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OSAKA – 㻌 The school where a 9-year-old girl died
after a powerful earthquake jolted Osaka this week 㻌
reopened 㻌 Thursday 㻌 as staff members, students
and local residents continued to grieve.
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Lesson 1 Languages in the World
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1 Today about six billion people live on the earth

 Ჸ

today

____________________________

about

_____________________________

billion

______________________________

people ______________________________

and

they use

about 7,000 different languages.

live

______________________________

the earth ___________________________
use ______________________________

2

Some languages

have

3

Chinese

4

About 900 million people

5

Other languages have very few speakers.

6

Eyak, a language in North America,

different ___________________________

many speakers.

some ____________________________
language ____________________________

is

have _____________________________

one such language.

speaker ___________________________
Chinese _____________________________

speak

a variety of Chinese.

such ____________________________
million __________________________
speak __________________________
a variety of~ __________________________

Ћfew ὀព㸟

variety ______________________________
other _______________________

has only one speaker.

*some~ , other~
Eyak

7

The value of a language

is not

the number of speakers.

ʰʛͲ͘Ζʱͳ͏͑ىफ़ޢ಼༲͗ਫ਼ై
ਫ਼Νୈͳ͢ͱ͏Ζɽ
ָसंͯΉͰ͘Ͷഓྂͪ͢ɼदंۂ
͘ͰـΝًͤΖ಼༲ΝΕࠒΞͲ͏Ζɽ
Ϫϗϩʰӵชकफ़͕Γ;ޛर২ۡΝ͖ͯΌΖɽʞʱ
ϪϗϩʰชߑଆΝཀྵմ͢ɼޛर২ઇΝཀྵմ͢ͱ͖
ΔಣΊΌΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽʀʀʀʱ


ʰࣛॽ͍͗Ηͻʱͳ͏͑ড়݇Ν༫
ʤUHDGLQJҮϪϗϩʀʀʥ͢ͱ͏Ζɽ
15

. __________________

few ________________________
࣮ࣖࢵࢡㄒ

North America ________________________
value __________________________
number __________________
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⚾㐩䛿ẖ᪥䛚ᘚᙜ䜢ᣢ䛳䛶䛟䜛䚹㻌 㻌
䠄⚾㐩䛿㻌 䡚䜢ᣢ䛳䛶䛟䜛㻌 䛚ᘚᙜ䜢㻌 ẖ᪥䠅
Ꮫᰯ䛿䠔䠖䠐䠑䛻ጞ䜎䜛䚹㻌 㻌
䠄Ꮫᰯ䛿㻌 ጞ䜎䜛㻌 䡚䛻䠋䠔䠖䠐䠑䠅

㻌㻌

The school [where a 9-year-old girl died
(after a powerful earthquake jolted
Osaka this week)] reopened 㻌 Thursday
as staff members, students and local
residents continued to grieve.

ʛΝ؏Ζ
 ZDWFKʛ
0ητ
 0XVLF6WDWLRQ
ࡤ ODVWQLJKW
fΝ࣍ͮͱ͚Ζ
 EULQJ
͕อ
 DOXQFK

᪥ᮏㄒ䜢ⱥㄒ䛻┤䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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1 Today
about six billions people
live
on the earth
and
they
use about 7,000 different
languages.
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ָसं͗࣍ͯࠖೋͺ༹ʓ

ᑐヂ䝅䞊䝖䛾

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

ଐஜᛖᒍᛖ ݣᚪȯȸǯǷȸȈ .GUUQPᲫ 

ƜǜƴƪŴƓǑƦᲰᲪΕƷʴŷƕ

㻌㻌

 ǒƠƯƍǇƢ ྶעɥƴ

㻌㻌



 ƦƠƯ ࢬǒƸ ̅ƬƯƍǇƢ㻌 㻌
 ኖᲱᲪᲪᲪƷီƳǔᚕᛖǛŵ

㻌㻌

ƍƘƭƔƷᚕᛖƸ ਤƬƯƍǇƢ㻌 㻌



 ٶƘƷᛅƠǛŵ

㻌㻌

ɶᛖƸ ᳸ưƢ 

㻌㻌

 ƻƱƭƷƦƷǑƏƳᚕᛖŵ

㻌㻌
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ӵޢݬช࣏ͲಣΌΖ

ָ;͢Վʖ&͠Ξ Ԅ෨߶ߏ೧ָౕʥ

Sometime ago in Calcutta we had great
difficulty in getting sugar, and I don’t
know how the word got around to the
children, a little boy of four years old, a
Hindu boy, went home and told his
parents:
“I will not eat sugar for three days. I will
give my sugar㻌 to Mother Teresa for her
children.”

䛂ኪ⚾䛿䝔䝺䝡䛷䝭䝳䞊䝆䝑䜽䝇䝔䞊䝅䝵䞁䜢ぢ䛯䛃
“Last night saw music station TV.”㻌 (1ᖺ⏕4᭶䠅
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌љ
3ᖺ⏕1Ꮫᮇ୰㛫䝔䝇䝖䛂䝔䞊䝬䜢୍䛴㑅䜃䚸䛭䜜䛻䛴䛔䛶䠑
䠌䝽䞊䝗௨ୖ䛾ⱥᩥ䜢᭩䛝䛺䛥䛔䛃

20
ϭʖέεʖφྭʁӵۦ͗ޢघ͵ਫ਼ై͗ଡ͏ɼқັ
ୱҒΝঘ͚ۢ͠ΕɼୱޢқັΝ֮͢͵͗Δಚ͢ͱ
ཀྵմͤΖΓ͑ͤΖɽ
㻌

1 some time

2 ago

   

          3 great

4 difficulty

(Sometime ago) (in Calcutta) we had great difficulty

5 get

㻌 㻌 㻌 㻌 11 told

12 parents㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 13 will not~

14 eat

㻌㻌㻌㻌

went home
㻌㻌

15 for~

and told 㻌 his parents:㻌 㻌 㻌 “I 㻌 will not eat 㻌 sugar 㻌 (for three days).
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6 give
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
17 for~
I 㻌 will give my sugar㻌 (to Mother Teresa) (for her children).”

ɨު͈ξΣΨȜσΟΎͼϋاġ

3ᖺ⏕3ᏛᮇᏛᖺᮎ䝔䝇䝖
䛒䛺䛯䛾My Eighteen years 䛾ෆᐜ䜢せ⣙䛧䛶50䡚
100words䛾ⱥᩥ䛻䜎䛸䜑䛺䛥䛔䞊C䛥䜣䛾సရ

6 sugar

(in getting sugar),

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
7 how
㻌 㻌 㻌 8 get to
9 around
and I don’t know 䠘how the word got around to the children䠚,
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 10 Hindu
a little boy of four years old, a Hindu boy,

䛂My hobby is reading comics. I like (a) love story very
much. The all people who be (are) in the story I read
will (be) happy. I like happy end very much. I like the
comic(s) what(which) have “gyag coma”. I don’t like
the comic(s) if it(the) comic(s) don’t have “gyag
23
coma”. 䛃
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(௨ୗཎᩥ䛾䜎䜎) I was born in Yagi. I was a big
baby. I don’t like me when I was little, because I
don’t like the baby. My father want to get his
girl. But his first baby was boy. His second baby
was boy, too. At last he got his girl when I was
born!! He said, “I was very, very happy to be
born you.” But I don’t know his feeling, because
I don’t like the baby. Every baby seem same for
me. I think that the time when I can understand
his feeling come not. (8/10)
24

SS䛟䜣㻌 䛾ሙྜэ
Reading: ༢ㄒ䛾⥛䜚䜢䜎䛱䛜䛘䜛䚸ㄒ䛸㏙ㄒື
モ䜢༊ู䛧䛶䛔䛺䛔 ➼䛾㛫㐪䛔䛜ᩓぢ䛥䜜䜛䚹
*ㄒ䜔㏙ㄒືモ䛾ᴫᛕ䛜䜟䛛䛳䛶䛔䛺䛔䛰䛡䛛䜒䞉䞉䞉
Writing: ⮬ᕫ⾲⌧ᩥ䛿᭩䛡䜛.
I’m from Kyoto. My famiry six. House is midow size.
I hope would (world?) peace. My name is takumu.
I like soccer and kintore. My dream is no dream. I
want to fly sky.
25

ָसं͗࣍ͯࠖೋͺ༹ʓ
MM䛟䜣㻌 ௨ୗ䛾⮬ᕫ⾲⌧ᩥ䜢᭩䛔䛯㝿䛾➹グ䝔
䝇䝖䛿34Ⅼ
I’m from Kyoto. My famiry six. House is midow size.
I hope would (world?) peace. My name is takumu.
I like soccer and kintore. My dream is no dream. I
want to fly sky.
ྠ䛨➹グ䝔䝇䝖䛷80Ⅼ䜢䛸䛳䛯RR䛟䜣䛾⮬ᕫ⾲⌧ᩥ
My name is Ryosuke. I grew up in Sonobe with my
father and mother and two brothers. I home is
works ᕤ.㻌 I hope everyone is happy.
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ָसं͗࣍ͯࠖೋͺ༹ʓ
MA䛥䜣䠖➹グ䝔䝇䝖䛷䛿SVᑐᛂ䜋䜌䛷䛝䛶䛔䜛
I from hyoto, grow up Kyoto. My familys mother
younger brothers I stayd home apart. 2ᖺ1Ꮫᮇᮎ
(63Ⅼ䠅
I hope department store the near my house. I like
shopping. I must take train to go to the
department store. I like game. I like food. I like
walk. 2ᖺᏛᖺᮎ䠄77Ⅼ䠅䛜䜣䜀䛳䛯䟿䛾グ㏙䛒䜚
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Oral Communication Ͷͪݡਫ਼ైࢡ

ϏϓΧʖϜϱηՃ

दۂրַʖಋ྇ͳڠͶ㻌 㻌 㻌

ġ

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

ʰಣʱʰॽ͚ʱ͗ۦघ͵ਫ਼ై
         &RPPXQLFDWLRQͲͺ͑Ή͚͏͚
             
ːn̘̜̫ਫ਼Ͷӵ͗ޢ௪ͣͪ|ͳ͏͑ୣ͖״Δ
ࣙ৶͗ਫ਼ΉΗΖ

ː͏ชΝ͚ͪ͠ΞҋͤΖ͞ͳ͖Δकޢ࣏Ͷ
फ़ޢಊࢼ͗པΖͳ͏͑ช͗ܗఈͤΖ

ೖӵชߑଆҩ͏Νཀྵմ͢ͱ͏͵͏ਫ਼ై͗ɼ2&
दͲۂͺɼ6ʶ9ͳ͏͑ӵޢخຌΝࣘͳͲ֮ɽ


दۂͶʰ࢘͑ʱ͞ͳΝҒͰ͜Ζ

ᶅཀྵմ͢ͱʰಣʱ
ᶆಣΊखͮͱʰͶड़ͤʱ
   ϘΠΏήϩʖϕͶΓΖޢݶಊ
ᶇཀྵմͪ͢͞ͳΝʰॽ͚ʱ
ᶈࣙ͞ͳΝʰॽ͚ʱʰͤʱ
ᶉๅΝʰಣΊखΖʱʰ͚ʱ



ݜरྃߨΝָ;ྃ
 ښැཱི߶ߏॵքݜर ೧ʛʥ
 ָ;ͳҒ͜
 दۂͲ६ඍʀ՟ୌԍस
        ˥
 ָ͞ͳֺ͗͢͏ͳ࢟ͣ״Όͪਫ਼ైͪͬ
 ָΞͫ͞ͳΝࣰݳͲਫ਼͖ͤ ͗ݩܨ
 ਫ਼ైͪͬΝร͓ͪ   
30

• ༹ʓ͵எࣟΏηΫϩΝ૱͢ͱ࢘͏͞͵ͤ͞ͳΝٽ
ΌΖΓ͑͵ɼࡸ͵՟ୌɽ
• ۫ରదͶͺɼઈชΏϪϛʖφɼఴࣖͳ͏ͮͪ
ࡠʤϕϫξέφʥΏɼηϒʖοΏϕϪκϱτʖ
εϥϱɼࣰݩࣰࢬͳ͏ࣰͮͪԍʤڳٝϏϓΧʖ
ϜϱηʥΝՃͤΖ՟ୌɽ
䠄すᒸຍྡᜨ䛄ᩍ⛉䛸⥲ྜᏛ⩦䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮タィ䛅ᅗ᭩ᩥ䚸2016ᖺ䠅

34

ϏϓΧʖϜϱη՟ୌྭ
͚ͣͮΕߡ͓ͱཀྵմͤΖ͞ͳΝଇͤ
˥
ʰָसͶࠖೋΝ์͓ͱ͏ΖʱΓ͑Ͷ͓ݡ
ͪਫ਼ైͪͬ͗ɼӵชࡠΏӵޢͶΓΖන
Ͷே
˥   
ӵޢՌָ೧گՌॽ౹ҲԿ
ʤ೧ౕ͖Δʥ

29

6WXG\7RXUͲͪ͢ݡਫ਼ైࢡ

ϏϓΧʖϜϱη՟ୌ

31

28

ӵชΝಣΊ಼༲Νཀྵմ
 ʤୱޢΝஎΖʀߑชΝஎΖʥ  
ೖຌͲޢཀྵմ

ࣙͲӵชΝࡠΕϘΠͲΏΕͳΕҋ
ӵޢΝடʤԽʥ
         
ͨӵชΝॽ͚ 
ӵޢΝடʤॽ͚͞ͳʥ

எࣟΏηΫϩΝ࢘͏͞͵ͤʤ༽ʀԢ༽ʀ૱ͤΖʥ
͞ͳΝٽΌΖΓ͑͵Ճ๏๑ʤୌΏ՟ୌʥ 
                ˣָྙ؏

ʽ:ULWLQJ/HYHOʾָसͪ͢τʖϜࣙ;ٶ

ັڷ͍Ζ͞ͳͶͯ͏ͱ؈ୱ͵״ΏқݡΝॽ
͚͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ

ʽϏϓΧʖϜϱη՟ୌʾ͍ͳ್͖݆ͲଖͤͲۂ
ɽ߶ߏਫ਼ͺ͏͖͗Ͳ͖ͪ͢ʃ͍ͳ್͖݆
ӵޢदͲۂɼଖىۂ೨ࣺਇॄΝࡠΕΉͤɽ͞
͞ͶΊ͵͠Ξָߏਫ਼Ҳ͞ΉΝࡳࣺͮͪਇ
͍͗ΕΉͤͲɼࣙ͘͵ࣺਇΝમ;ɼӵ
ͲޢΫϡϕεϥϱΝͯ͜ͱ͚ͫ͠͏ɽ
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ΩϨΫϣϧϞఴదրร

ʤ̏ʥඬઅఈͳ༙ڠ

     ͳࢥگ  ࢥگͳࢥگਫ਼ై
ʤ̐ʥदۂઅܯʤָྙյʀ৵ௗʥ
    ָྙյघཱིͱ
ʰΚ͖Ζʱदۂఴ 
    ޢݶಊଡ༹͵ఴ
ʤ̑ʥՃ 
    ଡ༹͵Ճ๑Ν͖ͤ
     ϏϓΧʖϜϱηՃΝ
   ‐दۂΝร͓ɼਫ਼ైָ;๏Νร͓ͪɽ
ː̒ͯҡ͵ΖαʖηͲڠ௪τΫηφ࢘༽ 33

Yuki and Erika are very good friends.
They are talking and having lunch. They
spend lunch time together. It is fun.

Tomonori, Nariaki and Ryosuke
are talking in the class room.
They are friends.

Seven girls are best friends. They are
cuteݓ
Mayumi, Ai, Erika, Yuki, Yumi, Yuko,
Hiromi are in this picture.

36

̪͚Ξ͖Δָ͞ͳ

n,|ΝकޢͶ͢ͱࣙ͞ͳΝޢΖ
ȶȡ̧̹̞ͬȂ̭̠ȷ̞̠͂ܨ̧̻̳ͬ֨ġ
ै႕ȇȶଷ̦ຈါ̞̞̠̈́͂փࡉͅచ̱̜̹̀̈́
͈փࡉ̞̩̺̯̞ͬ̀ȃȷġ
“I disagree with that opinion. First, we are not annoyed
about what to wear and it doesn’t take time to choose
private clothes. Next, we wear school uniform and people
understand ‘Sonobe high school student!’ I was said to see
my school uniform, ‘Are you school student?’ I said ‘Yes’. So
I thank that school uniform is important to us. And I like
Sonobe high school’s uniform the best.”(SB䝁䞊䝇2ᖺ⏕䠅

䛂䜟䛯䛧䛃䛿 ”I, my, me” 䛷䛧䜗䠛䛭䜜䛿▱䛳䛶䜎䛩
䜘䟿䜌䛟䛿䛹䛾ሙྜ䛻䛹䜜䜢䛖䛛䛜䜟䛛䜙䛺䛔䜣
䛷ᅔ䛳䛶䜛䜣䛷䛩䜘䟿
༞ᴗᚋ䛾ᕼᮃ䜢ⱥㄒ䛷㏙䜉䜛䜲䞁䝍䝡䝳䞊䝔䝇䝖䛷䚸

I want to work after graduation. I want to work in
Kyoto city. I like city. ➼䛾ᛂ⟅䛜䛷䛝䛯ᚋ䛾S䛟䜣䚹
䛂䛺䜣䛛䚸䜸䞊䝥䞁䛧䛯䜣䛩䛳䟿䛃
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n,|ΝकޢͶ͢ͱࣙ͞ͳΝޢΖ
ȶȡ̧̹̞ͬȂ̭̠ȷ̞̠͂ܨ̧̻̳ͬ֨ġ

㻌㻌
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ࣰભ͖ΔָΞͫ͞ͳᶅ
㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

ࡠྭʁϱνϑϣʖτηφʰ6HOI,QWURGXFWLRQʱ
ʤ௪Ռેخαʖη೧ਫ਼݆ʥ1͠Ξࡠ
My name is Fuki Nakano.㻌 I'm 17 years old.
My family has 5 members and 1 dog, whose name is
hazuki.㻌 㻌 I has a part-time job after school in
Shimoyama Supermarket.㻌 㻌 I work on Sunday,
Thuseday, Wednesday and Stersday.
My favorite is go to live.㻌 I'm good at dancing.
I learned dancing when I was in elementary and junior
high school.㻌 My favorite singer is Sadie of visual- kei
Rock band.

• ਫ਼ైͯΉͰ͘ΝࡒگΕͶਫ਼͖͞ͳ͗ɽ
ਫ਼ై
ਫ਼ై
• گՌ಼༲Νਫ਼ైकରదਫ਼Ͷͯ͵͗ΖΓ͑
Ͷ͓گΖͳɼण͜ΗΔΗΏͤ͏ɽ
• ҲਕҲਕָसंͳಋ࣎ͶɼָसͶ
͕͜Ζڢಉૌ৭͗ɼਫ਼ైָ͖ͬΔΝӀ
͘ड़ͤɽ
• үͱͪ͏ྙىफ़ʤඬʥͳଡద͵Ճ๑
Νਫ਼ైͳ༙ͤڠΖ͞ͳ͗ɼਫ਼ైָқཋΝ
Ӏ͘ड़ͤɽ
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n,|ΝकޢͶ͢ͱࣙ͞ͳΝޢΖ
ȶȡͬນ࡛̱̹̞ȷ̞̠͂ܨ̻̦ڠਠ͈͒փဳͬ֗̀ͥ
సရ䠖䜲䞁䝍䝡䝳䞊䝔䝇䝖䛂My Future Plan䛃
䠄ᬑ㏻⛉ᇶ♏䝁䞊䝇2ᖺ⏕2᭶䠅H䛥䜣䛾సရ

My name is Hatada Moko. I like getting hair cut,
because I like changing hair style. I want to enter
technical college after I graduate from this high
school and I want to be hair dresser in the future.
It is because I want to make smiling a lot of people.
So to make my dream come true, I listen to my hair
dresser talk about her experience.
39

㻌㻌

ࣰભ͖ΔָΞͫ͞ͳᶆ
㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

• ӵޢΝसಚͤΖͶ༙ް͵๏๑ͳͺ
ӵ
ਫ਼ైݺͶԢͣͱଡ༹Ͳ͍Ζ

• ͖͢͢सಚͯΉͥ͘ͺָྙ߶ఁͶ
͖͖ΚΔͥڠ௪͢ͱ͏Ζ

• ҲఈྖޢኰΝʰְ͓Ζʱྙͳชߑଆ
ૌΊΝʰཀྵմͤΖʱྙͺพͲ͍Ζ䚹
㻌
42

ਫ਼ైਫ਼ְ״ͶԌ͑Ͳܙઅఈ͠ΗΖϏ
ϓΧʖϜϱη՟ୌʤn, ࢴ |ΝकޢͶͤΖ
͵ʹʥΝ௪͢ͱɼਫ਼ైͺָΞͫ͞ͳΝ۫ରద
ͶࣰભͤΖɽͨ͞ͳΝ௪͢ͱसज़Ν͠ΔͶ
ΌΖɽ

న͵ඬઅఈԾͲָसंཱིͶཱིͮͱ
ߑ͠ΗΖदۂͺɼָसंྙΝॊཔ༩
Ν͓ͪͲܙ͖Ͷͦ͠ضΖՆΝ࣍ͯɽ
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日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

＊２０１２年度入学生のために坂上渉先生・永井妙子先生と協働制作したものから一部抜粋

配布資料②

1

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

パフォーマンス課題 実践例１（2007 年度普通科基礎コース 2 年）

京都府立園部高校において
2007～2008 年度に実践
（田中容子）

2

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

（2009 年度普通科中高一貫コース 1 年
竹村有紀子先生と協働実践）

田中容子「授業の中で関係性の構築を」
『月刊学校教育相談 2011 年 11 月号』、ほんの森出版、PP.44-48 より

3

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

発達段階の中でくりかえし使えるパフォーマンス課題 （英語科実践から）

←
田中容子「第３章自己表
現への意欲が学ぶ力に」
西岡加名恵・永井正人・
前野正博・田中容子編著
『パフォーマンス評価で
生徒の「資質・能力」を
育てる』学事出版、2017
年 3 月、 p.71

より抜粋

4

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

「逆向き設計論」に基づく年間シラバス例

（2014 年度園部高校英語科シラバス 中高一貫コース一年生：担当

田中）

5

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

田中容子（京都大学）

長期的ルーブリック （園部高校英語科）2017 年版
1

2

3

4

身 近 な名 詞が
分 か る。 ごく
短 い 文が 理解
できる。

高頻度語で書かれたやさ
しいテキストが読める。
日常生活の広告や時刻表
の中から必要な情報が読
み取れる。

英文の主述 およ び後
置修飾句をつかめ
る。さまざ まな 分野
の現代的な 問題 （言
語・学習・ 科学 ・環
境・社会） の文 を辞
書を使いな がら 読め
る。

複文構造を理解し、後置修
飾節を理解して前から読み
進めることができる。物語
文をどんどん読める。評論
文の論旨の展開が理解でき
る。英字新聞など辞書と注
釈があれば読める。

長い文 学作 品が 読め る。 辞書を使って専門的な論文が読
自分の 興味 のあ る分 野の める。英字新聞や英語サイトを
専門用 語を 含む 文が 読め 読める。
る。英 字新 聞や 英語 サイ
ト を 辞 書 が あ れば 読め
る。

授 業 で何 度も
使 う 表現 や語
句 を 聞き 分け
る こ とが でき
る。

自分の家や家族や直接関
係する身の回りの具体物
について、人がゆっくり
はっきりしゃべってくれ
たら、なじみのある語や
基礎的な句を 認識 でき
る。

学習したテ ーマ に関
する質問を 聞い てわ
かる。また その テー
マに関する メッ セー
ジや読まれ た文 の内
容を聞いて 理解 する
ことができる。

学習したテーマに関する短
い、簡単なニュース、メッ
セージがゆっくりはっきり
読まれたとき、メインポイ
ントを聞き取ることができ
る。

ゆっく りは っき り読 まれ
たテレ ビの 番組 やニ ュー
スのポ イン トが 聞い てわ
かる。

ア ル ファ ベッ
ト で 自分 の名
前 が 書け る。
練 習 した 短文
が書ける。

文法的な間違いを含みつ
つも、簡単な日記などの
短文を書くことができ
る。既習の語を使って短
文を書くことができる。

学習したテ ーマ 及び
自分の興味 のあ るこ
とについて 簡単 な感
想や意見を 書く こと
ができる。

興味のある幅広い分野に関
して、理由や説明文などを
加えて、意見や感想を書く
ことができる。後置 修飾
句・節を使って表現するこ
とができる。

幅広い 分野 に関 して 、理 しっかりした論理構成で、アカ
由や説 明文 を加 え、 パラ デミックな題材の小論文や報告
グラフ 構成 が整 った ある を書くことができる。
程度の 長さ の文 章を 書く
ことができる。

自 分 の名 前、
住 ん でい る都
市 な どを 言え
る。

簡単な文を使って自己紹
介と家族・学校部活動な
どの紹介をすることがで
きる。

練 習 して 発話
Oral
Communica で き る。 相手
が 繰 り返 して
tion
く れ て身 振り
手 振 りが ある
と理解でき
る。

話を聞こうとして耳を傾
けてくれて、たどたどし
く発話するのを援助して
くれる相手であれば、ご
く簡単で必要なことを質
問したり、質問に答えた
りすることができる。

自 分 の 町 、 知 っ て い 文をいくつか効果的に組み 自分の 好み や意 見を 理由
る 人 々 の こ と を 簡 単 合わせて経験、夢などにつ をつけ て述 べる こと がで
に 述 べ る こ と が 出 来 いて述べることができる。 きる。 テー マに 基づ いて
る。
まとま った スピ ーチ をで
きる
学 習 し た テ ー マ 及 び 英語が話されている地域へ 自分の 興味 のあ るこ とや
身 近 な 事 柄 に つ い て 旅行する際に出会うさまざ 生活圏 内の 事柄 （趣 味・
情 報 の や り 取 り を す まな場面で、辞書の力を借 家族・ 出来 事な ど） につ
る こ と が で き る 。 し りて情報の入手と意思の伝 いてな され る会 話に 参加
か し 会 話 を 長 く 続 け 達を行うことができる。
できる。
ることはできない。

習熟段階

Reading

理解
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長いスピーチや講義を聴いてわ
かる。知っているトピックなら
論 理 が 多少 複雑 でも 理解 でき
る。テレビや時事番組の大部分
が聴いてわかる。方言スラング
の多くない映画ならほとんど理
解できる。

自分の興味のある分野のでさま
ざまな話題について、視点を明
確に、説得力を持って、発表す
ることができる。
英語のネイティブスピーカーに
対してごく自然かつ自発的に会
話をすることができる。身近な
場面で、ある事柄について自分
の意見を説明したり主張したり
しながら会話に積極的に参加す
ることができる。

田中容子「第３章 自己表現への意欲が学ぶ力に」西岡加名恵・永井正人・前野正博・田中容子編著『パフォーマンス評価で生徒の「資質・能力」を育てる』学事出版、2017 年 3 月、 p.56
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「わかる」から「表現」へ
パフォーマンス課題（普通科 Basic コース 2 年生「英語表現 II」6 月の課題）

「ALT の先生と英語で会話します。まず 30 秒間であなた自身を紹介してください。その後 ALT からなされる質問に英語で答えてください。」

N さんは左のようなメモを元にインタビューテストに臨んだ。約 30 秒の自己紹介の後、ALT
から質問がなされた。
“Where is the supermarket which you are working for?”
“Do you enjoy working there?”
“How long have you been learning dancing?”
N さんは一生懸命英語で自己紹介し、質問を懸命に聴き取ろうと身を乗り出して ALT とやり取
りし、次のような感想を残した。
「はじめの方は（メモを）見ないでスラスラ言えたけど、途中
から詰まったし、何回も見てしまった。緊張でいつもぐらいの大きな声が出せなかった。でも、
ゆっくりと発音もきちんと言えたと思う。質問の英語がイマイチよくわからなかった。単語が
わからなくて日本語で答えたところもあった。練習でできたことが本番でできなくてくやしい
です。次は発音をもっと良くして、目を見て、スラスラと大きな声でスピーチできるようにし
たいです。そのために、家でしっかりと練習したいと思いました。」

評価と授業改善との往還
このパフォーマンス課題が N さんの背中を次のステップへと押しているのがわかる。このような感想は N さん以外の生徒からも多数あった。一方「質問の
英語がイマイチよくわからなかった」という声は、自分で英文を創って話す力に対して相手の英語を聴き取る力が弱いということを示し、それはそのまま授
業者側にとっての課題となった。今後の授業に「聴きとる」訓練と語彙を習熟させる指導の課題があるということを示している。

7

日本教育学会

近畿地区

研究集会 2019/03/09

於:京都大学

8

田中容子（京都大学）

ィブラーニングの評価』東信堂、2016 年 3 月、
p.69-93、より

パフォーマンス課題

マンス評価」松下佳代・石井英真編『アクテ

→

「研修旅行が終わりました。次年度の研修旅行の参考にしますので、今回の

田中容子「第４章英語科におけるパフォー

研修旅行で最もよかったと思うことを写真を交えて具体的に英語で発表し

てください。
」

↑
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（以下のものは園部高校普通科基礎コース 2016 年度 3 年生「英語表現 II」学年末テスト：当時共同で 3 講座を担当していた石山真弓先生・三村真穂先生との協働制作）
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著作権のため削除
アーノルド・ノーベル作

三木

卓

訳

『ふたりはともだち』から「おて

がみ」の日本語訳を挿絵と共に抜粋して提示した。
下線部５箇所を英語にする問題。下に語群を用意し、正解は一つでなく意味
を成す文には加点するものとした。
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答案例（RK さん

基礎コース 3 年）

RK さん「英語と私」
私は、初めて英語を学び始めた中学１年生の頃から英語がとても苦手です。
もちろん今も苦手なのは変わりません。でも、中学生の頃は嫌いで苦手でテ
ストの点も悪くて…。「どうせやってもわからないし、できないし」とあき
らめていました。そのまま英語力が伸びないまま高校に入ってきました。
Yesterday の単語すら書けなかった。でも、この園部高校に入って、優しく
て、とてもわかりやすくて、どんなに何回も同じ質問をしてもじっくり教え
てくれる。だから私は「英語をとことんやってやろう、がんばってみよう」
と思うようになりました。すると、高１の３学期末テストで８４点を取って、
それはものすごく嬉しかったです。それから英語の勉強が楽しくなってきま
した。そして１・２年でやったグループ発表はどちらもクラスでトップパフ
ォーマンスで、２年連続で優勝したことは今でも忘れられません。でも正直、
最後の最後まで、英語は苦手です。
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田中容子（京都大学）
Communication English III 普通科中高一貫コース(2012 年度高校入学)
3 年学年末テスト中のパフォーマンス課題

普通科中高一貫コース(2012 年度高校入学)T さんの作品

English Expression II 普通科中高一貫コース(2012 年度高校入学)
3 年学年末テスト中のパフォーマンス課題「英語と私」

H くんの作品

