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言語活動を通した授業改善についての研究 

 

外国語科研究会議 

研究員  駒田 孝  （川崎市立富士見中学校）   三井 勇樹（川崎市立金程中学校） 

     田原 麻紀子（川崎市立麻生中学校）    浦野 幹子（川崎市立大谷戸小学校） 

指導主事 鬼頭 洋司 

 

Ⅰ 主題設定の理由 
平成 29年３月告示の学習指導要領において、各教科等の目標が育成を目指す資質・能力の３つの柱

に沿って整理された。そして外国語科では、その目標を「言語活動を通して」実現することが明記さ

れている。外国語科における言語活動については、文部科学省が実施する平成 30年度英語教育実施状

況調査によれば、授業における生徒の言語活動時間の割合は、「おおむね行っている（75％以上）」「半

分以上の時間、行っている（50％～75％）」を合わせ、第１学年で 78.5%、第２学年で 76.7％、第３学

年で 74.8％と高い数値になっており、言語活動が既に授業の中に取り入れられていることがわかる。

しかし、この英語教育実施状況調査においては言語活動の定義が明確になっていないことから、実際

の授業では、言語活動とされているものが文法や語彙等の知識を身に付けるためにターゲットセンテ

ンス（習得目標とする英文）の練習活動になっていたり、決められた中から表現を選び、それを使っ

て尋ね合うインタビュー活動になっていたりしている例が多く見られ、既習事項を活用して自分の気

持ちや考えを伝え合うという本来の意味の言語活動が適切に行われていないことが指摘されている。 

本研究では、中学校において実施されている言語活動の現状を把握し、それらを分析することで、

外国語科の目標を実現させるために、どのような言語活動が必要とされているか、またどのように言

語活動を授業の中で実施していくのかを明らかにしようと考え、本研究主題を設定した。 

 

Ⅱ 研究の内容 
１ 研究の方法                       

本研究会議の中学校の研究員が担当する中学校１～３の各学年において、５月と 11月に実施した１

単元分の授業を映像で記録した。そこから、生徒が言語活動に取り組んでいる時間を計測し、授業時

間に占める言語活動の実施時間の割合を算出するとともに、言語活動における生徒の発話について比

較し、その分析を行った。また、生徒の振り返りシート、指導者に対するインタビューを行い、その

内容についての分析も行った。 

 

２ 言語活動の定義 

平成 29年度 7月に出された文部科学省の小学校外国語活動・外国語研修ハンドブックでは、言語活

動を、「実際に英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う活動」としている。中学校学習指導要領に

は、言語活動の定義についての明確な記載はない。しかし、文部科学省外国語教科調査官の山田誠志

氏は、中学校外国語科における言語活動について、ターゲットセンテンスの定着のみに焦点を当てた

ものではなく、コミュニケーションの目的・場面・状況に応じて、生徒自身が使用する英語を思考、

判断して表現することが重要であると指摘している。1 

                                                   
1 平成 30 年 11 月８日実施の「平成 30 年度 中学校外国語各教科等教育課程研究協議会」にて言語活動の特徴につい

て説明している。 
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本研究においては、ただ単語を入れ替えたりターゲットセンテンスを暗記したりして、話すだけの

インタビュー活動や練習活動と区別するために、言語活動を「目的・場面・状況に応じて、生徒自身

が、使用する英語や話す内容を思考、判断し、お互いの考えや気持ちを伝え合う活動」と定義した。 

 

３ 現状分析 

 ５月に３校の中学校において、中学校１学年、２学年、３学年における１単元について映像に記録

を取り、授業に占める言語活動の割合と言語活動における生徒の発言等の分析を行った。表１は授業

時間に対する言語活動の割合の結果である。 

 

表１ 授業時間に対する言語活動の割合（５月実施） 

中学校 調査学年 調査単元名 授業時間に占める言語活動の割合 

A 中学校 １学年 Lesson 3  Hello, Everyone. 23%（93分/405 分） 

B 中学校 ２学年 Lesson 3  Flight to the U.K. 45%（126 分/280分） 

C 中学校 ３学年 Lesson 2  Junior High School Club Life 18%（62分/345 分） 

  

本研究の定義に従って、特定の語彙や文法を定着させるためのインタビュー活動やコミュニケーシ

ョンの目的や場面がないゲーム的な活動を言語活動とは区別した結果、授業に占める言語活動の割合

は英語教育実施状況調査に比べると低くなっている。これは、英語教育実施状況調査における言語活

動については、特段に言語活動について定義がされておらず、コミュニケーション活動全般と捉えら

れており、生徒に思考、判断を求めるような活動でなくても言語活動として分類されているためだと

考えられる。この分析結果から、現状では、生徒が使用する英語を思考、判断する本来の言語活動は、

各学校において十分に実施されていないことがわかる。特に３学年については他学年に比べ授業に占

める言語活動の割合が低くなっている。これは、現在完了形や関係代名詞等、難易度の高い文法事項

を多く取り扱うことから、実際に活用させる言語活動を設定することが難しいためだと考えられる。 

 また、生徒の振り返りからは、言語活動に対して肯定的な意見が多く出されており、生徒には、「表

現したい」というような面が見られる。一方、教員へのインタビューからは、教員が、単語や文法が

定着していない状態で活用することへの不安や英語を苦手とする生徒への対応などから、言語活動を

実施することへ消極的になっていることが見えてきた。教員自身は、言語活動の必要性を感じている

ものの、言語活動を実施することに躊躇していると考えられる。 

 

表２ 生徒の振り返りと教員へのインタビュー結果 

生徒振り返り 
・英語を使ってのコミュニケーションは勉強になるし、楽しい。 

・英語のコミュニケーションは難しいけど、もっとやってみたい。 

教員インタビュー 

・実際使うことは重要だが、単語や文法の定着前に言語活動を行うことは難しい。 

・英語が苦手な生徒に、自由度の高い表現活動を行うのは難しい。 

・どのように表現したらよいかわからない生徒が多いのではないか。 

 

４ 研究の実際  

教員が言語活動の実施に対して消極的になっており、授業に占める言語活動の割合が低いことから、
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本研究では、教員に抵抗のない形で言語活動の実施を向上させる方法について、以下の（１）～（３）

の３つの手立てを行い、その効果について分析を行った。 

     

（１）教科書本文を活用した言語活動 

教員が抵抗なく言語活動を実施すること

ができるように、毎授業で使用する教科書

に着目した。通常、教科書の本文は、内容

理解（読解）や音読活動等を中心に展開さ

れており、毎授業で使用する教科書の本文

を利用して言語活動を行えば、言語活動の

実施量を増やすことができ、また教科書の

本文は場面が設定されていることから、場

面に基づいた良質な言語活動を設定しやす

いと考えた。そこで、教科書の本文の内容理解が終了した後に、教科書の本文の内容を自分の言葉で

要約して伝えるリテリング活動を取り入れた。検証授業では、盲目の黒人歌手であるスティービーワ

ンダーの伝記文を扱った単元で２回のリテリングを実施した。１回目のリテリングでは、要約をどの

ようにするべきかを最初にグループで話し合い、その後クラス全体で共有しながら進めた。そして、

２回目のリテリングでは、内容を伝えるだけでなく、平和に対する自分自身の意見を加えて伝えるよ

うにした。言語活動では、語彙や文法が定着していない英語が苦手な生徒は、限られた表現の使用に

留まってしまう傾向がある。そこで自分の言いたいことを少しでも多く、多様な表現で発話できるよ

うに、「どう表現したらいいのだろう」という疑問をクラス全体で共有しながら進めるようにした。ま

た、リテリングを行う前には、本文の中に出てくる歌 “We Are the World” の歌詞を取り上げ、歌詞の

中で印象に残った箇所にアンダーラインをし、選んだ理由を英語で書かせる活動を行い、生徒が自分

の意見を伝える活動を事前に行うなどして、リテリングにつなげる活動を行った。リテリングは、教

科書の内容をまとめ、自分の言葉に置き換えて、即興的に伝える活動であり、取り組むことが難しい

言語活動と言われているが、予備的な活動と組み合わせることによって、生徒が、思考・判断して表

現することに慣れていく様子が見られた。 

また、教科書本文を使用したリテリングの活動

は、場面や目的の設定方法で多様な言語活動を設

定しやすく、また教科書本文に合わせて繰り返し

言語活動を設定しやすいことも分かった。既習事

項を繰り返し使用することで、生徒が使用する表

現は広がっていく。今回の検証授業でもリテリン

グ活動を繰り返すことによって、生徒が使用する

英語の表現の広がっていく様子が見られた。 

 

  

 （２）単元のまとめとしての言語活動 

教科書を使用した言語活動として、さらに単元のまとめとしての言語活動を行った。この単元のま 

とめとしての言語活動は、単元全体で学んできたことを活用することをねらいとし、教科書本文の内

図１ 学習の流れ（令和元年 10月 24日実施 全８時間中６時間目） 

Ｃ中学校 Lesson 5 “Stevie Wonder - The Power of Music” 

■単元目標 英語で自分の伝えたいことを人に伝えようとする。 

■言語活動 自分の言葉で教科書の内容を伝える。 

 学習の流れ 

導入 ・スモールトーク（生徒同士の会話） 

展開 

・教科書内容の確認 

・教科書の音読練習 

・教科書内容のリテリング１回目 

ピクチャーカードを使いながら、自分の言葉で教科書の
内容を伝える。 

・教科書内容のリテリング２ 

 「We Are the World」の歌詞を使いながら、平和に対す
る意見を伝え合う活動を付け加えたリテリングをする。 

まとめ ・振り返りを行う。 

 

図２ リテリングに取り組む生徒 
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容とは関連するけれども、教科書本文とは異なる場面設定の言語活動を行った。このような教科書の

場面と近い場面設定を行うことで、生徒は、教科書で学習した表現を言語活動でそのまま利用でき、

また生徒も教師も抵抗なく言語活動に取り組めると考えた。 

検証授業では、職業体験を扱った 

“Career Experience”の単元で行った。こ

の単元は、中学生のミクがスーパーマーケッ

トで職業体験を行い、その体験を日記にまと

め、体験先でお世話になった人に礼状を送る

という内容である。検証授業では、教科書で

学んだ内容が活用でき、異なる場面として、

アルバイト志望者が面接を受けるという場面

を設定した。はじめに、教員が作成した面接

の場面の映像を全員で見て、言語活動のゴー

ルをイメージさせた。その後、面接の内容や

面接で使用する表現を確認した。そしてペアになり、志望者役は希望する職業を選び、マインドマッ

プを使用し、自分のしたい仕事について自分のアピールポイントと面接官の質問を予想して整理した。

一方、面接官役は、その仕事に必要な適性や能力を確認した。 練習の後、実際に志望者役と面接官役

とに分かれて面接を行い、面接官役は最終的に雇うか雇わないかを決定する。生徒は自分の役割を意

識して積極的に活動に取り組み、繰り返すごとに新出表現や既存のパターンにとらわれずに、既習表

現を使い、自分の言いたいことを表現しようとしている姿が見られた。 

単元の最後に教科書本文の内容と関連した言語活動を行うことで、教科書で学んだ内容を異なった

場面で活用することができ、生徒自身がどのような英語を使ったらよいのか、自ら考え、判断するこ

とによって表現が定着する場面が見られた。また、さまざまな生徒と活動を繰り返すことにより、生

徒間での刺激や「こういう言い方もあった」というように生徒自身が思考する場面が見られた。 

      

（３）英語授業での帯活動における言語活動 

 言語の習得には、知識として学習した語彙や文法を日常的に活用することが必要である。そのよう

な言語活動を日常的に行うために、言語活動を帯活動として位置づけた。毎授業の冒頭に生徒同士で

会話を行う１分間会話である。１分間会話は既に多くの学校で取り入れられているが、同じ表現の繰

り返しになっている場合が多い。そこで本研究では、形式的なコミュニケーション活動にならないよ

うに、生徒が既習の語彙や表現を活用して自分の考えや気持ちを伝え合うような会話になるような手

立てを行った。 

手立ての 1 つとしては、会話の場面や目的を設定したことである。通常の１分間会話では、ターゲ

ットセンテンスを提示して、それを使用して会話を行うことが多いが、検証授業では、ターゲットセ

ンテンスを提示せず、「友人の良いところを見つけて伝える」という目的を設定して行った。そうする

ことで、活動の焦点が、文法や語彙の習得から、意味の伝達に置くことができると考えたからである。

どのような表現を使えば友人の良いところを伝えることができるか、生徒自身が思考・判断して表現

していくのである。 

また、毎時間において複数回繰り返し、定型的な会話から自由会話へとスモールステップで進める

ように設定した。そうすることで、何を表現したらよいかが分からない生徒の不安を和らげ、自分の

図３ 学習の流れ（令和元年 10月 30日実施 全８時間中７時間目） 

Ｂ中学校 Lesson 5 “Career Experience” 

■単元目標 行きたい場所やしたいことを英語で伝える。 

■言語活動 自分のアピールポイントを面接官に伝える。 

 学習の流れ 

導入 ・スモールトーク 

展開 

・面接の場面の映像を見る。 

・映像の中の会話内容を確認する。 

・会話で使った表現の導入と練習 

・職業を選択し、自分のアピールポイントと面接の質問を
予想する。面接官は、その仕事に必要な適性を考え、質

問を考える。 

・面接練習を行う。 

・面接を行い、面接官は雇うか雇わないかを決定する。 

まとめ ・振り返りを行う。 
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言いたい表現に自分で試行錯誤しながら近づけるようにした。１年生では簡単なやり取りを中心に構

成し、２年生から３年生にかけて自分が表現できる幅を広げていった。英語が苦手な生徒に不安を与

えないために定型的なやり取りを身に付けた上で、少しずつ生徒が自由に思考する場面を増やしてい

った。１分間会話を毎回の授業で繰り返すことで、定型的な話型から既習表現を活用してのやり取り

に広がり、意味伝達中心のコミュニケーションができるようになってきた。 

また、検証授業では、「活動を行う前に、自分で伝えたい内容ややり取りをどのように進めたら良い

かを考え始めた生徒が見られるようになってきた。」「他の発表活動において家族を紹介した生徒が拍

手されるなど温かい雰囲気が生まれた。」など言語活動によるさまざまな効果が見られた。 

 

５ 小中連携の視点からの考察 

小学校の外国語活動・外国語では、「聞くこ

と」「話すこと」が中心に行われており、中学

校のように文法を扱わないことから、現在す

でに言語活動中心の授業展開となっている。

小中連携の視点から、小学校外国語活動・外

国語で実施されている言語活動についても調

査し、中学校での言語活動にどのように結び

付けたらよいかについて考察を行った。 

言語活動における、大切な要素の１つに、

目的・場面の設定がある。コミュニケーショ

ンには目的・場面があり、目的・場面に応じ

た英語を思考することで表現する力を高めることになる。検証授業では、Let’s Try 2 Unit7 を扱っ

た。ただ、自分のほしい具材をただ伝え合うというのではなく、自分でオリジナルのピザを作り、そ

れを紹介する「ピザコンテスト」という場面を設定した。コンテスト形式にしたことで、児童の意欲・

関心が高まった。また、外国語活動では、児童が知っている表現が限られているため、質問して、た

だその質問答えるという活動になる傾向がある。そこで、高学年の外国語の入り口として、児童同士

で必然的に２往復以上のやり取りが行われるような場面設定をした。検証授業では、お店での買い物

のやり取りを設定することで、限られた表現の中でも２往復以上のやり取りする様子が多く見られた。

買い物をして、食材を手に入れないとオリジナルピザを作ることができない、英語を使わないと自分

の必要な食材が手に入らない必要性を学習に盛り込んだことに効果があったと考える。 

他にも「クラスの友達を知ろう」というペアでの会話活動を毎時間設けた。挨拶から始め、相手の

気持ちを聞く、好きなこと、ほしいものなど尋ねて答えることで、児童同士で２往復以上のやり取り

が自然に行われた。また、友達の新しい一面を知る時間として有効に活用することができ、「話すこと」

に対する雰囲気を高めることができた。 

小学校では、英語の使用場面を重視して授業が構成され、

言語活動中心に授業が進められており、児童の使用する英語、

そして表情からも言語活動中心の授業構成と言語活動の重要

性が見えてくる。小中連携の視点からも、中学校においても、

資質・能力の育成のために、言語活動中心の授業を進める必

要があり、言語活動の充実が求められているのである。 

図４ 学習の流れ（令和元年 10月 29日実施 全５時間中５時間目） 

Let’s Try 2 Unit 7 What do you want? 

■単元目標 相手を意識して、自分のオリジナルメニューを紹介する。 

■言語活動 自分のオリジナルピザを紹介しよう 

 学習の流れ 

導入 
・あいさつ 

・チャンツ 

展開 

・Let’s watch and think 

 野菜の言い方を確認する。 

・Shopping game 

 「What do you want?」を使って、欲しい食材を尋ねた

り答えたりする。 

・オリジナルピザを紹介しよう。 

 紹介する内容を考える。 

This is ~pizza. I have ~. I like ~. 

まとめ ・振り返りシートの記入  ・あいさつ 

図５ 外国語活動の様子 
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Ⅲ 研究のまとめ 
１ 研究の成果 

11月に、５月に調査した同じ学校・学級において同様の方法で記録を取り、分析を行った。表３は

その結果である。 

 

表３ 授業時間に対する言語活動の割合（11 月実施） 

中学校 調査学年 調査単元名 
１単元分の授業時間に占

める言語活動の割合 

5 月調査 

からの伸び率 

A 中学校 １学年 Lesson 5  Ms. Allen’s Family 34%（122 分/360分） +11 ポイント 

B 中学校 ２学年 Lesson 5  Career Experience 56%（202 分/360分） +11 ポイント 

C 中学校 ３学年 Lesson 5  Stevie Wonder-The Power of Music 37%（141 分/380分） +19 ポイント 

 

５月調査に比べ、全ての学年において言語活動の割合が増加している。帯活動や教科書の本文を使

用して言語活動を行ったこと、単元のまとめとして言語活動を行ったことで、言語活動の実施が進み、

言語活動の量的な改善がされたことがわかる。５月調査で低かった３学年についても、教科書本文と

言語活動を結びつけることで量的な改善が見られた。また、教員に対するインタビューからは、「言語

活動を普段の活動として授業に位置づけることで、抵抗なく言語活動を進めることができた」「生徒が

英語を思考・判断して表現する場面を増やすことで、表現することに対する生徒の意欲が高まった」

「間違いを恐れず英語を使おうとする生徒が増えた」「ターゲットとなる英語表現以外の既習表現も意

識するようになった」「生徒自身が多くの英語を使用するようになった」などの効果が挙げられた。ま

た、生徒の振り返りからも「こういう英語を使えば伝わるというのがわかった」「自分の考えを伝える

ことができた」「自分で考えるのは難しいが、面白かった」などの肯定的な意見が多く聞かれた。 

これらの結果からも、本研究の実践が、教員に対して言語活動の継続的な実施を促し、生徒の話す

力を高めるとともに、英語で伝えようとする意欲を高めるなど、コミュニケーションを図る資質・能

力の育成につながることがわかった。 

 

２ 今後の課題 

自分自身で使用する英語を思考・判断して表現する言語活動は、言語の習得には欠かせない。しか

し、今回の研究で明らかになったように、本来の意味での言語活動が授業に占める割合は低く、適切

な言語活動が十分に実施されていないことが明らかになった。今回の研究で示した手立てについては、

言語活動の量的・質的な改善においては一定の効果があったものの、言語活動の実施方法はさらに研

究が必要であろう。また、今回は３校で調査を実施したが、学校間、学年、単元によって言語活動の

進め方や割合は大きく異なっている。これは題材や言語材料によって言語活動の進め方が異なるため

である。題材や言語材料に応じた言語活動の進め方についての研究も行っていく必要がある。 

そして、本研究では、「話すこと」を中心に発信技能においての言語活動について対象としたが、「聞

くこと」「読むこと」の受信技能についても同様に言語活動の質的・量的な改善を図るための手立てに

ついて研究を進めていく必要があるだろう。 

 

 最後に、本研究を進めるにあたり、適切なご助言をいただいた先生方、研究をご支援いただいた研

究員所属校の校長先生並びに教職員の皆様に心から感謝を申しあげます。 


