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はじめに：本レポートで伝えたいこと  

（１）“普段の授業”こそ大切にすべきである。 

普段から「協同学習」を実践していくことなしに，一人一人の学び・学力を保障することはで

きない。この実践を通して，聴き合い，学び合う関係を深めることができると思う。 

（２）“内容がない”と言われている教科書を用い，どのようにして「協同学習」を取り入れた授業を

つくっているのかを示す。 

（３）英語科らしい学び，“真正の学び”を“普段の授業”でどう実践するか。 

   技能教科とも言われる英語の授業では，できるだけ本物の英語に触れ，使うものとする（聞く，

読む，書く，話す）。 

 

１ 「協同学習」を実践するにあたって  

  私は，生徒同士が学び合い，高め合う「協同学習」を授業に取り入れている。「いかにして，生徒

一人一人の学びを保障するか」という課題と向き合い，授業づくりをしている。今回紹介する実践は，

普段の授業で実践しているものである。 

以下に，この取り組みを進めるにあたって心がけていることを述べる。 

（１）理念をもつ  

・一人残らず子どもの学ぶ権利を保障し，その学びの質を高める（コの字型の机配置やグループ等によ

る授業スタイルとかの方法ではない）。 

「一人残らず子どもの学びの権利を実現するためには，協同的学びによって子ども同士が学び合うよ

り他に方法はない。」（佐藤 学 氏） 

・「理念」を実現するために，学びの質を高めるための３つの条件を満たす授業づくりをする。 

＜「質の高い学び」とは，何か，その３つの条件＞ 

① 真正の学び（authentic learning）であること（教科（科学・学問・芸術）の本質，対象的実践，

テキストとの対話）。 

② 協同的学びであること。（聴き合う関係，対話，意味と関係の編み直し，一人残らず主人公，倫理

的実践） 

③ ジャンプの学びであること（高次の思考，探究の共同体） 

（佐藤 学 氏 「第 11回 学びの共同体研究大会」 講演より） 

（２）目標をもつ  

① わかる 

② 楽しい 

③ 力がつく 

④ 英語を通して，いろいろな人やことに出会わせ，人格形成を促す。 

⑤ 協同学習を通して，コミュニケーション力，人との関わる力を伸ばす。 

といった目標をもち，授業づくりを行う。そのためにも，協同学習を「学びの共同体」の理論から学ぶ

こと，真正の学びになり得る教材を「新英語教育研究会」の実践等から学ぶこと，第二言語習得のメカ

ニズムを「第二言語習得理論」から学ぶことを通して，目標の達成を目指していく。 

（３）協同学習（「学び合い」）のある授業づくり３つの要件  

① 学習形態（ペア，コの字型の机配置，男女混合３～４人グループ） 

ペア，コの字型の机配置，グループ学習を取り入れ，聴き合う場面を

つくる。座席は男女の市松模様（図１）にし，活動に応じて，ペア，コ
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 『学び合い』の進め方   
１．自分から積極的に学ぼう 
２．人の話を，しっかり聴き合おう 
３．自分から「教えて」と友達に聞こう 
４．「教えて」と言われたら， 

相手がわかるように教えよう 
５．学ぶときは， 

「なぜそうなるのか」を考えよう 
６．友達同士，お互いに支え合おう 

の字型の座席（教室の机を Uの字型に並べる），グループ活動（３～４人）を取り入れている。 

② “共有”と“ジャンプ”２つの課題設定と授業デザイン 

１時間の授業において，全員が確実に理解してほしい基本＜共有の課題＞（教科書レベル）と，そ

の理解を基礎にして挑戦する＜ジャンプの課題＞（教科書レベル以上）の２つの課題で授業をデザイ

ンするよう心掛けている（基本的に，＜共有の学び＞は前半，＜ジャンプの学び＞は後半に扱う）。 

“共有”の課題の場面では，全員の理解を深めるために，個人でやらせるのではなく，グループで

行うようにしている（個人作業の協同化）。そうすることで，聴き合いながら答えを導き出したり，確

認し合ったりする姿が多く見られるようになる。 

“ジャンプ”の課題は，グループのメンバーで知恵を出し合うことを必要とする高いレベルの課題

にし，学び合う必然性を生むことで，聴き合う関係づくりを促進する。 

授業の前半 ＜共有の課題＞ 授業の後半 ＜ジャンプの課題＞ 

・＜共有の課題＞においては，通常，教科書レベ

ルの内容を，個人作業の協同化ともいうべき，

小グループの協同的学びによって組織する。 

・＜共有の課題＞では，一人一人が確実に内容を

理解するのが肝要である。 

・＜ジャンプの課題＞においては，教科書レベル

以上の高い課題を，小グループの協同的学びに

よって組織する。 

③ 聴き合う関係（学び合う関係）を構築する 

「教え合う関係」ではなく「学び合う関係」を築く。そのために，分からなかったら仲間に「教え

て」と尋ねることを習慣化させる（＝学び合う関係）。「教えてあげて」とは言わない（＝お節介の関

係）。この「聴き合う関係」を構築するのは容易なことではない。習慣化するまで根気強く生徒に呼

びかけていくことが必要である。 

私の勤務校では，「学びの共同体」の学校改革の考え方を取り入れ，「学び合い」の授業づくりを推

進している。生徒の座席も男女混合の市松模様にし，「学び合い」の作法を身に付けさせるため，全

教室に「『学び合い』の進め方」を掲示し（図２），教師も「学び合い」のある授業実践に取り組んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２ 『学び合い』の進め方】 

（４）私が心がけていること  

教科書を使って，どのように協同学習を実践していくか？ 試行錯誤をし，辿り着いたのが，「毎

時間ハンドアウトを作ること」だった。生徒に身に付けさせたい力を，どういう課題で，どの学習

形態で行うことが効果的なのかを考えながら作成している。教科書をそのまま使って授業を進める

となると，生徒同士が学び合う授業づくりをすることは困難だと感じる。そこで，目の前の生徒た

ちの実態に合わせたハンドアウトを作ることで，より質の高い協同学習が実現すると考えている。 
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英語科授業デザイン 
授業者  伊藤 紳一郎 

 

１ 平成 27年 10月 14日（水） 第４校時 ２年３組 

 

２ テーマ PROGRAM６（P.56）不定詞・副詞的用法（SUNSHINE ENGLISH COURSE２） 

 

３ 本時のねらい 

（１）不定詞・副詞的用法の意味・用法を理解することができる。 

（２）不定詞・副詞的用法の用法をもちいて，自分の言いたいことを書いたり，話したりすることがで

きる。 

 

４ 授業の流れ 

（１）不定詞・副詞的用法の意味・用法を理解する（教師と生徒のやりとり，黒板での説明を通して）。

（コの字） 

（２）不定詞・副詞的用法を用いる会話をする。（ペア） 

（３）不定詞・副詞的用法を用いた自己表現（英作文）をする。（グループ） 

（４）不定詞・副詞的用法の表現を活用しながら会話をする。（ペア） 

 

５ 授業を観るポイント 

（１）どこで学びが成立していたか。また，成立していなかったか。 

（２）生徒一人ひとりの学びが保障されていたか。 

（３）生徒が互いの顔や表情を見ながら聴き合うことや，意見や考えを言うことができていたか。 

（４）わからなくて困っている生徒が，自分から友達に「ねえ，教えて」と聞くことができていたか。 

   聞かれた生徒が，相手にわかるように教えることができていたか。 

（５）高い課題を設定し，すべての生徒の学びが成立するような学習であったか。 

 

５ 座席 

        

        

        

        

        

        

 

黒     板 
 

授業デザイン（那珂二中様式） 
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Questions and things about yourself Answers

I was ( happy / busy / tired ) yesterday. ①I see.②Me, too.③Really?④Nice.

私は昨日（幸せ/忙しい/疲れて）でした。 ①わかりました。②私もです。③本当？④いいね。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

I was (　　　　　ing) (　　　　　) at seven last night. ①I see.②Me, too.③Really?④Nice.⑤Cool.

私は昨夜７時に（　　　　　）をしていました。 ①わかりました。②私もです。③本当？④いいね。⑤かっこいい。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

Were you (　　　　　ing) (　　　　　) at eight last night?　　　　　 Yes, I was. / No, I wasn't. I was (　　　　　ing) (　　　　　).

あなたは昨夜８時に（　　　　　）をしていましたか？ はい。/いいえ。（　　　　　）をしていました。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

What were you doing at nine last night? I was (　　　　　ing) (　　　　　).

あなたは昨夜９時に何をしていましたか？ （　　　　　）をしていました。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

I am going to (　　　　　) (　　　　　) this weekend. ①I see.②Me, too.③Really?④Nice.⑤Cool.

私は今週末（　　　　　）をするつもりです。 ①わかりました。②私もです。③本当？④いいね。⑤かっこいい。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

Are you going to (　　　　　) (　　　　　) tonight? Yes, I am. / No, I'm not. I am going to (　　　　　) (　　　　　).

あなたは今夜（　　　　　）をするつもりですか？ はい。/いいえ。（　　　　　）をするつもりです。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

What are you going to do this Saturday? I am going to (　　　　　) (　　　　　).

あなたは今度の土曜に何をするつもりですか？ 私は（　　　　　）をするつもりです。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

I will (　　　　　) (　　　　　) tomorrow. ①I see.②Me, too.③Really?④Nice.⑤Cool.

私は明日（　　　　　）をするつもりです。 ①わかりました。②私もです。③本当？④いいね。⑤かっこいい。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

Will you (　　　　　) (　　　　　) tomorrow? Yes, I will. / No, I won't. I will (　　　　　) (　　　　　).

あなたは明日（　　　　　）をするつもりですか？ はい。/いいえ。（　　　　　）をするつもりです。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

What will you do this Sunday? I will (　　　　　) (　　　　　).

あなたは今度の日曜に何をするつもりですか？ 私は（　　　　　）をするつもりです。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

Choose one question and talk with your friends Answers

What were you doing at eight last night? I was (　　　　　ing) (　　　　　).

あなたは昨夜８時に何をしていましたか？ 私は（　　　　　）をしていました。

What are you going to do this Sunday? I am going to (　　　　　) (　　　　　).

あなたは今度の日曜に何をするつもりですか？ 私は（　　　　　）をするつもりです。

What will you do this weekend? I will (　　　　　) (　　　　　).

あなたは今週末何をするつもりですか？ 私は（　　　　　）をするつもりです。

score

①　 /11　②　 /11　③　 /11　④　 /11　⑤　 /11

⑥　 /11　⑦　 /11　⑧　 /11　⑨　 /11　⑩　 /11

⑪　 /11　⑫　 /11　⑬　 /11　⑭　 /11　⑮　 /11

⑯　 /11　⑰　 /11　⑱　 /11　⑲　 /11　⑳　 /11

①　 /11　②　 /11　③　 /11　④　 /11　⑤　 /11

⑥　 /11　⑦　 /11　⑧　 /11　⑨　 /11　⑩　 /11

⑪　 /11　⑫　 /11　⑬　 /11　⑭　 /11　⑮　 /11

⑯　 /11　⑰　 /11　⑱　 /11　⑲　 /11　⑳　 /11

5

6

7

8

9

11

10

Let's ask your friends!　　No.3
Class(　　) No.(　　) Name(　　　　　　　　　　)

1

2

3

4

 

 

ハンドアウト 「Let’s ask your friends!」 
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ハンドアウト チャンツ「いつでもハッピー・チャンツ」 

ハンドアウト 「Bingo」 
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P.56 to + 動詞（原形）Ⅱ（～するために） No.1 
Date (    ,       ) 
( )-( ) Name(        ) 

Basic Dialog（会話） 

A: Where did you go last 

Sunday? 

B: I went to Mito to go 

shopping. 

 I bought a comic, a CD, 

and a pair of shoes. 

A: Nice! 

A: あなたはこの前の日曜日に

どこに行きましたか？ 

B: 私は買い物をするために水

戸に行きました。 

 マンガ，CD，１足の靴を買い

ました。 

A: いいね！ 

Grammar Explanation（文法の説明） 

（１）「to + 動詞（原形）」は「～するために」という“目的”の意味

を表すことがある。 

(Ex.) 

① I went to the park to play baseball. 

  「私は野球をするために公園に行きました。」 

② I came to school to study. 

 「私は勉強をするために学校へ来た。」 

③ I practice soccer hard to win games. 

  「私は試合に勝つために一生懸命練習する。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンドアウト 「P.56 文法」―１ 
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Exercise1 Let’s ask your friends!（グループの友達全員と会話をしよう！） 

 Questions & Statements Check Answers Check 

1 

I went to (Mito) to (go 

shopping).  
○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 
○A ○B ○C  

私は(買い物をする)ために(水

戸)へ行きました。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

2 

I went to (Kappazushi) to 

(eat lunch). 
○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 
○A ○B ○C  

私は(昼食をとる)ために(かっ

ぱ寿司)へ行った。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

3 

Ichiro went to (Kashima 

stadium) to (watch a 

soccer game). 
○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 

○A ○B ○C  
一郎は(サッカーの試合を観

る)ために(カシマスタジア

ム)に行った。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

4 

I came to school to 

(study). 
○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 
○A ○B ○C  

私は(勉強をする)ために学

校に来た。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

5 

I practiced baseball 

hard to (win games). 

○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 

○A ○B ○C  私は(試合に勝つ)ために

一生懸命野球の練習をし

た。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

6 

I got up early to (do my 

homework). 
○A ○B ○C  

①I see.②Me, too.③Really?

④Nice. 
○A ○B ○C  

私は(宿題をする)ために

早起きした。 

①わかりました。②私もで

す。③本当？④いいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

ハンドアウト 「P.56 文法」―２ 
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Exercise2 Make Original Sentences（自分が言いたいことを表現する） 

1 
 

私は（          ）ために（          ）へ行きました。 

2 
 

（   ）【グループの友達】は（      ）ために（      ）へ行った。 

3 
 

（   ）【グループの友達】は（     ）ために（     ）に行った。 

4 
 

私は（          ）ために学校に来た。 

5 
 

私は（          ）ために（          ）をした。 

6 
 

私は（          ）ために早起きした。 

※ 書き終えたら，1-6の英文の一部を変え，１つにつき２回ずつ「Homework  

Notebook」に書こう！ 

Exercise3 Let’s Talk（Aと Bに分かれ，友達と会話をする） 

【会話の場面】「この前の日曜日」について話をします。 

English Japanese 

A: Where did you go last Sunday? 

 

B: I went to (Mito) to (go shopping). 

 

 I bought a comic, a CD, and a pair of 

shoes. 

A: Nice! 

A: あなたはこの前の日曜日にどこに

行きましたか？ 

B: 私は(買い物をする)ために(水戸)に

行きました。 

 マンガ，CD，１足の靴を買いました。 

 

A: いいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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◆『Aと Bの自由なやりとり』例 

A: What comic did you buy? 
B: I bought One Piece. 
A: Oh, really? 
  I like ONE PIECE too. 
  My favorite character is Luffy. 
  How about you? 
B: I like Sanji because he is very cool! 
 
A: What CD did you buy? 
B: I bought Arashi’s CD. 
A: How many ARASHI CDs do you have? 
B: I have about ten. 
A: That’s good!  I also like them. 
  What color shoes did you buy? 
B: I bought blue. 
A: Oh! I like that color too. 

A: 何のマンガを買ったの？ 
B: ワンピースを買ったよ。 
A: おお，本当？ 
 私もワンピースが好きだよ。 
 私の好きなキャラクターはルフィだよ。 
 あなたは？ 
B: とてもかっこいいからサンジが好きだ

よ！ 
A: 何の CDを買ったの？ 
B: 嵐の CDだよ。 
A: 何枚の嵐の CDを持っているの？ 
B: 10 枚くらい。 
A: いいね！ 私も彼らが好き。 
 何の色の靴を買ったの？ 
B: 青だよ。 
A: おお！ 僕もその色は好きだよ。 

◆会話をしてみて，“英語で言いたいけど言えなかったこと”を書こう（日本語で）！ 
・ 
・ 

 

◆Check 

1st 

会話できた Signature1(     ) 

2nd 

会話できた Signature1(     ) 

【60秒継続】 
Signature2(     ) 【60秒継続】+ 

【相手の顔を見る】 

Signature2(     ) 

◆What did you talk about?（友達と会話したことを思い出し，書き出してみよう！) 

A: Where did you go last Sunday? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glue here! 
 

S A 

SS 
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