このパンフレットにはどのような内容が
紹介されていますか？

1.

信州英語プロジェクトではどんなことを取り組
んだのですか？

2.

信州英語プロジェクトではどんな成果が見られ
ましたか？

3.

信州英語プロジェクトでは、どのように
「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標を作っ
たのですか？

4.

信州英語プロジェクトを通して見えてきた
「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標の良さ
は何ですか？

5.

「 CAN-DO リスト」形式の学習到達目標をどの
ように活用すればよいですか？

6.

話すこと、書くこと、領域統合型の言語活動を
行う際にどのような工夫をすればよいですか？
―話すことの言語活動ー

7.

話すこと、書くこと、領域統合型の言語活動を
行う際にどのような工夫をすればよいですか？
―書くことの言語活動と領域統合型の言語活
動ー

信州英語プロジェクトではどんなことを
取り組んだのですか？

本プロジェクトの目的
先進的な指導と評価方法を研究開発し、その教育成果を多面的に分析し、データに基づく好事例を公表することに
より、次期学習指導要領の実施に向けた英語教育の抜本的改善に資することを目的としました。そのために、次期
学習指導要領の「領域別の目標」及び CEFR-J 等を共通参照枠として、言語活動の高度化を図った「CAN-DOリス
ト」形式の学習到達目標を作成しました。その目標に基づいて、指導方法・評価方法を開発・実施し、成果を科学
的に検証しました。

つまり・・・
① 次期学習指導要領に対応した5領域型の「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を作成・改善した。
・教科会を充実させ、学校全体でプロジェクトに取り組みました。
・CEFR-J の枠組みを共通参照枠として、各学年の目標がどのレベルに対応するかを意識して、5領域型の学習到達
目標を作成しました。
・外部試験やパフォーマンステストなどの結果に基づいて、生徒の実態に合わせて学習到達目標を修正しました。
・各拠点校の「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標は、信州英語プロジェクトのウェブサイト (http://shinshueigoproject.jp/) で参照できます。
・作成・改善した「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標に基づいて、授業研究や授業改善を行いました。
〇指導したい内容（学習到達目標）と生徒の英語力の実態が合わない場合があり、指導内容を調整しました。
〇授業における活動のねらいを、学習到達目標に照らして位置づけて、活動の手順等を工夫しました。
〇授業における活動のねらいを、学習到達目標に照らして位置づけて、活動の手順等を工夫した。

パンフレットの3～7頁をみてください。
②

話すこと（2017年度～）、書くこと（2018年度～）、領域統合型の指導（2019年度～）の指導に取り組んだ。

・即興的に話す活動を継続的に実施しました。
・自分の考えや気持ちなどを書く活動を取り入れました。
・聞いたり読んだりしたことに基づいて、考えや感想などを伝え合う活動を取り入れました。

パンフレットの6～7頁をみてください。

信州英語プロジェクトの拠点校
③ 木島平村立木島平中学校

① 長野県白馬高等学校
② 信州大学教育学部附属長野中学校
④ 信州大学教育学部附属松本中学校

⑥ 長野県軽井沢高等学校

⑤ 軽井沢町立軽井沢中学校

⑦ 長野県蘇南高等学校
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信州英語プロジェクトではどんな成果が見られましたか？
〇話すこと・書くことの自己評価が高くなった!!

4

・2016年度の中学1～3年生（オレンジ色）と2016年度に入
学し、2017年度にスピーキングの指導、2018年度にス
ピーキングとライティングの指導を受けた生徒（青色）
の話すこと・書くことに対する自己評価の結果を比較し
ました。
・3年間の経時的データの分析から、指導を3年間受けた生
徒は、話すこと・書くことに対する自己評価が上昇した
ことが確認されました。
・指導を3年間継続して受けた生徒は、指導を受けなかっ
た生徒と比較して、話すこと・書くことの両方において
高い自己評価の結果が得られました。

話すこと

3.8
3.6
3.4
3.2
4

書くこと

3.8
3.6
3.4

経時的
2016年度

3.2

1年次

〇英語力が向上した!!
外部試験の結果（中学3年生）
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・2016と2018年度における中学3年生の
各技能についての成績を比較した結果、
小～中程度の効果量(※)が確認されまし
た。
・2017年度の中学3年生はスピーキング
指導を、2018年度の中学3年生はス
ピーキングとライティングの指導を受
けています。
・技能ごとの2016年度と2018年度の差
リスニング ：d = 0.54 (中程度)
リーディング：d = 0.26 (小程度)
ライティング：d = 0.52 (中程度)
スピーキング：d = 0.34 (小程度)
※効果量とは、数値の変化の大きさを表す統計的指標を意味する。

2018年度

ある生徒の伸びの実際（ライティング課題から）
・ある中学生のライティング力の変容を紹介します。A1.1（2017年度、2年次）からB1.1（2018年度、3年次）
まで向上しました。
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本プロジェクトの成果は以下の論文としても刊行されています。
酒井英樹・佐藤大樹・木下愛里・菊原健吾. (2019). 「中学校英語科における技能統合型の言語活動の指導―読んだことに
基づいて話すこと［やり取り］―」. ARELE, 30, 303-318.
酒井英樹・青山拓実・菊原健吾・工藤洋路・小森真樹. (2020). 「中学校におけるライティング指導の改善が自己評価や能
力の向上に及ぼす影響」信州大学教育学部研究論集, 第13号.
Aoyama, T., Shimada, H., Kikuraha, K., & Sakai, H. (2020). Developing the L2 willingness to communicate model for junior high school
students. CELES Journal, 49, 17-24.
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信州英語プロジェクトでは、どのように
信州英語プロジェクトでは、どのように
信州英語プロジェクトでは、どのように
「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標を作ったので
「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標を作ったのですか？
リスト」形式の学習到達目標を作ったのですか？
「CAN-DO

既にある「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標
既にある「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を、学習指導要領の目
標や領域別の目標に照らして、文言を
既にある「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を、学習指導要領の目
標や領域別の目標に照らして、文言を修正する。
標や領域別の目標に照らして、文言を修正する。
（4技能のものを5領域にする
（4技能のものを5領域にする）
（4技能のものを5領域にする）

各学年の学習到達目標の内容を分析し、CEFR-J
各学年の学習到達目標の内容を分析し、CEFR-J のレベルと関連付け
各学年の学習到達目標の内容を分析し、CEFR-J のレベルと関連付け る。
る。
る。

外部試験、テストなどに基づいて、生徒の実
外部試験、テストなどに基づいて、生徒の実態を把握する。
外部試験、テストなどに基づいて、生徒の実態を把握する。
（生徒の英語力が、CEFRやCEFR-J でどのレベ
（生徒の英語力が、CEFRやCEFR-J でどのレベルかを把握する）
（生徒の英語力が、CEFRやCEFR-J でどのレベルかを把握する）

生徒の英語力の実態に応じて、学習到達目標の
生徒の英語力の実態に応じて、学習到達目標の難易度を調整する。
生徒の英語力の実態に応じて、学習到達目標の難易度を調整する。

・次期学習指導要領に基づいて5領
・次期学習指導要領に基づいて5領
域型に修正した。
・次期学習指導要領に基づいて5領
域型に修正した。
・目標の内容を分析して、CEFR-J の
域型に修正した。
・目標の内容を分析して、CEFR-J の
レベルと関連付けた。
・目標の内容を分析して、CEFR-J
の
レベルと関連付けた。
レベルと関連付けた。

・生徒の英語力の実態に合わせて、目
・生徒の英語力の実態に合わせて、目
標（指導したい内容）を調整した。
・生徒の英語力の実態に合わせて、目
標（指導したい内容）を調整した。
標（指導したい内容）を調整した。

B1.1は高すぎ
B1.1は高すぎ
る目標だった
る目標だった
んだな。
んだな。

A2.2 の
A2.2
の
レベル
レベル

B1.1は高すぎ
る目標だった
んだな。

A2.2 の
レベル
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B1.1 レベルの目標設定 B1.1 レベルの目標設
B1.1 レベルの目標設定

信州英語プロジェクトを通して見えてきた

「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標の良さは何ですか？
拠点校の先生方の声を紹介します。

教員にとってのメリットは？

異動により教員やクラスの
教科担任が変わった。でも、
CAN-DO があれば・

〇目標や指導内容の共有ができます。
・英語科の教員が同じ目標を
教科会で、レッスンゴールを明確にしました。各単元におけるゴールを明確にすることで、向かっていく先を教員全
員で共有することができました。（附属長野中学校）
同じ目線で指導にあたることができました。事業に取り組んで3年目でまとまってきました。（軽井沢高等学校）
・クラスの教科担任がかわっても同じ指導が可能
全員が「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を意識することで、教科担任が変わったときも Thinking Points (パンフレッ
トの6ページを参照）などの指導を継続して行うことができました。（附属長野中学校）
・初任の教員にも参考になる
初任の教員や初めて教師になった講師にとって目指す生徒の姿が明確になり、指導のしやすさにつながりました。
（附属長野中学校）
・授業技術の上達にも
「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標を共通認識として確認した上で、それぞれ個性ある取り組みを行いました。教
科会ではその取り組みを共有して、授業技術の上達を図りました。（白馬高等学校）
〇生徒の現状を踏まえた授業を実施できます。
・生徒の現状を踏まえて
教科会で既存の「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を５領域のものに作り直しました。同時に、内容の見直しを行
いました。生徒の現状を踏まえて、習熟度別の授業を行い、各講座の達成目標の設定に活用しました。（蘇南高等学
校）
・生徒の英語力の把握に
教師が児童生徒の一人一人の英語の力を把握する指標として、 「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を活用しました。
生徒の英語力がどのくらいか知りたい時に、 「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標があると、プロファイルしやすく
なりました。（附属松本中学校）
〇職員会議で英語科の取り組みを共有することができます。
・外部への情報公開や校内での指導のために
職員会議で全職員に「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を見てもらい、英語科の取り組みを共有しました。これは、
「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標をホームページに掲載し、本校が掲げる「英語指導の充実」を広めるためです。
その結果、学校内外へ本校の英語指導に対する取り組みが発信され、学校外では生徒募集に関わる魅力の発信や
「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標の普及、校内では生徒（在校生）と教員間で学習到達目標の共有などに活用す
ることができました。（蘇南高等学校）
〇見直しや共有の際の工夫
・生徒が達成できる目標を
目標が高すぎても生徒のためになりません。８割ぐらいの生徒が達成できる「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を
設定するように、教科会で見直しました。（軽井沢高等学校）
・生徒の実態を把握しながら
毎年、各種テストやアンケートなどの結果に基づいて、 「CAN-DOリスト」形式の学習到達目標を見直し、生徒の実態
にあった目標に設定するようにしました。その際、CEFRやCEFR-J のレベルを参照すると便利です（本パンフレット3ページを
参照）。（附属長野中学校）

生徒にとってのメリットは？
〇自分の学びを自覚化するツールになります。
・年度当初や単元ごとに生徒と共有
年度当初の最初の授業でプリント形式で生徒に配布しています。１年間のゴール、３年間で身につける力を確認してい
ます（軽井沢高等学校）
単元ごとに学習到達目標を生徒と共有しています。（白馬高等学校）
・自分の学びを自覚
生徒自身にとって自分の学びを自覚化するツールになると考えます。（附属松本中学校）
〇授業科目が多岐にわたる高校では、科目間のつながりを意識できます。
・科目間のつながりを意識
生徒が通常科目と学校設定科目のつながりを意識できるようになりました。（白馬高等学校）
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「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標をどのように
活用すればよいですか？
拠点校の取り組みを紹介します。

「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標の活用スケジュール
信州英語プロジェクトの拠点校ではこんな活用をしています。

○ 教科会において、「CAN-DOリスト」形式の学
習到達目標（以下、目標）を改善し、共有する。

年度当初に前年度の振
り返りをして、「CANDOリスト」形式の学習
到達目標の微調整を行
いました。（軽井沢高
等学校）

○ 目標に従って、今年度の研究の方向性、授業
の在り方、テスト計画などを検討する。
○ 目標を英語科研究室に拡大して掲示する。
○ 生徒に目標を示し、意欲を高める。

○ 目標に従って、単元計画を作成・修正する。

「CAN-DOリスト」形式
の学習到達目標に照ら
し合わせて、授業や講
座ごとに目標を設定し、
年度を通して達成でき
るように指導しました。
（蘇南高等学校）

○ レッスンゴールを教員間で共有する。

○ 目標を参照しながら、定期テストを作る。
○ 目標に照らし合わせて、パフォーマンステス
トを実施する。
○

測定された、目標の達成度を生徒と確認する。

目標に基づいたパ
フォーマンステストを
実施しました。短い英
文を読んだことについ
て、考えや感想を伝え
合う課題（２年）や、
ペアで会話を継続させ
る課題（１年）を実施
しました。タブレット
で録画し、後で評価し
ました。（附属長野中
学校）

小中連携や中高連携での活用
中学校で「CAN-DO」形式の学習到
達目標を作成するだけに終わらず、
小学校と連携し、３年間というより
も、９年間を通してどのような学び
があるのかを、小中の教員が共有し
ています。目標作成の過程で、
CANDOリストをきっかけに議論が始
まり、互いの授業に対する考え方に
ついて意見校交換することで、教師
自身の見方も更新できたと考えてい
ます。（附属松本中学校）

近隣の中学校と連携をし、
「CAN-DO リスト」形式の
学習到達目標を共有する試
みをしています。中学３年
間でつけたい力と、高等学
校３年間でつけたい力が一
本の線で繋がっているよう
にしています。（軽井沢高
等学校）
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学期末に「CAN-DO
リスト」形式の学習
到達目標を生徒に提
示し、「私はこれは
できる」と感じる項
目をマークさせ、自
分の学びを自己評価
させました。（附属
松本中学校）

話すこと、書くこと、領域統合型の

言語活動を行う際にどのような工夫をすればよいですか？
拠点校の取り組みを紹介します。

話すことの言語活動
即興的に話す活動のための５つの工夫
工夫１「取り入れるタイミング」
・２分前学習として
２分前学習として位置付けました。話題は、教師だけでなく生徒が決めることもありました。（附属長
野中学校）
・週の始めに
What did you do last week? という内容を、毎週月曜日に実施しました。（軽井沢中学校）
・授業で文法事項の導入後
１分間・２分間スピーキングとして、その日の授業に関する内容を意識してやり取りをさせました（例、
現在完了継続用法の導入 好きなことをどのくらい続けているかについてやり取り）。（木島平中学
校）
工夫２「活動時間」
・１分から２分
各校では無理のない時間設定で即興的に話す活動を取り入れました。活動の呼び方も、「スモールトー
ク」「One-Minute Small Talk」、「１分間（２分間）トーク」などいろいろです。
工夫３「指導方法」
・どのように話したらよいかというポイントを示す
話し方のポイントである Thinking Points を意識して、話させるようにしました。（附属長野中学校)）
Thinking Points とは？
Thinking Points とは「事実を述べる」「理由を述べる」「話題を深める」「話題を広げる」「引用する」「比較す
る」「例示する」「疑問を述べる」「予想する」など、自分の考えや感想を伝え合う際の考え方の視点のことです。

・良いモデルの共有の時間を作る
１回目のやり取りを終え、全体で友の考えを共有する時間を取りました。その際、Thinking Points を意識
するように指導しました。英語で表現することができなかったり、日本語になってしまったりした際に
は、表現を生徒に尋ねたり、教師が英語で言い換えたりしながら板書し、２回目のやり取りを行いまし
た。（附属長野中学校）
・会話の工夫を指導する
会話の継続のため、相づちを練習しました。（蘇南高等学校）
工夫４「評価」
・スピーキングテストを実施する
年1回スピーキングテストを実施して、話すことの定着度を確認しました。（軽井沢高等学校）
工夫５「話すこと［発表］」
・［発表］においても即興性を意識する
リサーチを基にして即興的にプレゼンを行いました（例 、ラオス国立大学の先生方に向けて日本文化を
紹介）。（附属松本中学校）
・身近な人、または、有名人についてメモをもとに、4文以上で話させました。（軽井沢中学校）
その他、各学校の特色を生かして、実際に英
語を使用する活動を取り入れました（白馬村
英語ツアー、松本英語ガイドツアー、八方イ
ンフォメーションセンターでの外国人観光客
インタビュー＜白馬高等学校＞）。
※附属松本中学校:ラオスの先生へのプレゼンの様子
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書くことの言語活動
書くことの言語活動のための３つの工夫
工夫１「教科書の活用」
・教科書を活用して言語活動を構想する
ホームステイアドバイスの場面で教科書とは異なった内容について
アドバイスを考え書き発表。定期テストの課題にもしました。
（軽井沢中学校）
工夫２「書くことの目的」
・書く目的や相手を明確にする。
木島平村の良さを英語で発信するために、パンフレットとコルク
ボードを作成しました。パンフレットは直接外国人観光客の方に
英語を使って渡すことができました。コルクボードは駅やホテル、
道の駅に置いていただいています。外国の方々の立場に立って
書くことが出来ました。（木島平中学校）
工夫３「評価」
・テストに書くことの問題を取り入れる
教科書の内容に関わる英作文の問題を授業中に出題し、さらに定期考査でも出題をしました。（軽井沢高等
学校）
・「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標
を参考にする。
英作文の問題は、学習到達目標を参考にして作成しました。生徒のパフォーマンスに基づいて、学習
到達目標の改善や授業改善に活かしました。（軽井沢高等学校）

領域統合型の言語活動
領域統合型活動のための4つの工夫
工夫１「読む内容」
・読ませる教材を工夫する。
教科書、新聞の英語記事、英語メールマガジンを活用し、生徒が考えや感想を伝え合う活動をしました。
（附属長野中学校）
工夫２「家庭学習」
・読んだことに基づいて書く活動を宿題として取り入れる。
生徒自身が、英語メールマガジンに登録して、読んだ内容に対して考えや感想を書く宿題を取り入れまし
た。その後、授業では、話す活動に活用しました。（附属長野中学校）
工夫３「モデルの提示」
・教師の考えや感想を示す。
読んだことに基づいて生徒がやり取りした後に、ALTや英語教師が自分自身の考えや感想を伝える機会を設定
し、生徒の参考となるようにしました。（附属長野中学校）
工夫４「話すことと書くことの順番」
・話してから書く活動を行う。
従来は原稿を書いて話していましたが、読んだことに基づいて考えや感想を伝え合う活動を実施し、その後
自分の考えや感想を書く活動を位置づけました（読むこと 話すこと 書くこと）。（附属長野中学校）
領域統合型活動とは？
領域統合型活動とは、複数の領域（技能）を使用して行う
言語活動のことです。やり取りは、聞くことと話すことの
領域統合型活動といえます。拠点校では、聞いたり読んだ
ことに基づいて、自分の考えや感想などを話したり書いた
りして伝えたり、やり取りする言語活動を取り入れました。
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