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1. テーマ設定理由

グローバル化が進む現代社会において，多様な価値観を持った他者と協働して課題を解決していくこ

とが求められる。その中で相互理解を深めるコミュニケーションの手段として英語の果たす役割は大き

く，英語教育においても，関心のある事柄から日常的及び社会的な話題までを取り上げ，それらについ

て一層幅広いコミュニケーションを図れるような指導のエ夫・改善が求められている（文部科学省 2018)。

筆者のこれまでの実践をふり返ると，生徒が英語で読んだことや聞いた内容からそのメッセージやそ

こに含まれる考え，気持ちを理解し，気付いたことや考えたことを英語で明確に相手に伝えたり，書い

たりする場面に課題が見られた。具体的には，テーマが生徒たちにとって身近なものであれば，意欲的

に自分の考えを表現しようとするが，そうでないことについては，「難しい」とか「分からない」と諦め

てしまう姿が見られた。考えがあまり深まっていない，それに英語でどう表現していいかも分からない

といった，内容面と言語面の両方に課題があったのではないだろうか。それは，学習している内容や言

語材料への関心と理解を深め，それらを活用して思考・判断・表現を促すような言語活動がうまくなさ

れていないことが原因のひとつとして考えられる。

学習内容と言語を結び付けた外国語の学習法について，鳥飼 (2018) は，昔から様々な方法が存在す

るとした上で，ヨーロッパで生まれた，「内容言語統合型学習（以下， CUL)」の導入について，異文化

コミュニケーション体得の観点からその可能性について肯定的な見解を述べている。また，和泉 (2016)

も， CULでは教科内容を題材にして様々な言語活動と指導を行い，外国語の 4技能を向上させていくと

し，そのアプローチに大きな期待を寄せている。『中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 外国語

編』（文部科学省 2018) によると，現在の英語教育において，言語活動の充実や技能統合的な指導，外

国語の背景にある文化に対する理解を深め，多面的思考ができるような人材の育成といったことが求め

られており，それらは CLILの期待される効果とも合致する。

以上のことをふまえ， CLILを活用した授業づくりによって豊かな言語活動を行うことが，考えを深

め，英語で表現する力を育むことにつながるのではないかと考え，本テーマを設定した。

2. 研究の目的

本研究では，中学校において CULを活用した授業づくりを行うことで，考えを深め，英語で表現す

る力を高める効果と有効性について検討する。

3. 研究の方向性

(1)英語で表現する力について

国立教育政策研究所 (2019)は，平成 31年度（令和元年度）に実施された全国学カ・学習状況調査の
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結果から，外国語表現の能力に関わる「書くこと」「話すこと」の技能について次のような課題を示した。

「書くこと」については，韮本的な語や文法事項等の知識の定着やそれらの活用，与えられたテーマに

ついてまとまりのある文章を書く際に， 自分の考えを相手に伝わる英語で表現することができていない

ということである。「話すこと」については，全体的に課題は多いが，特に情報や考えなどの即興でのや

りとりに課題があるとされている。これらは前述した筆者の課題とも重なる部分が大きい。そこで，本

研究における英語で表現する力を，「学習するテーマについての情報や自分の考えを，既習の語彙や文法

を活用し，相手に伝わるような英語で書いたり話したりすること」と定義し，課題の改善を目指す。

(2) CLILについて

CULとは， Contentand Language Integrated Learning（内

容言語統合型学習）のことで，その大きな特徴は，

「Content（内容）」「Communication（言語）」「Cognition（思

考）」「Communityまたは Culture（協学）」の「 4つの C

(4C s)」が挙げられる（図 1)。CLILの種類と本研

究における定義については，漠那 (2021) を参照。 4C

をバランスよく授業に取り入れ，その質を高める手立て

の一つとして，池田 (2016) は授業の設計図というフレ

ームワークを提案し， 4Cそれぞれの項目について，

Content 
内容

（様々 なレベルの思考力）

Communication 
全全£
こコロ口

Community 
(Culture) 

協学

（共同学習，異文化理解）

図 1CLILの4C（和泉 2016)

Content（内容）では基礎知識（教科書的な学習）と活用知識（実社会への活用）， Communication（言

語）では言語知識（語彙・文法•発音・談話）と言語技能（聞く•読む・話す・書く）， Cognition （思

考）では Lower-orderthinking skills（以下， LOTS) と呼ばれる低次思考力（暗記・理解・応用）と

Higher-order thinking skills（以下， HOTS) と呼ばれる高次思考力（分析・評価・創造）， Culture（協

学）では，協同学習（ペアワーク・グループワーク）と国際意識（異文化理解•世界的課題）という 2

つの視点による授業づくりを提案している。それにより，内容や活動が具体化されやすくなり，これら

のすべての枠を満たすことで， CLIL型授業の土台になるとしている。この授業の設計図を，本研究の

授業実践における授業の枠組みとして活用する。

中学校で用いている検定教科書では多様なテーマが扱われているが，語彙や文法指導が中心となって

しまうことも少なくない。 CLILの実施例として，笹島 (2011) は教科書の題材に関連したタスクの計

画とグループワークによる発展学習を提案し，内山 (2016) は4Cの視点に韮づくプロジェクト学習の

有効性を検証している。そこで，本研究においては生徒が考えたくなる，表現する力につながるような

単元内容に応じた発展的な学習を取り入れることを試みる。

4. 研究の方法

生徒の実態をふまえ， CULを活用した授業づくりを行い，考えを深めることについては，授業と半構

造化インタビューにおける生徒の発話記録やワークシートの記述分析，事前と事後で実施した質間紙調

査の結果分析により，その効果を考察する。英語で表現する力については，質間紙調査の結果分析とワ

ークシートの記述分析，単元開始時と事後で同じテーマで書いた生徒の英文を比較して変容を分析し，

その効果について考察を行う。

5. 研究の実際

(1)授業実践

①対象者と期間

沖縄県内の公立A中学校 3学年生徒 28名（男子 15名，女子 13名）を対象に，令和 3年 9月から約
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1ヶ月間にわたって授業を行った。担当の英語教師によると，対象クラスは全体的にペアやグループで

の活動が好きなようで，与えられた課題に地道に取り組める生徒が多いということであった。一方では，

教師の間いかけに対する反応が乏しく，答える前にそれが正しいのかを周りに確かめるなど，全体の中

で発言することに対しで慎重でやや消極的な生徒が多いということが課題として挙げられた。事前アン

ケートの，「英語は得意ですか。」の間いに対して， 28名中 22名が「そう思わない」「ややそう思わない」

と答えていることから，多くの生徒が自分の英語力に対してあまり自信を持っていないことが伺えた。

②単元名 Here We Go! 3 Unit4 "AI Technology and Language" （光村図書）

③単元の概要

本単元は， AI（人工知能）の進化と，それに伴う言語学習の惹義や必要性について様々な惹見がある

ことが示される単元である。学習内容と言語に関する指導目標と， 4Cの視点から内容や活動を具体化

するために作成した授業の設計図（表 1) と単元内容（表 2) を以下に示す。

前述した生徒の実

態をふまえた授業の

手立てとして，全体

ヘ答えや意見を求め

る前に，なるべくペ

アやグループでのや

りとりや考えを共有

する場面を設定し

た。また，単元を通し

てテーマについて考

えを深めていけるよ

うにHOTSとLOTS

を意識した発間のエ

夫，思考ツールを活

用した。英語の学習

に難しさを感じ，苦

手意識を持っている

生徒に対して，英語

を聞いたり読んだり

する際の足場がけと

なるよう， AIや言語

表 1 Uni t4の目標と授業の設計図

【内容1①発展する科学技術と共存する際の利点と 問題点について理解する。

②自分の住 む地域や身のまわりの課題とその解決策を， AIとの共存の視点で考える。

［言 語］関係代名詞（主格）の表現を用いて， 自分の意見を伝える こと ができる。

Content C001Tiunication Cognition Culture/C0111Tiunity 

（宣言的知識）
（言語知識） （低次思考力）

（協同学習）
AIの進化や言語学習の必 【語彙IAIや言語について remembering（記憶）

ペア活動
要性の是非について知る 【表現）関係代名詞主格 understanding（理解）

グループ活動(which, who, that) applying（応用）

（手続的知識）
（高次思考力）

（国際意識）
課題に対するAIの効果的

（言語技能） analyzing（分析）
地域課題の理解

な活用について考える
読む ・聞く ・話す ・占＜ evaluating（評価）

SDGsへの意諏
creating（創造）

表2 単元内容

全12時間 授業/J)ねらい 主な学習活動

1 f様々なAIについて考え，要点をつかめるようになろう。 」 勁両視聴， 本文導入 （スピーキング，リスニング）

2 fAIを使った機器の良い点 ・問題点を考えよう。」 本文Partl（リーディング） ＊意見を整理 ［グループ］

3 f庄分の欲しいAIについて考えよう。 」 スピーキンダ ・ライティング（理想iJ)AI)＊マインドマップ活用

4 「人物について詳しく説明できるようになろう。」 アクティ ピティ （関係代名詞who（主格）を使った3ヒントクイズ）

5 「外国語を学ぶことについて様々 な意見を知ろう。」 本文Part2（リスニング， リーディンダ）

6 ［外目語を学ぶことについて考えを伝えられるようになろう。」 本文Part3（リスニング， リーディング）

7 ［本文の要点をつかみ，外国語を学ぶこと1J)意味を考えよう。」 本文Goal（リーディング） ＊座標軸で意見を整理［ダループ］

8 ［投稿文を詞んで，自分(J)意見を書く ことにつなげょぅo 」 太文Goal（ライティンダ）

9~12 
く発展学習＞ ［グループ］
［宮古島や身のまわりで必要なAIアイディアを考えよう。」 地域の良い点 ・昆題について意見の整理→ライティング→発表

学習といったテーマに関連する写真やイラスト，映像，図表，記事といった資糾を多く用いて背景知識

の活性化を図った。更に考えを深める手立てとして，住んでいる地域の良さを生かしたり課題を解決し

たりするために効果的な AIの活用法について考える発展的な活動を設けた。

④授業の実際

実践の具体的内容と結果については，紙幅の都合上，発展学習に限定して，以下にまとめる（表 3)。

発展学習の前に，生徒たちは AIと言語学習の必要性について考えている。どちらかが必要で一方は必

要ないという極端な議論ではなく， 目的に応じて使うことが大切だという意見が多く聞かれた。翻訳機

に限らず，今後も発展が見込まれる AIとの共存は避けては通れないものと考え，身近なことと関連付

けて効果的な活用方法を考えるタスクを設定した。基礎知識を活用知識へ転化するためには，学習して

いる内容と実生活とを関連づけたオーセンティックな教材の活用が望ましいとされている（池田 2016)。



− 240 −

社会的な話題であ

るAIと生徒たちの

住む地域に関する

知識，体験と関連づ

けることが重要で

あると捉え，まずは

選んだトピック（表

3参照）について各

グループで地域の

良さと課題を考え

る時間を確保した。

各自で付箋紙に自

由に考えを書き， l

枚の用紙に貼り付

ける方法で， 日本語と英語どちらを使っても良いとし，文章をまとめる際に役立つよう，必要に応じて

辞書やタプレットで調べてメモすることを助言した。図 2は事後に行ったインタビューで聞かれたアイ

ディアを絞り込んでいく場面についての生徒の発言である。「手に入る商品が少ない」という間題点をも

とに話合いを進めていたが， どのような AIシステムが効果的なのか頭を悩ませている様子であった。

しかし，生徒 Bが通販サイトである amazonを思い付き，生徒 Dがつぶやいたバーチャルという一言

によってアイディアが具体化していった。授業の最初に輿味喫起とアイディアを活性化する目的で見せ

たSociety5.0の動画でもバーチャルのバンドが出てきたことから，それがアイディアに影聾した可能性

も考えられる。また，辞書で調べた「実際に」の直訳である actualだと発表で聞き手に伝わりにくいと
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漢那：考えを深め，英語で表現する力を育成する授業づくりの研究

表 3 発展学習の学習内容と手立て

時 「宮古島や身のまわりで必要なAlアイディアを考えよう」

問
学習内容 手立て

①宮古島の良さを伸ばしたり，課題を解決できるよう
・課超に対して必要感を持ち，主体的に取り組めるような場面設定を行う。

なAlシステムを考案する fAIX宮古島プロジェク
・評価について(I)Iレープリックを共有。

ト」について， 目的と方法を確認
• なるべく多様な慈見が出るよう，様々な開題を解決するために開発された

， 《グループ活動》
AIの例をいくつか示す。

②宮古島の良さや，身のまわりの問題点を列挙し，項
・考えやすくなるように， トピックを与える,Dailyhves（くら し） 1 

目ごとに分類
Nature（自然） /Tourism（観光） ／Health（健康）/Culture（文化） ／ 

③効呆的な解決策を考案
Others（その他）

・ SDGsの視点からも考えるように促す。

①発表内容のポイントを確認
• 発表内容に含むべき 4 つのポイン ト（①地域の良さや問題点②どんなAI

10 
《グループ活動》

なのか③そのAIの良さ④しめくくりの言葉）をふまえ，実際のAI例を紹

②効果的な解決策を考案（前時の続き）
介する。

③ライティング（発表の原秘）
・様子を見ながら適宜フィードバックを行う。
・必要な情報を調べる際のタプレットの使用を許可する。

①前時の内容と意見の共有 ・必要に応じた辞書やタプレットの活用を許可する。
11 《グループ活動》 ・ライティングでは，的確で聞き手に伝わりやすく，分かりやすい表現を用

②ライティング（発表の原稿） いることを意識させる。

①目標 • 発表についてグループで目標を立て，各自その達成に向けて工夫 しながら

12 
《グループ活動》 純習できるようにする。

②発表練習 • 発表の際は，視点を与え，相互評価を行わせる。 (Idea/ Voice I Eye 
③発表 contact/ Attitude) 

いう助言を受け，生徒 Dが realを考えついた。イン

タビューでは，最初からリアルサイズという言葉その

ものを調べたようになっているが，授業中は，「実際の

サイズ」という言葉を直訳しようとしていた。グルー

プでの会話と生徒のワークシート（図 3) から，各自

の持っている知識を活用し，考えを表現につなげてい

る様子が把握できる。

く生徒Aのインクビューより＞ T：教師 A, B, C, D: 3グループの生徒

T:なんかすごいあれだよね。楽しそうにやってたよね。なんか一緒にこう，最初アイディアを

考えるところとかはどうだった？

A:アイディアのと ころは，最初に何になるってなった時に， DとCが，ああBだっけな。 Bが，
amazonの話かなんか急にきたから，そしたらDが急にバーチャルがなんたらかんたらってなっ

て。で， じやあバーチャルで出てくる店が良くないってDが言ってから一気に，ああいいねっ

てなった感じです。

（中略）

T:英文書くときまとめていく時は， Blこ教えてもらいながらって言ってたよね。今まで習っ

たものを，文法とか単語とかそういうもので苔けた感じ？

A:はい，そんな感じです。

T:習ってない単語とかそういうのも使った？

A:ああ，えっと一回えっとリアルサイズってのが調べたら，別の感じの英語が出てきたんで，

え，これは難しいかもねって。有希子先生かな， S先生かどっちかが。

T: actualみたいなやつかな。

A:ああ，そうそうそれです。これだったら急に言われたらみんな分かんないから，もう 1こみ
んなが習った分かりやすいのがあるよって言ったら，Dがrealって。ああ，いいねってなって,1

く 1グループ＞

に五
女”ばL・たい●さ、をし“”.懺しい●●

弓I勺 A3高g。Al’'少なt,

叱

企トC

和5i 

<i-

和H

女とhな^＂9鉛璽

ばれ枚含 lぃぅen約 1ヽ

1,-和 9し”.，7.，ヤでてくる

•和動(*（てれ．，

・タ99，，大e9パ9バ．

図2 生徒インタビュー（グループ活動について） 図3 生徒のワークシート

また，別のグループはゴミ間題の解決のため，インターネットで関連情報を収集し，海外の工業用ロ
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ボットの動画などを参考に，家や公共の場所で使える自動的に分別できるシステムにアイディアを絞り

込んだ。メンバーは英語の成績が上位の生徒 EとF,英語に苦手意識を持つ下位層の GとHの4名で

ある。図 4は，英文を考える際の生徒間の会話 G:trash, trash，ごみ
E：むずいね，英語

である。タブレットで翻訳機能を使い trashや F:でもさ，サイ トによって違うみたいだよ。Gは、 separateって。

separate, sortといった未習だが発表に必要な
E : People in Miyako • • • we • ・ ・しますって・・ ・私たちは ・・・
H : Sortってふ

語句を，発音を確認しながら文章に取り入れて E :1Welsり呼：：じt[，］詞：ュニここー：：ユ匹まカミ9にか； i:でムごさ

いた。 このグループは考えを直訳しようとする People in Miyako weなんとかseparatetheグラバージュ．ガーパー
ジュ？なんていう，これ？ガーバージュ？

傾向が強く， 自分たちの考えた文が合っている H:Ihavetosort （翻訳でしらべて読み上げさせながら繰り返している） I 
have to sort ・ ・ • 

か確認するため翻訳機能で日本語訳をしてい （中略）
E:はい，みやこさんはゴミを分けていますが，分別はむずかしいです。
hard to sortmg 

F : hard to sorting 
た。その際 islandを付けなかったことで宮古島

と訳されなかったため，生徒 Gが「宮古島って

あれじゃないさ，イスランドってつけないとい

けない」と発言し，違和感を持っている様子が

分かる。紙面の都合上，会話は掲載していない

が， It'shard toという既習の表現は教師の「ち

よっと前に勉強した表現が使えそうだよ。」とい

うヒントから考えついたものである。このグルー

G:宮古島つてあれじゃないさ，イスランドってつけないといけない
E:宮古アイラン ド？
G:アイランドか。
E:アイランドis？分かんない。
F: Is...land? 
Gそしたら，みやこさんに…
（タブレットに打ち込み翻訳している様子）

E:宮古島の人はだってn PeapleinMiyako separate garbage butit's 
hard ta sarting宮古品の人はゴミを分けていますが，分月I」は難しいです。

プは separateとsortの違いなど細かい部分に悩み，

文章を仕上げるのに最も時間がかかった。授業時間内

では書き終わらず，放課後教師にアドバイスを求めに

きたが，そこでも労働力を表現するために関係代名詞

が使えるのではないかといった教師の助言をもとに文

章を完成させた（図 5)。単元を通して重要表現に繰り

返し触れさせることを意識していたが，それを場面に

応じて活用するという点にまだ課題があると分かっ

た。ただし，発表の際には separateの意味が聞き手に

伝わりやすいように自らジェスチャーを交えていたこ

とから，試行錯誤を重ねて考えた，伝えたい意味のあ

る内容のようであった。このグループが wecanで始ま

る文を繰り返し用いていることに比べ，図 3に示した

1グループは peopleや youを主語に用いた自然で相

手意識のある文章構成である。 1グループは発話記録

図4 グループ活動での生徒間の発言

く 2グループ＞

| tと 9P叫 liv'ん（＜砂l| 
亡ピhな“"あ●

勝和分9)しなれる 3"ミ屯
rヽ
心・ら

菟埓しむ砂い II

”"打吻1りしJヽ9
ば陳t#，，，，，/Jバわれ序杓

磁 iev

をとっていなかったため，その表現に至る過程は明確 図5 生徒のワークシート

ではないが，生徒Aのインタビュー（図 2)から，なるべく既習の語句や表現を使うことを意識しなが

ら，生徒Bのリードのもと書く活動を進めたことが推測される。

発展学習後に生徒が記述した感想 (27名提出）を見ると，学習テーマの内容面に関して 17名 (63%)

が記述し，「宮古島に必要だとされるロボットについて考えてみて，宮古島の悪いところを見直すにはど

うしたらいいかと考えを深めることができた」「自分達のアイディアが実現したら，生活が快適になれる

なと思った」「未来の宮古島がどうなっているのか楽しみだなと思った」というように，島の現状やその

先まで考えを巡らせていたことが分かった。社会的な AIという話題を住んでいる地域に関連付けたこ

とで，難しさを感じつつも，生活に関わる現実的なものとして捉えることができたと考えられる。また，

感想とあわせて行った自己評価で「テーマについて考えを深めることができた」という質間に全員が肯
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定的に回答したことから，生徒自身が考えの深まりを実感していることも分かった。言語面に関しては，

文法が使えたといったような記述はほぼ見られず， 19名 (70%）が発表について記述している。そのう

ち，「存在していないものを考えるのは難しかったけど， しっかり考え発表することができて良かった」

といった達成感に言及する記述が 14名 (52%）で，「他のグループのアイディアを聞いて，色んな発想に

興味を持てた」というように他者の意見を聞くことを肯定的に捉えている記述が 7名 (26%）であった。

これまで全体の前で発表する経験があまりなかったこともあり，グループで分担した短い発表ではあっ

たものの，記述内容から全体的に英語で表現することを前向きに受け止めている様子が把握できた。

6. 結果と考察

(1)質問紙調査について

CLILを活用した授業がどの

ょうに効果的に働いたのか，ま

た生徒にどのような変容をも

たらしたのかを見とるため，質

間紙調査を行った。そのうち，

思考と表現について間う事前

事後で共通の 14の項目につい

て，平均値と標準偏差を算出す

表 4 質問紙の結果（事前・事後共通項目のうち効果量の大きい上位 4項目）

N=28 

質問項目
平均値(M)

（値 効果量(d)
事前 事後

(4)教科書の本文など英語で話される会話や説明を聞いて、大まかな内容や大事な
2.50 3.25 5.28* 1.49 

ポイントを理解することができる．

(6)教科書の本文など英語で書かれた文章を音脱する時、その内容に応じて読む強

さや速さ、声の大きさ、間のとり方などを変えたり 、意味が伝わりやすいように読 2.11 2.89 4.99* 1.34 
むことができる．

(1)先生の話す英語を聞いて、何を伝えたいのか理解するこ とができる。 2.57 3.18 4.69* 1.26 

(8)教科書の本文など英語で書かれた文章を読んで、大まかな内容や話の流れを理
2.46 3.29 4.26* 1.24 

解することができる。

るとともに対応のある t検定を ＊p<O. 01 

行った結果，全ての項目において 5％水準で統計的有意差が認められた。測定値の比較のため算出した

効果量は，いずれも中もしくは大程度であった。表 4は，特に効果量が大きく効果が顕著だと見られる

項目のうち上位4つを効果量順に示したものである。これらは主に思考に関する項目であるが，表現に

関する項目も大から中程度の効果量であった。 (4) と (8) は「聞くこと」と「読むこと」で技能は異

なるが， どちらも大まかな内容を理解するという共通点がある。この結果の要因の一つとして， リスニ

ングや読解を通して本文内容について理解を促す指導場面で，一言一句を訳すのではなく，話されてい

ることの概要や伝えようとしているメッセージをつかむことにポイントを絞った発間や活動の工夫を行

ったことが考えられる。また，（ 6) については，今回の授業の中で本文の音読活動は特に設定していな

かったが，発展学習での発表の活動が要因として考えられる。生徒たちは発表に向けてグループごとに

目標を設定して各自で読む諌習を行っていた。例えば，「聞く人が聞きやすいような声で発表し，自分た

ちのアイディアが伝わるようにする。」「相手に伝わりやすいように大きな声ではっきりと言う」といっ

た目標である。生徒から相手意識を持って発表しようとする姿勢が感じられ，これは相手に伝わるよう

な英語で話そうとする主体性と捉えることができ，表現力にもつながっていくものと考えられる。

次に，表 5は事後のみ行った質

間項目の結果である。①は考えの

深まり，②と③は英語の表現力につ

いての質間である。考えの深まりに

ついては，ほぼ全員が肯定的に回答

している。その理由や深まった場面

表 5 質問紙の結果（事後）

質問項目 そう思う
ややそう

思う

①授業のテーマに対する，自分の考えが深まった。14 (50. 0) 13 (46. 4) 

R英語で話す力が高まった。 5 (17.9) 16 (57.1) 

R英語で書く力が高まった。 6 (21. 4) 18 (64. 3) 

28名回答 ：人数(%)

ややそう そう思わ

思わない ない

I (3. 6) 0 (0) 

7 (25) 0 (0) 

4 (14. 3) 0 (0) 

について，「考えを英語で書く時や友達の考えを聞いたりする活動で自分の考えを深められた」「グルー

プで話し合っているときなど，いろいろな考えが聞けたとき」「友だちの意見を聞いたりして，自分の考

えを持つことができた」等と述べていることから，ペア・グループ活動や発表等を通して考えを深めた

と感じていることが分かった。②③の「英語で話す力」「英語で書く力」について高まりを感じた生徒は
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それぞれ 21名 (75%）と 24名 (85%）であった。考えが深まったと感じた理由や場面と関連し，これ

らの生徒からは，グループ活動でのやりとりや意見を英文にする場面，発表が表現力を高めることにつ

ながったという理由が多く挙げられていた。ここで，話す力が高まったと感じていない生徒が 7名(25%)

いることについて，授業の有効性を考えるうえでその原因をしっかりと把握する必要がある。記述には

「すぐに返す言葉が出てこなかった」や「まだまだ英語が全然話せないから」といった即興性や苦手意

識を理由とするものや，「今回の授業は，話したりするよりも書いたり，聞いたりする活動が多かったと

思うから」という授業構成についての言及があった。意識的に意見共有の場面を設定したつもりであっ

たが，発間に対して生徒がすぐに日本語でやりとりをする姿が何度も見られた。教師が先に発間に対す

る自分の考えを述べると，それを参考に英語を使って話そうとしていたので，モデルを示す工夫が必要

だと考えられる。その際，白井 (2012) が指摘する，言語能力が十分に身につかないうちにアウトプッ

トを強制することによって諒った表現が定着することに注意を払い，フィードバックや使える表現を提

示しつつ，単元を通してそれらにくり返し触れさせることが大切である。

(2)事前・事後で行ったライティングについて

1時間目の授業と事後で，’＇ Doyou think AI makes people happy?" という間いに対する各自の考え

を，何も見ずに 5分間で記述した英文について，表現力の観点から考察を行う。表4は事前アンケート

で，英語がやや好きではないと答え，

その理由を「難しいから」と答えた

生徒のうち 4名の回答である。ま

ず，生徒 Gと生徒 Iの下線部の記述

は，発展学習で用いた表現や考えた

アイディアに関わる内容である。主

語や動詞の使い方にミスはあるも

のの，学習内容を生かして理由や具

体例を交えて表現しようとしてい

るように見受けられる。また，生徒

表 6 生徒の記述（下線部は筆者による）

生
最初の授業 事後桔

G Yes, I do. I think AI is 
Yes, I do. I think Al makes people happy. 
Because we think it will our lives easier. 

I think Al makes people happy. 
I I think AI makes people happy. My idea is GOPOHOI ROBOT. 

GOPOHOI 1s clean my_ Toun. 

J 
Yes. I think is AI makes esey Yes, I do. I think we can talk many 
life. people with Al. Very helpful 

Yes. AI is makes people happy. 
D 無回答 People is new AI many craft. 

Big Dream 1s people. 

Jは， 1時間目の授業では語順やつづりにミスが目立っていた。事後の内容では，本単元で AIの一例と

して扱われている翻訳機の利点について述べている。 8時間目に行った投稿文を読んで自分の意見を書

く活動では， ”Ithink learning foreign language is helpful. Because we can talk with many people." 

と記述していた。この時は教科書の表現の引用や辞書を使うことを許容したこともあり，正確な文とな

っている。事後に書いた文でも，同じようなことを伝えたかったと推察される。 1時間目と比べると事

後の記述内容は，比較的コミュニケーションには支障がなく，相手に伝わるような文章の構成となって

いる。生徒 Dは，無回答であったが，事後では英文が書けるようになっている。更に，肯定的に答えて

いることやBigDreamといった単語からはAIに対して前向きなイメージを持った内容であるといった

印象を受ける。この生徒は，図 2のグループ活動についてのインタビューに出てくる生徒 Dと同一人物

で，普段は物静かで英語でのやりとりも流暢ではないが，グループでの会話に見られたように，キーワ

ードとなる表現をつぶやき，グループ活動を活性化させている。事後アンケートの自由記述で「グルー

プでの活動が良かった。英文とかも少しは読み取れるようになった」と自己の成長に触れていることか

ら，学習活動を通して，徐々に自信をつけてきた様子が伺え，それが考えを表現しようとする態度にも

影聾を与えた可能性が考えられる。

回答した生徒 26名の英文の平均語彙数は， 6.7語から 14語へと約 2倍に贈加している。上記は一部

生徒の記述の抜粋であるが，いずれも英文の量や質に変化が見られ，他の生徒の英文にも全体的に文法

や語彙の正確さにまだ課題はあるが，記述量の増加やその内容からは自分の考えを表現しようとする意
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欲の高まりが感じられた。しかし，ライティングに設定した時間が 5分と短かった。生徒が考えをしつ

かりと表現できるよう，またその効果をより丁寧に見とるためにも十分に時間を確保すべきであった。

7. まとめ

本研究は，中学校において CULを活用した授業づくりを行い，考えを深め，英語で表現する力を高

める効果と有効性について検討することを目的とした。質間紙調査の結果から生徒自身が，協同学習や

発表で互いの考えを伝え合う場面を通して考えの深まりを感じていることが確認できた。授業やインタ

ビューの発話記録やワークシートの記述，感想などからもペアやグループでコミュニケーションを図り

ながら活動に取り組む中で，試行錯訊しつつ各自の持つ知識や情報を伝え合い，そこから新たなアイデ

ィアを生み出し，英語による表現へとつなげていることが分かった。表現力について，本研究では「学

習するテーマについての情報や自分の考えを，既習の語彙や文法を活用し，相手に伝わるような英語で

書いたり話したりすること」と定義し，研究を進めてきた。書くことについては，事前事後で行ったラ

イティングの結果から，正確さに課題は残るものの，既習の語句や表現を用いて考えを伝えようとする

意欲の高まりと主体性が見られ， CLILを活用した授業に一定の効果が伺えた。話すことについては，

事後の質間紙の結果で他の項目と比較して力の高まりを感じていない生徒の割合が多かったことや発間

に対してすぐに日本語で答えてしまう生徒の様子から，発間の工夫だけではなく，やりとりの中で教師

のモデルを示すべきだと感じた。ティーチャートークについて和泉 (2016)は，インタラクションの中

で豊富なインプットを与えることができる理解促進の効果的な例の一つであるとし，英語教師にとって

必須のスキルだと述べている。

一方，教科書の本文内容に関連して自分の意見を述べたり，発展学習でアイディアを表現したりする

際に日本語使用が多かったことから，生徒の認知的負荷を考慮した教材研究を行う必要性を強く感じた。

生徒の実態に応じて，内容に関する認知レベルと言語レベルについて留意しなければならない。

本研究では， 1ヶ月の限定された期間で行った介入授業を対象としたため，その効果を一般化するに

は限界がある。しかし，年間指導を通した実践の中で，教材に応じて効果的に CLILを活用し， 4Cの

視点を持って授業計画を行うことは，考えを深めることや英語で表現する力を育む一助となり，より確

かな効果を期待できる。これまでに得られた成果と課題をふまえ，引き続き研究を深めていきたい。
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