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本日の内容

•自己紹介/学校紹介

•取り組みの紹介

•成果

•生徒の声

•その他の発信力を意識した取り組み



About Myself

•北海道苫小牧市出身

•期限付教諭（２年間）を経て

→釧路江南高等学校（地域の２番手校）

→静内高等学校（群部の進路多様校）

→登別青嶺高等学校（地域の進路多様校）

→倶知安高等学校（群部の進路多様校、４年目、３年次担任）



About Kutchan Town

•スノーリゾートの街

•冬には多くの外国人が滞在

•夏も滞在してほしい

•ひらふ地区は外国人街化（第１言語は英語）

•Ｇ２０観光大臣会合実施



About Kutchan High School

•単位制普通科

•４間口、全校生徒４２６人

•生徒は倶知安を中心に羊蹄山麓の町村から登校（ニセコ、蘭越、
京極、喜茂別、真狩、留寿都、共和など）

•生徒の英語に対する考え方はポジティブ（外国人と話をした
い）



About English Ability of Students

•現高３年生について

•入学時の英検取得状況

３級：２２名

準２級：２名



資格・検定試験の演習を通して発信力UP



To Improve Writing Ability

•週末課題で英作文の実施

•ＡＬＴが添削

•添削を踏まえてリライト



To Improve Speaking Ability

•授業の帯活動でペアワーク

•英検の２次試験の応答を実施（資料Ａ）

•ルール「必ず２文以上で答える」



生徒の作品



How to Check their skills

•定期考査に出題

•最初は課題や授業で扱ったテーマの中から出題

•２年次後期以降は初見の問題を出題

•評価基準を提示してそれに沿って採点

•ＡＬＴが採点



Let’s Try!

• Pair practice.



Let’s Try!

• Composition making. （2019年度第２回２級）



実用英語技能検定合格者数

１年次 ２年次 ３年次
（第１回）

合計 実人数

２級 １ １４ １５ ３０ ３０

準２級 ４６ １８ ４ ６８ ４３

３級 ４７ １１ ０ ５８ ４８



生徒へのアンケート

1.週末課題は効果的だった

2.英作文の力がついた

3.リライトすることで誤りを認識することができた

4.リライトすることで文法を意識するようになった

5.ペアワークは効果的だった

6.理由や詳しく説明することが難しくなくなった

7.相手の答えを聞いて考えを広げることができた

8.考査に出題されることで正確性の意識が高まった

9.初見のテーマでも英語で自分の意見を述べる力が向上した



生徒へのアンケート
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生徒へのアンケート
• 英作文についての自由意見

英検、記述模試で少しずつできるようになった。/ 書く力がついた。 / 定期テスト

で出題されることで英作文が得意になった。 / スペルや文法も間違いを直すこと

ができたので良かった。 / 書き方は去年のままでも理解できる。あとは文法等の

基本的なこと。 / 書けば書くだけ伸びるから良かった。 / 自分でやることはでき

るが、アドバイスをもらえることがあまりないので助かった。 / 日本語を簡単な

表現に変換して英語で表現する力がついた。 / やっているときはたくさんあって

嫌だったけれど、今考えると全部自分の力になっていると思う。 / ＡＬＴに見て

もらう方が正確だし、やる気につながるので良かった。 / 単語がわからなくても

他の言い方や表現を使おうと意識することができた。 / どんな内容がきても対応

できるようになった気がする。 / よかった、本番たくさん書けた。 / 正しい文法

を使えるようになったのでよかった。 / だるかったけれど、自分の力になったと

思う。



生徒へのアンケート

•２次対策ペアワークについての自由意見

苦手だったけれど、少しできるようになった。 / 少し時間が余っ
た。 / 本番で問題を落ち着いて聞けた。 / 互いにやることで面
接官の気持ちにもなれて、緊張せずにできた。 / 過去問たくさん
やったので傾向が知れて良かった。 / 話す力がついた。 / 意見
の述べ方を学ぶことができた。 / 面接の練習になった。 / 毎回
違う人とやりたい。 / わからないことも聞きやすい。 / 語彙力
が深まった気がした。 / 本番あまり緊張せずにできたので良かっ
た。 / 大変だったけれど、力がついたと思う。 / 相手の意見を
聞いて考えを広げることができたので良かった。



副次的効果

•ペアワークによるpeerという認識

•授業の雰囲気（誰とでもペアを組める）

•他の発信型のアクティビティにも熱心に取り組む



教科書の内容に関連した取り組み

• Retell活動 ～ 資料Ｂ

• Summarize活動 ～ 資料Ｃ



行事に関連した取り組み

• One-minute Picture Presentation

• Travel Poster & Presentation



One-minute Picture Presentation（資料Ｄ）

•１年次の冬休み明けに実施

•冬休み中のことについて１枚写真を撮影し、それについて１分
間のスピーチ

•全員の前で

•評価表：コメント＋本日のMVP選出



Travel Poster & Presentation（資料Ｅ）

•２年次の見学旅行明け（１１月）に実施

•訪問先１か所についてのポスターを作製

•感想も含めたプレゼンテーション

•グループ内で発表

•リフレクション：自分のポスター/プレゼンについて、他の人
のプレゼンについて









Travel Poster & Presentation

•定期考査に関連した問題を出題

同じ年齢の友人から以下のようなメールが届きました。この
メールに５０～７０語程度で答えなさい。

I heard you have been to Kyoto.
This winter, I am going to visit Kyoto for several days.
Please let me know ONE place I should visit.
Also, I want to know the reason you recommend it and 
what to do there.



英語外部試験の利用は延期になりますが･･･

•外部検定試験のためだけの発信力？

•生徒の英語力向上のツール

•問題はたくさん～問題集の活用

•採点が大変～ＡＬＴの活用

•その場だけで終わらせない工夫



Thank you for Listening!


