
2018年度 ELEC 英語教育賞 

取組の概要 
 

広島県立広島中学校・広島高等学校 

 

 (1) 取組名 

 協働的な学びを通じた発信活動の試み 
 

(2) 取組前の問題状況 

 これまでの取組における課題については以下の通りである。 

① 教育や環境問題，貧困問題など，世界の諸問題を扱う主教材に加え，様々な視点から学習

するための教材開発に取り組んだが，単元によっては教科書の内容をなぞるだけに終わるこ

とがあり，ＧＥの特性であるテキストを批判的に読み，課題解決に向け，自ら考えを表現し

たり他者と議論したりするプロセスを十分に経ることができないこともある。 

② 生徒が，ある問題について考える際，課題の本質は何か，今考えられる最善解は何か，多

面的・多角的に捉え，より深く考えることができるよう，他教科と連携し教科横断的な学習

を推進することが不十分である。また，オープンエンドの質問に対する生徒の発言を，さら

に掘り下げ，全体に議論を深めていくことができていない。 

③ 定期考査やパフォーマンス課題において普遍的に使用できるルーブリックの開発は，「書く

こと」の作成に留まっており，採点は主としてネイティブの専任講師が行っている。また，

「話すこと」におけるルーブリックの開発が不十分である。スピーチなどの発表に関わるル

ーブリックの他に，やりとりに関わるルーブリックの開発が遅れている。 

④「ＧＥⅠ・Ⅱ」の学習内容や，指導方法，評価方法について，ＳＧＨの研究対象でない高校

第２学年・第３学年スタンダードコース（以下Ｓコース）における指導への還元が十分でな

い。 
 

(3) 改善目標 

 各問題状況における改善目標を以下のように設定し，取組を進めているところである。 

≪課題①，②について≫ 

必要に応じてシラバスで予定されている学習内容の配置を，コミュニケーション英語（以下

Ｃ英）や他教科の学習内容も踏まえて変えたり，各単元における授業時数を確保したりするこ

とによって，学習内容の深化を図る。また生徒自身が学習内容を書籍やインターネットを通じ

て調べたり，学んだ内容を発表したりする活動をできるだけ多く取り入れ，学習者主体の学び

を促す。 

≪課題③について≫ 

 スピーチや発表等「話すこと」に関わるルーブリックの開発に着手し，Ｐ課題の実施方法や

評価方法について再検討し，普遍的に使用できるルーブリックの開発や授業改善に活用する。 

≪課題④について≫ 

 「ＧＥⅠ・Ⅱ」における指導内容や指導方法を，Ｓコースの生徒の習熟度に応じてカスタマ

イズし，Ｃ英や英語表現（以下英表）の授業で実施することによって，ＳＧＨ事業を外国語科

全体として推進する基盤をつくる。 
 

(4) 目標達成に向けた具体的な活動内容 
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≪課題①，②について≫ 

シラバスで予定されている単元の配置を適宜変更し，社会や実生活と学習内容，あるいは単

元と単元とのつながりを意識させた。またできるだけ新しいデータや YouTubeを利用しオーセ

ンティックな教材使用に努めた。また第一学期，第二学期にＰ課題を設定し，パワーポイント

（PPT）やポスターによるグループ発表を実施するとともに，ディベートに取り組んだ。実施

内容は以下の通りである。 
 

Ａ パフォーマンス課題① 

 「地球温暖化」の単元において，その要因と考えられることを一つ取り上げ，その要因につ

いてさらに深く調べ，人や環境に対する影響と解決策についてグループごとに PPTを作成し発

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【生徒が作成した PPTの抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 
 

教科書やＤＶＤを使用し，地球温暖化による影響や世界規模で実施されている対策といった

基礎知識を学習し，さらに地球温暖化の一因と考えられている森林伐採との関連性について，

作成した補足資料を用いて概要を捉えさせた。その後，生徒はグループごとに地球温暖化の原

因となる項目を一つ選び，その背景となる事象についてリサーチをし，考えうる解決策につい

て提案した。 

Performance-based task1 (Research Project) 

You are going to do a research project in a group, and give a group presentation, using ppt. 

Choose one of the causes of global warming (e.g. the burning of the fossil fuels or deforestation), 

and you have to narrow down the cause and explain more about how it leads to global warming. 

In addition, you are required to mention how it has an influence on people or the environment 

and think of some solutions or suggest some ways to tackle the problem.  
 

Schedule 

date What to do 

June 5 (Mon.) 
Choose the topic; Narrow down the cause; Do research; 
Discussion 

June 16 (Fri)  Make ppt; Discussion; Practice 

June 19 (Mon.)   Group presentation 

 

Your ppt should contain five slides. (Don’t make too many slides! Don’t put too much 

information on one slide!) Try to make ppt which helps other students understand your 

presentation.  

In order to give a successful presentation, you need to work together and cooperate with 

each other. Each member should have responsiblity for the presentation and try to do his/her 

best to contribute to your group. 
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 生徒の発表の中には，温暖化の原因を実生活と結び付け，自分たちにとってより身近な問題

として捉えた上で具体的な解決策を提案したり，独創的な解決策を紹介したりする等，教科書

の内容を超えた発表もあり，生徒だけでなく教員も新たな視点を得ることができた。 
 

Ｂ パフォーマンス課題② 

 ＧＥⅠとＣ英Ⅱで学習した「地雷」とその除去方法を英語で提案させる課題を設定した。各

グループに除去方法に関連する３つのカテゴリー（ロボット，動物，人間）のうち一つを割り

当て，地雷が持つ問題点とその解決策を提案させた。前回のＰ課題の反省点として挙げられた，

生徒の発表までの準備とグループでの練習時間が確保できなかった点，発表時に原稿に頼り過

ぎてしまう生徒が多かった点を踏まえ，グループごとに練習時間が確保できるよう発表までの

指導計画を見直した。 

しかしながら，グループによってポスター制作の進捗状況に応じ発表練習に差が生じてしま

い，結果的に原稿をまる読みするのではなく，自分の言葉で発表できたグループは３分の１程

度であった。ＧＥⅠやＣ英Ⅱでの学習を通じて，日常的な話題について英語で相互に話したり，

教科書の学習内容について英語で受け答えしたり，要約したりすることについては即興で表現

することに慣れている生徒たちであるが，調べた内容を PPTやポスターにまとめた上で，発表

原稿に頼らず論理立てて英語で話すことはまだまだ不十分である。 
 

≪課題③について≫ 

「話すこと」に関する伸長度を測るため，年度当初と年度中間時にスピーキング調査を実施

した。調査方法は，口頭で読み上げられた質問に対し，30秒間で準備し 45秒間で解答する形

式とした。ルーブリックを作成し，外国語科教員全員で評価に関する研修を行いスピーキング

調査を実施した。 

 年度当初の調査では，Ｇコースの生徒の中にも，何をどう答えるべきか短時間で考えをまと

めることができず，発話量が非常に少ない者もいた。授業において，自分の意見を理由と共に

即興で表現する活動を積極的に取り入れた結果，年度中間時の調査では，ほとんどの生徒の発

話は量も増え，使用する語いや構文の点においても質的向上が見られた。 

一方，「内容・構成」の項目においては，大半の生徒が一つの理由に対して補足説明を加え

て話すことができるようになったが，回答時間を 45 秒間と短めに設定したため，時間内に二

つ目の理由について説明することができなかった。これらの点を踏まえ，生徒実態に応じ，質

問項目，準備，発表時間や「内容・構成」の評価基準について再考する必要がある。 

 質問内容，ルーブリックは以下に示す通りである。 
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≪課題④について≫ 

 Ｃ英Ⅲの授業において，DDR（Disarmament, Demobilization, Reintegration）「武装解除，

動員解除，社会復帰」の活動について学習した際，事実に基づいた発問に加え，生徒に類推を

促す発問や，交渉の再現をさせる等，自分ならどのような行動をとるかを考えさせ，生徒がよ

り主体的にテキストと向き合い，深い読みを通して，深い思考へと繋がる授業作りを行い，各

国が抱える諸問題を自分事として考えるきっかけとした。発問を工夫することによって，一見

生徒にとって縁遠いと思われる話題と生徒を取り巻く実社会とのギャップを埋め，生徒に題材

に対する興味関心を持たせることに有効であったと考える。 

 また，現在では高校１年生を中心にＳＧＨ事業で計画されている行事と授業における表現活

動を連動させたり，ＳＧＨ事業を通じて習得した手法を授業における表現活動に活かしたりす

るような取組を行っている。本年度は，教科書の学習内容をもとに生徒が互いに問答をするこ

とによって，相手とのやりとりの中で自分自身の意見を構築する活動を始めた。問答によって，

即興性や論理的思考，表現力を鍛え，二年次に行う英語ディベートへの足掛かりにしていきた

いと考えている。 
 

≪その他の取組≫ 

 ＧＥⅠでは，全国高校生英語ディベート大会で設定されている論題で英語ディベートにも取

り組んでいる。高校２年生Ｇコースの各クラスから選抜されたチームで校内大会を実施し，代

表メンバーを選出し県大会に出場している。またＳＧＨ事業を広く普及するため文部科学省と

筑波大学が主催した全国高校生フォーラムで英語によるポスター発表を行ったり，本校のＳＧ

Ｈ事業の一環として実施している海外フィールドワーク（フィリピン，オーストラリア，ハワ

イ）に参加したり，グローバル問題研究夏季集中講座において，広島大学の留学生や在外広島

県人会の同世代の生徒と異文化協働活動を行ったりしている。 

Question When people have difficulty, some people ask others for advice, while other 
people try to overcome difficulty on their own. Which do you think is better?  
And why? 

ルーブリック 

 話し方(Delivery) 言語の使い方(Language Use) 内容・構成(Topic Development) 

3点 

・明瞭な話し方 

・英語らしい発音やイ

ントネーション 

・自然な速さ 

適切な文法や表現を用いている。

誤りがあっても理解には影響し

ない。 

与えられた質問に対応した内容となって

いる。また理由が２点述べられており，

それぞれに追加説明または例があり，論

理展開がわかりやすい構成である。 

R1 

E1 

R2 

E2 

2点 
上記のいずれか１点

が不十分である。 

文法や表現に誤りはあるが，伝え

たい内容は理解できる。 

与えられた質問に対応した内容となって

いる。理由は２点述べられているが，い

ずれかの説明が不十分である。 

R1 

R2 

+ 

E1orE2 

1点 

上記のいずれか２点

が不十分である。もし

くはすべてを満たし

ていない。 

基本的なミスが繰り返し出てく

るが平易な表現は正しく使えて

おり，伝えたい内容はだいたい理

解できる。 

与えられた質問に対応した内容となって

いる。追加説明なしの理由を２点述べて

いる，あるいは理由を１点述べ，説明を

加えている。 

R1 

R2 

or 

R1+E1 

0点 

 使える文法や表現は限定的であ

る。あるいは自分の言葉で話せた

内容が十数語に満たない。 

与えられた質問に対応した内容となって

いない。あるいは内容が量的にほとんど

ないか断片的である。 
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 また，本校外国語科の開発した評価資料（パフォーマンステスト，評価ルーブリック，生徒

のインタビュー映像）は，広島県の県立高等学校の英語担当教員を対象とした研修の演習教材

に使用されるとともに，実践については，広島県高等学校教育研究会英語部会において報告し，

広島県の英語教育の推進に寄与している。 
 

(5) 得られた成果とその評価 

 以上の取組から得られた成果と課題について，実用英語技能検定（英検）とＧＴＥＣ（Ｇコ

ースの生徒のみ，高３生は６月，高２生は６月と 12 月に受験）による外部評価による検証を

行った。 

本校では，生徒が個々に英語学習に取り組む動機づけ，そして英語力を測る指標の一つとし

て，英検を受験することを推奨している。ＳＧＨ事業の一環として本校で実施している海外フ

ィールドワークについても，英検の取得状況が参加条件の一つであるため，英検受験者は学校

全体で年々増加している。Ｇコースでは，高２生までに全員が英検２級を取得することを目標

とし，平成 29年度高３生Ｇコース，平成 30年度高３生Ｇコースともにほぼ全員が２級を取得

した。Ｓコース，Ｇコースともに２級取得後は，準１級への挑戦を薦めているため，準１級取

得を目標に自主的にライティング問題に取り組み，添削を依頼する生徒も見られるようになっ

た。近年は準１級合格者の中に高１生やＳコースに所属する生徒も含まれており，この点にお

いて，ＳＧＨ事業がＳコースの生徒にとっても，英語学習の意欲向上につながっていると思わ

れる。 

 
またＧＴＥＣに関しては，高２生（現高３生）は，リスニングの伸びは小さくライティング

ではグレードに変化がないが，すべての項目でスコアに伸びが見られた。これらの検証結果か

ら，ＳＧＨ事業の取組によって，とりわけＧコースの生徒の英語力について一定の向上が見ら

れた。各科目において設定したＰ課題に向け，４技能を統合した活動（読む・聞く→話す・書

く）を積極的に取り入れた結果，知識や技能を活用する場として授業が機能し，それによって

生徒の英語力向上につながっていると考えられる。 

 

しかし，「話すこと」については，スピーキング調査によって発話量や内容・構成に肯定的
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変化は見られたものの，自分の言いたいことを簡潔にまとめ，論理的に表現することには課題

がある。調査方法やルーブリックの評価基準をより生徒の学習実態や到達目標に応じたものに

変え，指導内容や指導方法の改善に繋げていく必要がある。また，話すトピックの抽象度が上

がるにつれ，生徒は原稿に頼る傾向が高くなるため，自分の言葉で説明できるように，生徒自

身がトピックに関する知識や発表内容を十分に理解することに加え，発表のためのメモの取り

方や聞き手を意識したより良い発表について系統的に指導していく必要がある。また「書くこ

と」については，文と文や段落と段落が有機的に関連付き，論理展開が明確な文章を書くため

の指導や，生徒がある問題について多面的・多角的に考えることができるよう，指導者側の持

つ情報が偏らないような注意が必要である。同じトピックでも違った見方で書かれているよう

な記事を資料として使用し，生徒が模範的な解答だけを探さないような授業展開をすることが

求められる。そのためにも，指導者が十分な教材研究を行い生徒の発言を全体の議論へと深め

るファシリテーターとしての役割を一層機能させ，指導者自身が一学習者として学ぶ姿勢を持

ち，生徒とともに学び合う学習環境を作っていきたい。 

本年度，ＳＧＨの指定を受け第４年次を迎えているが，ＳＧＨ事業の取組をＧコースだけに

留めるのではなく，Ｓコースへの指導に活かす方法をもっと模索しなければならない。ＳＧＨ

事業を通じて，様々な課題を自分事として考えるための発問を工夫したり，ＳＧＨに関わる行

事と授業とを関連付けた指導の在り方，あるいは他教科の学習内容を英語の授業と関連付けた

りする等，授業改善に向けて個々の教員が積極的に取り組み，またそれを他の教員と共有し，

今まで以上に教科全体としてよりよい授業作りに努めている。それに伴い，生徒が様々な文化

的背景を持った人々との交流に積極的に参加し，主体的・協働的に学ぼうとする意欲や態度は，

次第に学校全体の雰囲気として高まりつつあると感じている。しかし，多様な他者と協働して

いくために必要な「英語力」を身に付けている生徒はまだ多いとは言えない。ＳＧＨ事業の取

組や学習内容，指導方法，評価を本校外国語科として確立させていくことが，グローバル・リ

ーダーに必要な資質や能力を備えた生徒を育成するという教育目標を，真の意味で実現させる

ことに繋がると信じ，今後も授業改善に努めていきたい。 


