介する先⽣。しかし、「こう⾔

いたいけど･･･英語でどう⾔ったらいいんだ！？」と困る場⾯をビデオに

している例が紹介された。 

 （２）共感的⼈間関係の構築 学級が居⼼地の良いクラスになるように、男⼥で活動ができる／平等性を 

もたせる／⾃⼰肯定感や⾃⼰有⽤感を⾼める⼯夫を⾏っている。 

 （３）継続した⽇々の実践  クイック Q and A、リーディングプラクティス、40 seconds talk 等 

  
   加賀ブロックではテーマをしぼりきれていないということだったが、滝沢先⽣からは「テーマ設定ま

での経緯がわかるとよい」「⽣徒同⼠の相互評価など、課題がいくつかあるのでその中から選んで研究を

進めると良い」とのアドバイスがあった。 
  

《 ⑥⾦沢ブロック 》 

  ⾦沢市内７校で⾏った意識調査より分かったことが以下の３点である。 

  （１）英語で話し合うことや意⾒を英語で書くことを不得意としている⽣徒が多い。 

  （２）英語で考えや気持ちを聞くことは、３学年を通して好きな⽣徒が多い。 

  （３）どの学年でも⽣徒が⾝に付けたいのは、話す⼒・書く⼒である。 

 
  そこで、⾦沢型学習スタイルをベースに、これらの⼒を伸ばしていこうという研究のスタートである。 

  ⾦沢型学習スタイルの紹介として、昨年度６⽉に⾏われた研究授業、want（⼈）to〜 の⽂法を使った

「親への⼿紙」の授業を紹介した。 

  滝沢先⽣からは、素晴らしい、いい展開の授業だということ、⽣徒の作品に変容が⾒られたこととそ

の変容はどの⼿⽴てが有効だったか検証すること、というお話をいただいた。 

  また、みなさんが悩まれている “深める” については、単元全体で考えることが必要だということも教

えていただいた。 
 

《 ⑦中能登ブロック 》 

   中能登ブロックでは、御祓中学校と七尾中学校の取り組みについて紹介があった。 

  特筆すべきなのは、⼩学校と中学校の連携だけでなく、⾼校の先⽣も巻き込んで研究が進められている

ということ。⼩学校や中学校での指導の悩みを⾼校の先⽣にアドバイスしていただき、中学校内でも異

学年交流が⾏われている。ワークシートも秀逸で、ぜひ⾒せてほしいという声も上がった。 

 
 



（１）御祓中学校の取組紹介（⽣徒の主体性とコミュニケーション能⼒を⾼める指導と評価のあり⽅） 

①活動の連携 ⼩中交流・異学年交流 中１→⼩６ 中１-中２ 中２-中３ 

    ②指導の連携 ⼩・中・⾼（七尾⾼校）との連携 相互授業参観・出前授業 英語⼒向上研修会 

           ○Speaking ⼩６・中学⽣共通の取り組み 1 分間 chat 

             ▲チャットの質が上がらない･･･ ペアを変え同じテーマでもう１度しよう！ 

             ▲語彙や表現が不⾜･･･ ⾃分が使えると思った表現をメモするシートを使⽤！ 

            ▲向上⼼が持てない･･･ 中２が中１の授業にゲストとして登場！ 

              ▲chat の必要感がない･･･ Speaking の単元後にチャットテスト！ 

           ○Read & Chat／Read & Write  

           ○家庭学習（英作⽂） ALT と JTE はエラーナンバーをつける。⽣徒が⾃分でミス 

に気づくことができる。（例：つづりのミスは②など） 

    ③評価の連携 CAN-DO リストをふまえた⾃⼰評価カードの利⽤ 

           ○単元の CAN-DO を⽣徒と共有  

○４技能のうち重点指導スキルと具体的にできるようにしたいことを観点別に明記 

            （⽣徒は５段階の評価を、できるようになったと思うところまで塗りつぶす） 

           ○１時間ごとの振り返り 

 
  （２）七尾中学校の ”English Festival” ⼟曜半⽇で、学校全体（⽣徒も先⽣も!!）で取り組む活動 

    ①Listening：英検のリスニング問題に挑戦 ②Writing：単語 100 問テストに挑戦 

    ③Reading：既習の教科書本⽂を提⽰。⾳読後、Q&A に挑戦 

    ④Speaking：⽇常会話から、既習表現を使った質問に挑戦。 

    ⑤Activity：⾳楽に合わせて Activity、昨年度 Speech Contest 発表者のお⼿本スピーチ 

 
《 ⑧能美ブロック 》 

  能美ブロックでは、ALT の活⽤というテーマで研究を⾏っている。 

  （１）１年⽣の実践 指導の重点事項は、⽇本語にない⺟⾳／区別しづらい⼦⾳／流ちょうさ／⾳の 

連結、脱落、同化。これを ALT と JTE で共通理解。 

  （２）２年⽣の実践 ALT と１対１で話す／発⾳への意識を向上させる／ALT のとっさの質問に答える 

            （ビデオ）Unit 2 での会話を少しだけ変え、ALT と対話をする。最後にその会話 

の流れで ALT からとっさの質問がある。評価シートも ALT 主導で作成している。 

  （３）３年⽣の実践 Speaking ⼒と英作⽂の能⼒の向上／会話をつなぐ⼒／ジェスチャー・アイコン

タクト意識／英語を英語らしく発⾳／ALT 主導の Oral Introduction 

 
  成果は、達成感、意欲の向上、発⾳への姿勢の⾼まり、ビデオを撮ることで評価規準を共有できたこと。 

課題は、年間計画の位置づけ、３学年通しての系統だった指導、打ち合わせ時間の確保、ALT が既習事

項を把握すること などがあげられた。 滝沢先⽣からは、どの学校にとっても必要なテーマで、特に

マネジメントをどうするかという情報共有があるとよい、とのアドバイスがあった。 

 


