
１．はじめに

　本稿は2016年度に本校で行った中学１年生の授業研究
の報告である。教科書を使った授業に加えて６月、10月、
２月と年間３回のShow and Tell Speechを行って、全員
が発表し互いに質疑応答をした。この活動において生徒
の学びの主体性を育むために個別探究と協同探究を繰り
返して行った。発表の際の質疑応答は、１回目は一般的
な質問から始め、次第に発表に関する特定の質問を英語
で考える追究型発問ができるように展開していった。３
回目には「発表内容や発表者に対する理解を深める質問
を英語で考えよう」というテーマで公開授業を行った。
授業のまとめとして、「どのような質問を行うと，内容
についての理解が深まるか」について全体でディスカッ
ションを行った。
　協同的探究学習を活用した授業設計について（1）、アド
バイザーとして東京大学大学院教育学研究科の藤村宣之
教授に年間を通してご指導をいただいた。また、UCLA 

Office of Instructional Development のKumiko Haas教
授にアクティブ・ラーニングの授業の設計、グループ学
習と協同の技法、スピーチ・プレゼンの授業設計につい
て数回にわたりアドバイスをいただいた。

２．非定型課題としてのShow�and�Tell�Speech

　中学校の英語授業でしばしば行われるShow and Tell 
Speechは非定型の設問の典型である。本校では中学１
年生80名の生徒がそれぞれ自分で主題を選択してスピー
チを完成した。協同的探究学習の学習過程において、個
別探究学習と協同探究学習を交互に活用して学習を深め
ていった。個別探究学習では、スピーチの主題の決定、
原稿作成、校正、発表練習などを行い、協同探究学習で
は、小グループでの発表練習、コメント、質疑応答、ク
ラスでの発表、ディスカッション、フィードバックを行っ
て「わかる学力」の向上を目指した。

３．協同的探究学習の観点に照らした授業づくり（2）

協同的探究学習の観点 Show & Tellスピーチ授業における生徒の活動
１．
発問：

多様な方法で出せる解答があるオープンな発問があ
る。

第３回のShow & Tell Speech課題「好きな人・尊
敬する人を紹介しよう」で紹介する人を選ぶ

２．
発問：

１の発問が、既有知識と関連づけて解答できるよう
な発問であり、生徒が考える時間がある。

人物紹介サンプル英文を学習して、自分が選んだ人
物をどう紹介するかを考える

【抄録】「できる学力」とは従来の暗記再生型の授業で、定型の問題や課題に対して生徒は問題演習で覚えた答を一
つ書くというものである。一方、「わかる学力」とは、非定型の問題や課題に対して、生徒が多様な表現で答え、
生徒同士が共有することができる。暗記型ではスキルの弱い生徒も、協同的探究学習に於いては個々の発想を活か
して、積極的に授業に臨むことができると同時に自己肯定感を高めることができる。本研究では、Show and Tell 
Speechを課題として「わかる学力」をめざす協同的探究学習を行った授業研究について述べる。

【キーワード】協同的探究学習　アクティブ・ラーニング　英語　わかる学力　中学校英語
　　　　　 　スピーチ　Show and Tell Speech
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協同的探究学習の観点 Show & Tellスピーチ授業における生徒の活動
３．
個別探究：

グループや全体で考える前に、個々の生徒が自分の
考えを整理して考えることができる。

各自で英文原稿を作成する
添削された原稿を見直して英文の構成を再考する

４．
個別探究：

個々の生徒が自分の考えを整理して考えることがで
きる。

英文を再構成し原稿を清書する
さらに添削指導をうける

５．
協同探究：

多様な考えを比較検討する討論や発言の場を設け
る。

小グループでShow & Tell発表、人物紹介を聞いて
英語で質問する練習をする。

６．
協同探究：

討論や発言の場で課題に対して協同して解決しよう
とすることができる。

人物職業カードを使って一般的な質問を練習する。
人物の人格を生徒が自由に想像して質問に答える

７．
協同探究：

討論や発言の場で生徒が解答の多様性を認識し、差
異や共通性に着目しながら論点を関連付け、物事を
論理的かつ多元的に考えることができる。

クラス全体でShow & Tellスピーチ発表
生徒が互いに質疑応答して情報交換し、人物の理解、
発表者の理解を深める

８．
協同探究：

自らの考えを他者に対して表現できる。 発表者は人物についての考えを発表する
小 グ ル ー プ で 討 論：general questionsとspecific 
questionsについてクラス全体で討論：質問と解答
の仕方をまとめる

９．
個別探究：

生徒個人が討論や発言の後に理解や論理的思考を深
める時間がある。

授業で学んだこと、理解を深める質問にはどのよう
なものがあるかについて個人でワークシートにまと
め整理する

10．
全体として
の目的：

以上の取り組みを通して、本質を深く理解すること
こができる。

わかり易い発表の工夫、理解を深める質問の工夫な
どを意識できるようになる。向上心を持って意欲的
に取り組む

（1）,（2）協同的探究学習による授業の詳細については、下記の文献も参照。
　　『協同的探究学習で育む「わかる学力」―豊かな学びと育ちを支えるために』
　　（藤村宣之・橘春菜・名古屋大学教育学部附属中・高等学校（編著），ミネルヴァ書房，2018年）

４．年間3回のShow�and�Tell�Speechの計画

Show and Tell Speech
発表時期

第１回
６月

第２回
10月

第３回
２月

スピーチのテーマ My Favorite Things
お気に入りのもの

My Favorite Places
皆に紹介したい場所

My Favorite Person
The Person I Respect
好きな人、尊敬する人

原稿作成時期 ６月の２週間 夏休み 冬休み
使える時制 現在形 現在形・過去形 現在形・過去形
質疑応答の準備
発表者が自分で作る質問
と答え

発表者が自分に対する質問１つ
作成してグループで共有し、グ
ループの中で応答練習する

グループ学習（４名）
グループ内で発表練習の
後、互いに質問を考える

グループで質問を１つ考え、発
表者はその質問の答を事前に準
備して、練習する

グループで質問を２つ考え、発
表者はその質問の答を事前に準
備して、練習する

クラス発表時の
グループのサポート

グループの仲間が質問する グループの仲間が質問する

クラス全体の質疑応答 クラス全体で質問したい生徒が
自由に質問する

クラス全体で質問したい
生徒が自由に質問する

発表者１名に対する質問
の数

自作の質問　　　１
グループの質問　１

グループの質問　　２
クラス全体の質問　２

クラス全体の質問　４

発表者へのコメント コメント（3） It was good. I liked 
your smile. It was excellent. I 
liked your topic.  

コメントや感謝の表現
Thank you for telling us about 
～.
～ sounds interesting.

コメントや感謝の表現
Thank you for telling us 
about ～.
～ sounds interesting.

発表に要する授業数 ２時間（50分で20名） ４時間（50分で10名） ５時間（50分で８名）
（3） 聞き手のコメントの詳細については、下記の文献も参照。
　 『Presentation Workbook １』（田村佳子著，株式会社mpi松香フォニックス，2014年）
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５．スピーチのサンプル

　実際に２月の第３回Show and Tell Speech において
生徒が発表したものを以下に紹介する。

スピーチサンプル１
Hello, everyone.  My favorite person is Mr. Sakichi 
Toyoda.  He invented the automatic loom or “jido 
shokki”.  He is a founder of Toyota group.  And 
the Toyota group developed Toyota City.  First, he 
established Toyota Industries Corporation.  Then, the 
automobile section became independent.  Mr. Toyoda 
invented more than one hundred machines.  He created 
jobs for people, and Toyota City is very rich now.  
You can visit Toyoda Sakichi museum in Shizuoka.  
Mr. Sakichi Toyoda is a great man.  Thank you for 
listening.  （この男子生徒は豊田佐吉の写真、記念館の
写真、図書館にある本を見せて発表した）

スピーチサンプル２
Hello, everyone.  My favorite person is Rachel Carson.  

She is a scientist.  She is from Sprindale, Pennsylvania, 
USA.  Rachel Carson is also a writer.  She wrote “Silent 
Spring” and “Sense of Wonder”.  She teaches us the 
importance of nature in her book.  Rachael Carson says, 
“It is not half so important to know as to feel.”  I like 
this word.  I saw her biography in the school library.  
I would like to be a scientist like Rachael Carson 
someday.  Thank you for listening.  （この女子生徒はレ
イチェル・カーソンの写真と著書『沈黙の春』を見せて
発表した）

６．記録用紙のサンプル

　２月10日の公開授業の際は発表者名と紹介する人物の
名前を記録用紙に印刷して配布した。その前後の普通授
業で発表した際の記録用紙は、発表者名と紹介する人物
などをすべて生徒が記録する形式であった。
　 ２ 月21日 の 記 録 用 紙 で は、General Questionsと
Specific Questionsの質問だけでなく応答も記録した。
友達の質問に英語で答えられない場合は日本語で答える
こともOKとした。
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７．図書館との連携

　本校では授業と図書館の連携を重視している。英語の
授業においても様々な機会に図書館にある関連図書を紹
介したり、英語絵本の読み聞かせをしたり、生徒がグルー
プで英語絵本を読んだり、授業や学校祭でビブリオバト
ル・ミニ版などのイベントを企画して生徒の図書館利用
を促し、図書情報部と図書委員会が一丸となって読書活
動を支援している。Show and Tell Speech で人物を紹
介する際に、数名の生徒が人物に関連する本を紹介した。
また、Show and Tell Speechの授業の際に図書館から関
連図書をブック・トラックに乗せて教室へ運んで展示し
たりした。

８．まとめと今後の課題

　第１回のShow and Tell Speech発表時から、生徒た
ちはお互いの発表を聞くのをとても楽しみにしてきた。
2017年２月の研究協議会公開授業の際には３度目の発表
となり、生徒たちは自信を持って英語で発表することが
出来た。公開授業当日は、中学１年生の生徒たちは自分
の尊敬する人について紹介し、クラスの皆は、まず発表
者に感謝の意を表し、その場で質問を考えて尋ねた。生
徒同士が英語で活発なコミュニケーションができた。
　授業後の授業検討会で「質問は事前に準備していたの
か？」と他校教員から質問が出るほど、生徒たちはリラッ
クスして、上手に質問していた。質問のバリエーション

は練習したが、原稿などは何も無く、生徒たちがそれぞ
れ自分で考えて質問していた。
　協同的探究学習のおかげで「できる学力」の低い生徒
も、友人の発表を聞いて「気の利いた質問」をしようと
辞書を引いて意欲満々に取り組み、たどたどしい英語で
はあったが数回質問をすることができた。「できる学力」
重視の授業では、低学力者は意気消沈してしまうが、「わ
かる学力」を育てる協同的探究学習では、彼らも堂々と
意見や質問をすることができる。
　生徒がお互いの英語スピーチをより深く理解できる工
夫としては、生徒のスピーチ発表の際に、キーワードや
難しい単語についてフラッシュカードを使うと、話して
いる内容が理解しやすい。表に英語、裏に日本語を書い
たカードを各自で作り、見せながら発表すると、聞き手
にとって分かり易い発表ができ、スピーチを日本語に訳
す必要がなくなる。
　藤村先生からは、「中学１年生では言いたいことをす
べて言うスピーチを作成するが、高学年においては要点
を押させて伝えたいメッセージを絞り込む練習が必要」
というアドバイスをいただいた。藤村先生のアドバイス
に大変感謝している。教科書やワークブックによる通常
授業に、このように英語での発表や質疑応答のコミュニ
ケーションの機会を設けることで、生徒たちは互いに良
い影響を与え合いながら英語運用能力を高めていくこと
ができる。今後は担当する学年のレベルに合わせて、要
点を押さえて伝えたいメッセージを絞り込むスピーチ指
導を行っていきたい。
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