
中学2年生におけるメディアを取
り入れたタスクの実践報告 
―Hi, friends!を利用して 

執行智子(東京未来大学） 

カレイラ松崎順子(東京経済大学） 

宮城まなみ(国本女子中学高等学校） 



文科省指導要領  
外国語科改訂の趣旨 

• コミュニケーションの中で基本的な語彙や文
構造を活用し、発信することを可能にする 

• 「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」
及び「書くこと」の技能を総合的に育成する 

• 文法指導を言語活動と一体的に行うようにす
る 

• 生涯にわたる外国語の基礎を養う 

 

 



どのような授業を作成するか 
• コミュニケーションの中で基本的な語彙や文構造
を活用し、発信することを可能にする 

• 「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」及び
「書くこと」の技能を総合的に育成する 

• 文法指導を言語活動と一体的に行うようにする 

  学習したもの(語彙、文法）を具体
  的な場面や状況に応じて適切に活用
  する、４技能統合型の活動の作成 
 

• 生涯にわたる外国語の基礎を養う 

  主体的学びを促進し、生徒の思考
  を大切にする授業の作成 
 



教科書を用いた内容中心英語指導法とし
ての授業実践モデルPCPP：村野井(2006)  

Production Practice Comprehension Presentation 

文脈を与えて目
標文法形式が持
つ意味や機能を
帰納的に推測さ
せた後で明示的
な説明 

教科書の題材内
容の理解を中心
とした聴解活動お
よび読解活動 

意味のある文脈
の中で使用 

目標項目の内在
化と統合のため
の活動―プロジェ

クト型のタスク活
動 



• プロジェクト学習は、「問題解決学習」で、作業を通
して、学習者自身が問題解決課程をたどり、学習者の
創作・構成能力が促進され、その中に学びが生成する
というものである。（玉木、2009） 

• タスクの条件(松村、2012） 

  (１)活動成果の重視 

 (２)意味へのフォーカス 

 (３)自然な認知プロセス 

 (４)学習者の主体的関与 

 タスクは教室に言語理解や表出の場面を作り出す
 ための「シーン・セッター」、…授業を構成する
 コンポーネント(p. 69） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

目標項目の内在化と統合のための活
動―プロジェクト型のタスク活動 



協同学習の導入 
江利川(2012, p.7) 
 協同学習という学習指導の理論とは、子供が、主
体的で自律的な学びの構え、確かで幅広い知的習
得、仲間とともに課題解決に向かうことのできる
対人技能、更には、他者を尊重する民主的な態度、
といった「学力」を効果的に身に着けていくため
の「基本的な考え方」 
 

 ・建設的な支え合い 
 ・小集団でコミュニケーション力育成 
 ・個人の責任の明確化 
 ・ハイレベルな教材やタスクの設定 
 ・グループによる振り返り など 



先行研究 



ビデオ作成 

• Carney and Foss (2008) 

 動機づけをしたり、自己の能力をあげた 

• Charge and Giblin (1988) 

 自律性や自信を促進した 

• Saugera (2011) 

 スクリプトの作成が社会言語的な気づ
 き(言語スタイル）をもたらした 



ビデオ作成 
• Nikitina (2010) 
 ・学習者が学習の主体となり、既習事項を選択し自ら  
  の有意味な使用を実現した 
 ・既知の語彙や文法事項を再活用し言語技能をあげた 
 ・学習者間の集中的なインターアクションや協同じ促進
  した 
 ・学習状況が本物（authentic)に近かった 

• Nikitina (2011) 
 ・学習者が目標言語を使用する場面が多かった(スクリ  
  プト作成、リハーサル、録画） 
 ・目標言語を話すのに自信を持ち、様々な場面でどの 
  ように言うべきかを知ることができたと述べた学習者
  もおり、多くの学習者がビデオ作成は大変であったに
  もかかわらず楽しかったと述べていた 



ビデオ作成がもたらす成果 

• 動機、自信、自律性 

• 本物の状況の提供 

• 有意味な言語使用 

• 言語スタイルの気づき 

• 言語機能の気づき 

• 言語使用の増加 

• 言語技能の促進 

• たのしみ 
 



中学校での試み 



那覇市立高良小学校 (2013) 

 「小中連携英語交流授業」 
小学校外国語活動の「Hi.friends2」を利用し、
紙芝居の中の日本語のセリフをこれまでの既習
事項の中で慣れ親しんできた言語材料を元に、
「①既習単語に直す」「②表現の仕方を工夫す
る」活動をし、小学生と共に英語表現の紙芝居
の読み聞かせを作り上げる 
＜中学生＞ 

小学生のわからない単語のアドバイスをする 

小学生が考え出しセリフをメモする 
 



茨城県教育研修センター 

  

「平成21・22 平成23年度教科に関する研究」 
 

画像にセリフを付け発表する活動 

–暑い日に外で会話をしている場面 

–過去の日付を指さしながら会話をしている場面 

–これからの予定について会話をしている場面 



• 事後の意識調査において「学習した英語を使
うことができましたか」の質問に，「でき
た」，「だいたいできた」を合わせて20人の
生徒が回答した。 

• 聞き手を意識した会話文の作成を通して，聞
き手に分かりやすい表現を考えて書いたり，
書いた英文を読み直して校正したりした。 

• 普段の授業で教科書を読んで習得した既習の
学習内容を書いたり発表したりして，書き，
話し表現する活動につなげることができた。 

• 発表を聞き理解することで４技能を統合的に
活用できた。 

 



セリフを入れる活動 

• 学習者に達成感をもたらす 

• 聞き手を意識した活動になる 

• 既習の学習事項を使用できる 

• ４技能統合型の活動になる 



本研究 



目的 

中学2年生の英語の授業において、メディアを
取り入れたタスクを行い、それを鑑賞する活動
が、参加者である中学2年生の生徒の言葉の気
づきや学習の仕方にどのように影響を及ぼすの
かを、生徒のreflection sheetと定期試験の
結果から報告する。 
• スクリプトを考えたときに工夫したことは何か 

• 録音するときに工夫したことは何か 

• 本活動をどのように受け止めたか 
• 参加した生徒の英語能力はどのように変化したか 



Method 
• 参加者：東京都内私立中学校2年（11名） 

• 期間：2013年6月6日〜12日 

• 内容： 

 1．Could you ～?とMay I ～? の学習をする。 

 （New Horizon 2, p. 48「まとめと練習ー助動詞」） 

 2．Hi, friends! 2, Lesson 7 「オリジナル    
   の話を作ろう」（Momotaro）の映像にあわせスク
   リプトを作る。 

 3．作成したスクリプトを画像に合わせて録音し、オ     
   リジナルの視聴覚教材を作成する。 

 4．鑑賞し、振り返りシートを記入する。 

• 使用機器：iMovie、IC レコーダー 

 



Production Practice Comprehension Presentation 

New Horizon 2, p. 
48の読解活動 

生徒の持ち物を
利用して、 
May I ～?、 
Could you ～? 
を確認、復習 

タスク： 
Hi, friends!  2, 
Lesson 7 「オリジナ
ルの話を作ろ う 」
（Momotaro）の映像
において、Momotaro
がさる、犬、雉に出
会っていくシーンの
スクリプトを考え、吹
き込み、鑑賞する 

教科書本文を見
ず聞き取り、場
面・意味を推測す
る。 



分析 

• 活動後の振り返りシートを質的に分析 

–英語のスクリプトを考えた時に工夫したこと 

–英語で録音した時に工夫したこと 

–感想(作成、鑑賞） 

 

• 活動前後の定期テスト(中間・期末）を量
的に分析 



手順 
第１時：New Horizon 2、Speaking +１（p.18） 

   「先生にお願い＞＞ていねいに許可を求める、依頼する」 

       1. 教科書本文を見ず聞き取り、場面・意味を推測する。 

       2. 教科書を使用しCould you～? May I ～?を学習する。 

       3. 生徒の持ち物を利用して、 

  May I ～?、Could you ～?を確認、復習 

第２時：Hi, friends!2の Momotaroを観る。 

 グループに分かれ、担当のシーンのスクリプトを考える。 

第３時：スクリプトを考え、練習し録音する。 

第４時：録音する。 

第５時：録音したものと映像を合わせ鑑賞する。  

 振り返りシート記入。 



生徒の桃太郎 

 



生徒の振り返りシートより 

 

 



英語のスクリプトを考えた時に工夫したこと 
• 「より現実的にした」「本当に物語の中にいるような風にし
た」「現実的にしました」 

→本当らしい、authenticにことばを使う 

• 「英語の歌などを入れたりした」「面白くするために歌を入れ
た事」「聞いている人も言っている人も楽しめるようにした
事」「面白くする」 

→聞き手を意識する 

• 「次の言葉にきちんとつながるように」「意味をよく考えて」
「文書の並べ方、言い方」「言葉の並びがおかしくないか注意
した」 

→意味の重視、そのための語順に注意 

• 「丁寧な言葉を考えた」 

→文脈、役割を意識 

• 「スペル」 

→書くときにも正確に 



録音するときに工夫をしたこと 

• 「はっきりと言う」「聞く人が何を言っているか分かるように」「誰
にでも聞こえるように」「はきはきと言う」「すらすら言う」 

→聞き手を意識して 

• 「感情をこめて言う」「気持ちをこめて」「しっかり感情を込め
た」 

→聞き手に気持ちが伝わるように(本当の言葉として） 

• 「発音の仕方」「音の強弱」「イントネーション」「強調」 

→正確な発音に気を付けて 

• 「間をあける」「楽しさ感がでるように」 

→効果的に意味が伝わるように 

• 「息を合わせたり」「合図をしたり」 

→協同で作業 



感想(作成） 
• 「楽しかった」「みんなで 最初から 文を考えたのが楽しかった
です」「１から 自分たちで 分かる単語などを使って作る事で、
すごく楽しかった」「セリフを作るところが一番楽しく感じられま
した」 

→自分考えたことばで表現することの喜び 

• 「桃太郎、さるになりきって、元気よく皆で楽しくできた」 

→文脈に入り込む楽しさ、本当のことをする楽しさ 

• 「記憶もよみがえらす事（単語を思い出すこと？）ができたので、
自分たちにとってすごく良かった」「発音の仕方などひとつひとつ
気をつけました」「いろいろな事を工夫して注意した」 

→言葉を使うことの喜び、正確に言うことの大切さ 

• 「班のみんなと協力して頑張れば何でもできるのだと分かりまし
た」 

→協同学習で自分の力以上の事ができる喜び 

• 「これからも学んだ事を活かしていきたい」 

→学ぶことの動機づけ 

 



感想(鑑賞） 
• 「分かりやすかった」「聞き取りやすかった」
「分かりやすく、面白く、大きく言っていたの
で、とても良かった」 

→よくわかった 

• 「みんなの発表を聞いて、自分がその世界にい
るようですごく楽しかった」 

→臨場感があった（本当らしさ） 

• 「みんな工夫しているなと思いました」「効果
音とかもあった」「二人そろって言うのも良い
なと思いました」「一人一人の個性や考えなど、
声を聴くだけでも分かったのでとても面白かっ
た」「感情を込めて、なりきっていて本当にス
テキでした」「みんな文章を替えておもしろく
していた」 

→工夫したことがわかる 
 

 



• 「自分たちの班だけ脅しみたいになったけど、
それはそれで良かった」「なかなかの出来
だった」「３人で力を合わせたのをクラス全
体で聞いて、なんか感動しました」「本物と
全然違って、とても面白いなと感じました」 

→自分の活動に満足できた 

• 「先生がパソコンで色々な事をやってくださ
るので、本当に感謝しています」 

→環境整備に気づいた 

• 「またやりたい」「楽しかった」 

→学習への動機づけ 

 



• 「自分の発表を見て恥ずかしかった。」 

• 「難しかったです。」 

• 「緊張した。」 



活動前後の定期テスト(中間・期末） 
番号 中間試験 期末試験   

1 90 93 3 

2 43 32 -9 

3 89 78 -9 

4 81 93 12 

5 75 69 -6 

6 30 31 1 

8 37 42 5 

9 77 67 -10 

10 76 71 -5 

11 58 65 7 

12 38 52 14 



活動前後の定期テスト(中間・期末） 

• 有意差は出なかった 

• 下位レベルの生徒の多くの点数が上がっ
た 



考察 



英語のスクリプトを考えたときの工夫 

• 本当らしい、authenticにことばを使う 
• 聞き手を意識する 
• 意味の重視、そのための語順に注意 
• 文脈、役割を意識 
• 書くときにも正確に 
録音するときときの工夫 

• 聞き手を意識して 
• 聞き手に気持ちが伝わるように(本当の言葉と
して） 

• 正確な発音に気を付けて 
• 効果的に意味が伝わるように 
• 協同作業 

 



感想 
（作成） 

• 自分のことばで表現することの喜び 
• 文脈に入り込む楽しさ、本当のことをする楽しさ 
• 正確に言うことの大切さ 
• 協同学習で自分の力以上の事ができる喜び 
• 学ぶことの動機づけ 
（鑑賞） 

• よくわかった 
• 臨場感があった（本当らしさ） 
• 工夫したことがわかる 
• 自分の活動に満足できた 
• 環境整備に気づいた 
• 学習への動機づけ 

 
 



ビデオ作成活動 

• 動機、自信、自律性 

• 本物の状況の提供 

• 有意味な言語使用 

• 言語スタイルの気づき 

• 言語機能の気づき 

• 言語使用の増加 

• 言語技能の促進 

• たのしみ 

 

セリフを作る活動 

• 学習者に達成感をもた
らす 

• 聞き手を意識した活動
になる 

• 既習の学習事項を使用
できる 

• ４技能統合型の活動に
なる 

 

・下位レベルの生徒の英語力の向上 



スクリプトを作成し画像に合わせて録
音、鑑賞する活動は、 
• コミュニケーションの中で基本的な語彙や文
構造を活用し、発信することを可能にする 

• 「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」
及び「書くこと」の技能を総合的に育成する 

• 文法指導を言語活動と一体的に行うようにす
る 

• 生涯にわたる外国語の基礎を養う 

を可能にすると言える。 
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