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中学校英語の授業づくりを通した教職大学院生の学び 
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１．はじめに 

私は 2020 年 4月より信州大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻（以後，教職大学

院と呼ぶ）において「国語科と外国語科が連携して行う授業とはどのようなものである

か」をテーマに実践研究を進めている。本実践報告１は 1 年次の 10月～11 月にかけて行

った授業づくりとその考察に基づくものである。 

大学生時代，私は英語教育コースに所属し，卒業要件である小学校教諭一種免許状，

中学校教諭一種免許状（外国語・英語）を取得し，それに加えて高等学校教諭一種免許状

（外国語・英語）と中学校教諭二種免許状（国語）も取得した。その学びの中で，国語と

英語を関連させて扱う授業をつくりたいと考えるようになった。柾木 (2012) には，言

語活動の充実を目指して，日本語と英語を比較したり表現を比較したりする授業の実践が

紹介されている。柾木 (2012) の実践から，私は国語科と外国語（英語）科２の「連携」

の授業の具体を知り，「連携」の授業では日本語と英語を使うことでメタ言語的な力を育

むことができると考えるようになった。また，その時期に大学 4 年生であった私は小学校

での教育実習があり，国語と外国語活動の授業を行う機会を得た。私が担当した国語の授

業では，俳句の単元の入り口として「春らしい」言葉を見つけ，模造紙にまとめる活動を

行った。この国語の授業で児童が見つけた言葉には，「ひなまつり」や「ひなあられ」「さ

くらもち」というような，行事や食べ物などの日本文化にかかわっているものがあること

に気が付いた。このような日本の文化などと深くかかわりのある言葉は対応する英語がな

いため，英語で表現するのが難しいのではないかと考えた。そこで，私が担当した外国語

活動の時間では外国語指導助手 (ALT) が英語に訳すことができない日本語を探すという

活動を行うことにした。この授業は，児童は選んだ日本語を ALT に尋ねる時に英語を使

うという点や国語の活動で作った模造紙を使って授業を進める点という２点から国語で学

んだことを生かした「連携」の外国語活動を考えたつもりであった。しかし，振り返る

と，この授業は児童が何を学んだのかがはっきりしない時間になってしまったという反省

が残った。この経験から，ただ日本語と英語を使うだけの授業では，「連携」による効果

を考える以前に，国語科がねらう育成したい力も外国語活動がねらう育成したい力も達成

できない授業になってしまうと学んだ。 

そこで，私は国語科の学びと外国語科の学びの両方を実現するために，国語科と外国語
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科が連携して行う授業づくりをどのように行ったらよいかという問いをもち，教職大学院

に進学した。本実践報告では，「連携」の授業実践にあたり文献調査から明らかになった「連

携」の意義についてまとめる。そして私が所属する教職大学院で開講されている授業につ

いて簡単に説明する。その後，2020 年 10 月～11 月に実施した国語科との連携を意識した

中学校英語の授業づくりの過程と実際の授業についての振り返りを通して，教職大学院生

である私の学びについて考察する。 

２．先行研究 

この章では，2.1で「国語科と外国語科の連携」（以下，「連携」）の意義について，文献

調査と先行研究から明らかにされたものをまとめる。2.2 では先行研究の中で実践された

「連携」の授業について整理する。 

2.1 国語科と外国語科の連携の意義 

柾木 (2012) は，国語科と外国語科の「連携」について，国語科にとって重要な「連携」の意義

として先行研究に基づき「 (1) メタ言語能力の育成， (2) 論理的思考力・判断力の育成， (3) 

教師の指導力向上」 (p. 43) を示している。ここでいう教師の指導力向上とは，「連携」の授業実

践によって教師間の学び合いが起き，ここでの学びを踏まえて通常授業を行うことを指している。

さらに，柾木は柾木自身の実践における生徒へのアンケート結果から「国語と英語を同時に学習

することで『学びの共通性』に気づかせ，教科の枠を超えた知的好奇心を触発する」 (p. 49) とい

う意義も期待できると考察した。また，今回の学習指導要領の改訂にあたっては，中央教育審議

会初等中等教育分科会教育課程部会において「言語能力の向上に関する特別チーム」が編成さ

れ言語能力について議論された。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会言語能

力の向上に関する特別チーム (2016) では「連携」の意義，目的について「学習指導要領等に

示す指導内容を適切に連携させたり，各学校において指導内容や指導方法等を適切に連携さ

せたりすることにより相乗効果が生まれ，それぞれの教科等における学習が一層充実し，言語能

力の向上が図られると考えられる。」 (p. 13) としている。つまり，「連携」の意義として (1) それぞ

れの教科等の学習が一層充実することと， (2) 言語能力の向上が図られることの 2点が考えられ

ている。言語能力は，全ての学習の基盤となる資質・能力の一つであり，各教科等の学習の充実

のため向上が求められている。言語能力の向上のためにも「連携」が重視されてきたことがわかる。

また，言語能力に関しても教科等における資質・能力の 3 本の柱に沿って整理がされた (中央教

育審議会初等中等教育分科会教育課程部会言語能力の向上に関する特別チーム, 2016) 。先

述の柾木 (2012) と重ねると，言語能力を構成する資質・能力のうち，「知識・技能」はメタ言語能

力の育成に，「思考力・判断力・表現力等」は論理的思考力・表現力の育成に，「学びに向かう

力・人間性等」は教科の枠を超えた知的好奇心の育成にそれぞれ対応すると考えられる。 

さらに，学習指導要領の改訂のポイントの一つである，カリキュラム・マネジメントの視点の一つ

として「教師が連携し，複数の教科等の連携を図りながら授業をつくる」ということが挙げられてい

る (中央教育審議会, 2016, pp. 23-26) 。国語科と外国語科に限らず，教員同士が連携し，学校
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全体で教科を超えた系統性や共通性などを意識してカリキュラムや授業について考えていくこと

が求められている。柾木 (2012) が言及した指導力向上の内容は，授業づくりにおいて教科を越

えて教員同士が意見交換をしたり，合同の授業研究会を行ったりすることで教員間の学び合いが

おきるということである。これらのことから，教員同士の連携についても「連携」の授業の意義の一

つと取り上げることができると考えられる。 

ここまで述べてきたような，国語科と外国語科の「連携」の意義を整理すると次のようになる。 

表１ 連携の意義 

番号 連携の意義 

1 各教科の学習の一層の充実 

2 言語能力の育成 

2-1. 言語能力を構成する資質・能力の「知識・技能」，あるいはメタ言語能力

の育成 

2-2. 言語能力を構成する資質・能力の「思考力・判断力・表現力等」，あるい

は論理的思考力の育成 

2-3. 言語能力を構成する資質・能力の「学びに向かう力・人間性等」，あるい

は教科の枠を超えた知的好奇心の育成 

3 教員同士の協力によるカリキュラム・マネジメント，あるいは教師の指導力の向

上 

2.2 連携を目指した先行実践 

「連携」を目指した先行実践として，文学作品の翻訳比較（再翻訳）の実践 (柾木, 2012) 

と，メタ文法能力を育成するための実践 (秋田他, 2019) がある。 

柾木 (2012) の実践は，高校生を対象に，英語に翻訳された俳句の再翻訳を通して，日本

語と英語の言語の特徴にメタ的に気が付かせることを目的とした実践である。国語の教員

と英語の教員がチーム・ティーチングによって授業を行った。授業では，英語に翻訳され

た特徴の異なる 3種類の「古池や 蛙飛び込む 水の音」を用意した。グループで，英語

に翻訳された俳句を再び日本語に翻訳する活動を行い，日本語と英語の表現の違いなどに

ついて考える授業であった。 

秋田他 (2019) では，メタ文法能力の育成を目的とし国語科と外国語科が連携して行う

20 以上の授業実践を報告している。メタ文法能力とは「言語を高次から観察・分析する『メ

タ言語能力』を文法に特化した概念」 (p. 5) としている。形式については，外国語科教員

による実践と国語科教員による実践，チーム・ティーチングによる実践が紹介されている。

題材も日本語と英語の相違点に着目したものや共通性に着目したものなど，様々である。

これらのようなメタ文法能力の育成を目的とした授業の成果について「日英の言語横断的

文法授業は生徒の文法意識を高める」 (p. 5) と報告している。 

2.3 まとめ 

「連携」の授業には言語能力の向上や教員の指導力の向上などが期待できる。しかし，
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これまでに行われた実践の多くは，メタ言語能力の向上を目的とするような，それぞれの

言語の特徴に目を向けるものである。そこで，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課

程部会言語能力の向上に関する特別チーム (2016) の示す「言語能力を構成する資質・能

力」のうち「思考力・判断力・表現力等」に焦点を当てて，国語科と外国語科の学びを実

現するための「連携」の授業とはどのようなものであるかという問いをもった。 

３．研究の背景 

教職大学院には教職基盤形成コースと高度教職開発コースの 2つのコースがある。私は

教職基盤形成コースという，主として学部を卒業した後すぐに進学してくる学生が在籍す

るコースに所属している。高度教職開発コースには学校で教員として働きながら，教職大

学院生として学んでいる学生が在籍している。学生は，さらに教育課題探究プログラム，

教科授業力高度化プログラム，特別支援教育高度化プログラムの３つのプログラムから自

分の研究テーマに合うものを選択して研究を進めている。私は，教科授業力高度化プログ

ラムで外国語科と国語科を専攻している。授業の内容としては，「教科横断教育研究論」の

ような教科教育全般にかかわる授業に加えて，「英語科教材開発演習」などといったような

選択した教科に特化した授業科目を履修してきた。それぞれのプログラムの詳細について

は，信州大学の教職大学院のホームページを参照されたい  （https://www.shinshu-

u.ac.jp/faculty/education/g-school/advanced/）。 

教職大学院ではカリキュラム・ポリシーとして以下を掲げている（表２）。3.1 以降では

開設されている授業について詳しく述べる。 

表２ 教職大学院のカリキュラム・ポリシー 

〇教職に関する高度な理論と実践をつなぐための共通科目群 

〇教育現場での実践的探究をチームでの演習を通して深める共通科目群 

〇個人の課題を追究し省察力を高めるコース科目群 

〇個人の課題意識に応じて高度な実践的指導力を高める選択科目群 

〇学校実習科目群 

3.1 チーム演習（教育現場での実践的探究をチームでの演習を通して深める共通科目群） 

「チーム演習」という月に 2 回程度行われる授業がある。私の所属するチームは，教員

が 3 名と，教職基盤形成コースの学生が 3名，高度教職開発コースの学生が 2 名で構成さ

れている。学生のテーマは，特別支援教育・体育科・学校マネジメント，そして私の教科

連携である。研究の進捗について持ち回りで発表していた。本実践報告で分析の対象とす

る期間にも一度，チーム演習の機会があった。それぞれの立場や専門分野の視点からコメ

ントをたくさんもらった。

3.2 リフレクション（個人の課題を追求し省察力を高めるコース科目群） 

「臨床実践研究とリフレクション」という科目が設定されており，週に 1 回程度，学生

が 2 名と担当教員 1 名によって実施した。リフレクションは，学習したことや考えたこと，
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参観した授業とその感想などを「リフレクションノート」をもとに振り返る時間であった。

「リフレクションノート」とは，経験したことや考えたことを記録したノートであった。 

3.3 教科課題特別研究（個人の課題意識に応じて高度な実践的指導力を高める選択科目

群） 

「教科課題特別研究」という授業科目では，学生の状況に合わせて実践予定の授業につ

いて検討したり，研究を進めたりしていた。担当の U 先生と 1 週間に 1 回行った。分析の

対象とする期間では，授業の方法について英語教育についての専門的な知識と照らし合わ

せながら検討をしていた。 

3.4 教育実践実地研究 （学校実習科目群） 

「教育実践実地研究」は，実際に授業観察に行く実習科目であった。学生は「拠点校」

を持ち，1 年間で 120 時間を目安に，観察や実践のため学校で過ごすこととなっていた。

学生の問いや専門教科に合わせて，実習のスタイルを決めることができた。教育実践実地

研究において私を指導する教員は全員で 3名であった。1 人目は，「実務家教員」の D 先生

であった。残る 2名は，国語科と外国語科の教員が 1 名ずつであり，実習の際はその教員

の授業を主に参観した。それぞれ，国語科は R 先生に，外国語科はM 先生の授業を参観し

た。授業参観で見たことや考えたことは「授業観察ノート」にまとめた。本実践報告の分

析対象にする授業を行ったクラスは国語を R 先生に教わっており，英語を M 先生に教わ

っているクラスであった。 

４．研究課題 

 私は「連携」について２章で述べたような意義を感じながら，３章で述べたような環境

で多くの人とかかわりながら授業を構想した。振り返ると，1 時間の授業のために約 1 か

月という時間を使って授業を構想した。このように時間や人と人とのネットワークを生か

して授業をつくることができるのは教職大学院生としての大きなメリットであると考える。

以下の研究課題を据え，授業づくりの過程を分析し私自身の教職大学院生としての学びに

ついて報告する。 

研究課題：授業づくりを通した教職大学院生の学びとはどのようなものであったか 

５．方法 

5.1 分析方法 

 2020年 11月 19日に A中学校の 2年生のあるクラスで行った実践とその準備期間を分析

対象とした。期間は，授業の実践を行うことが決定した 2020 年 10月 7 日から実践を行う

までの約 1 か月である。「リフレクションノート」や「授業観察ノート」，修正を加えてい

った指導案などをもとに，1 時間の授業をどのように構想していったのかを振り返った。 

5.2 実践で用いた教科書と本文について 

A 中学校では，国語の教科書として光村図書の『国語２』を使用し，英語の教科書とし
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て三省堂の NEW CROWN ２ ENGLISH SERIES を使用していた。授業で扱うのは，次に

示す Lesson 6 の My Dream であった。 

My Dream 

Kato Ken 

   Hello, everyone. 

  What do you want to be in the future? I want to be an engineer and make robots. I have 

two reasons. 

   First, I like robots. They are cool. When I was a child, I liked to watch movies about 

robots. I used to play with toy robots. Now I have a real robot. It walks and plays soccer. 

   Second, robots can do many things. There are robots to rescue people and robots to make 

things. Now robots care for people too. When I visited a nursing home, I saw a woman in 

poor health. She held a seal robot. She was smiling and talking to it. She looked very happy. 

In conclusion, robots are not only cool but also useful. In the future, robots will play a 

big part in our lives. I want to make robots to help people in need. I have many things to 

learn. I will study hard to be a good engineer. 

Thank you for listening. 

図１ 三省堂 NEW CROWN 2 ENGLISH SERIES Lesson 6 (pp. 74-75) 

６．結果―授業づくりの実際― 

6.1 授業づくりの過程 

リフレクションノート，授業観察ノート，指導案などに基づいて振り返ると，私の授業

づくりの過程は 5 つの段階に分けることができた（表 1 参照）。次節以降，10 月 7 日～11

月 19 日までの各期間において，私がどのように考えを更新しながら 1 つの授業をつくっ

ていったのかを述べていく。 

表３ 授業づくりの過程 

時期 

（節番号） 

指導案 活動 出来事 「連携」の意義 

10月7日～ 

（6.2） 

（なし） 英語における美しい

言葉について 

教育実践実地研究 

リフレクション

10 月 20 日

～（6.3） 

指 導 案

I， II 

私のスピーチと健の

スピーチの比較

教育実践実地研究 

教科課題特別研究 

（2-2.思考力・判断

力・表現力等） 

11月 8日～ 

（6.4） 

指 導 案

III， IV 

健のスピーチをメタ

言語的に分析する 

教育実践実地研究 

リフレクション

チーム演習

（１それぞれの教

科等の学習の一層

の充実） 

11 月 13 日 指 導 案 教育実践実地研究 
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～（6.5） V 

11月 18 日 

（6.6） 

指 導 案

VI 

健のスピーチにおけ

る good とは何である

か 

教育実践実地研究 

模擬授業 

１それぞれの教科

等の学習の一層の

充実 

11月 19 日 

実践当日 

授業 健のスピーチにおけ

る good とは何である

か 

実践のリフレクシ

ョン 

2-2 思考力・判断

力・表現力等 

注 節番号は次節以降の言及する節と対応している。 

6.2 授業づくりの前段階 

10月 7 日～10 月 19 日は，「連携」の意義などは深く考えられておらず，英語の授業でど

んな活動を行うかを国語の授業の中から見つけようと考えている期間であった。 

10月 7 日から，「教育実践実地研究」として拠点校である A 中学校に定期的に M先生の

英語の授業と R 先生の国語の授業を参観に行くようになった。11月に授業を行うクラスが

決まっていたので，基本的には実践予定のクラスの授業を参観していた。この日に参観し

た国語の授業は「言葉の力」という単元の導入の時間であった。「美しい言葉」を考えるこ

とを通して「言葉って何だろう？」という問いについて考えていく姿があった。私はこの

時の感想を「授業記録ノート」に次のようなメモとして残していた。 

(1) この単元につなげて，英語の美しい言葉についてやり取りとかどう？（10 月

7日の「授業記録ノート」より）

私は，国語の授業で考えた日本語の美しい言葉について紹介する活動を通して，日本語

の言葉をただ直訳すればよいというわけではないことに気づくような授業を構想した。 

10 月 12 日，考えた授業についてのメモを持って「教育実践実地研究」のため，拠点校

である A 中学校に行った。R 先生の国語の授業を参観していた際に，生徒が言葉について

考えている中で英語やほかの言語のことがあまり話題にならなかったことが気になった。

この姿から，日本語だけではなく英語なども含めて生徒が使う言葉であることに気づいて

ほしいと考えた。そこで，国語の時間には日本語の「言葉の力」について考えたが日本語

以外の言語ではどうかということを考える機会にしようと英語の実践の目標を考えた。R

先生の国語の授業参観後に，外国語科の M 先生に授業について考えていることを相談し

た。M 先生からは，「英語は日本語ほど語彙の量もないし，同じように使いこなすことは難

しいんじゃないか」というようなことを指摘された。この時のことを，私はリフレクショ

ンノートに以下のように記録していた。

(2) 自分がどのようにその言葉と向き合うかを考えてほしいという思いでした。
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日本語と英語の能力に差があるのは当たり前で，そのうえでどう付き合って

いくかを考えてほしいというか。（10 月 12日の「リフレクションノート」よ

り） 

10 月 15 日，担当の H 先生との「リフレクション」を通して，私が授業の活動ばかりに

目が向き，肝心な「連携」の意義について検討していないことに気がついた。国語科の学

びも外国語科の学びもあるような「連携」の授業を行うことをもう一度目的に据えた。私

は，外国語科の学びには英語によるコミュニケーションが欠かせないと考えた。しかし，

私が考えていた授業は英語について考えようとしており，英語によるコミュニケーション

を想定できていなかった。そこで，オリジナルの教材を使うのではなく英語の教科書を用

いて授業を検討しようと考え，授業で担当することになっていた健の My Dream のスピー

チの教材研究に取り掛かった。

6.3 指導案 I，II 

10 月 20 日～11 月 7 日は，指導案の初稿となる指導案 Iを作成し，その後指導案 II を作

成した。この時期はここまでの考えを踏まえて，英語の学びについて考えていた段階であ

った。国語の授業で考えた「言葉の力」という考え方を英語で取り入れることはできない

か検討をしていた時期であった。 

「リフレクションノート」と「授業観察ノート」にはこの時期の授業構想がメモで残っ

ていた。拠点校の A 中学校の R 先生の国語の授業では「言葉の力」の単元が終末に差し掛

かっており，「その人が言うからその言葉に力が宿る」という考え方を持つ生徒が増えてい

た。私は，この考え方に基づいて英語の教科書にある文章を読むことはできるだろうかと

考えた。英語の教科書における，健のスピーチには健の言葉の力が宿っているとすれば，

健のスピーチに込められた思いはどのようなものであるかを考える活動をメインにしよう

と考えた。私が健のスピーチの工夫であり言葉の力が込められていると感じたのは，未来

を表す表現の使い方と，最後で語られる “a good engineer” の 2 点であった。一つ目は，健

は将来のことについて伝えるときに，want to と willを使っていることであった。未来を表

す様々な表現がある中で，健がこのスピーチでこれらの表現を選んだのは「健の言葉の力」

が働いているのではないかと考えた。二つ目は，健のスピーチにおける“a good engineer” 

という表現であった。good とはどんな意味を持っているのか教科書の巻末の辞書で調べる

と，「良い」という日本語が書かれていた。教科書の通りに“a good engineer”を「良いエ

ンジニア」と解釈したところで，健がどんなエンジニアになりたいかは見えてこない。健

がどんなエンジニアになりたいかを考える活動を通して「健の言葉の力」について考える

ことができそうだと考えた。 

そうして，指導案 I をつくり始めた。教材研究で見つけた２つの「健の言葉の力」につ

いて考えるために，2つの活動を構想した。1つ目は， “a good engineer” について文章の

構造から考える活動であった。健はスピーチの中で，エンジニアになりたい理由を 2 つ述
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べていた。私は，この 2 つの理由が a good engineer につながると考え，スピーチの構成を

とらえることができれば健のなりたいエンジニア像がみえると考えた。2 つ目は，表現の

違いを比べることでそれぞれの未来を表す表現が持つ意味について考えることであった。

健のスピーチで使われる want to と will に加えて，私が教職大学院生として教師になろう

としている姿を be going to で表現し，3つの表現に触れられるように授業を構想した。こ

れらの表現は将来のことについて伝える際に使われる表現だが，それぞれ微妙に違う意味

を持っている。自分の将来について生徒がスピーチをするときに，似たような意味の表現

がいくつかある中から，ある表現を選ぶときにどんな思いを持たせるのかを考えることが

できるようになるのではないかと考えた。また，国語では 2 つの同じタイトルの作品を読

み比べることで，理解を深めていたので，健のスピーチと私のスピーチの 2 つを構成の点

と表現の点で比較しようと考えた。 

10月 29 日，「教育実践実地研究」にて実務家教員の D 先生に大体の授業の構想について

相談した。どんなことをやろうと考えているのか，D 先生に伝えると，国語科の「言語感

覚」という言葉が今回の実践にかかわるのではないかという新しい視点をもらった。しか

し，深く調べて今回の実践に取り入れるところまでは至らなかった。 

11 月 2 日，「教科課題特別研究」で指導案 I をもとに授業について考えた。担当の U 先

生から，授業は面白そうだけど生徒に何を考えてほしいかが見えにくいという指摘をされ

た。また，実際に健や私のスピーチ原稿を段落ごとの短冊にして，並べ替えたり取り除い

てみたりすることでその段落が持つ役割について考えることができるのではないかとアド

バイスをもらった。U 先生に相談の後，「生徒にどんなことを考えてほしいか」ということ

をもう一度考え，指導案 IIを作成した。 

11月 5日，指導案 II をもって「教育実践実地研究」として，A 中学校に行った。外国語

科の M先生に授業について相談した。M 先生からは，1時間で読む文章の量としては 1つ

のスピーチが適当ではないかとアドバイスをもらった。そこで，2 つの文章の比較ではな

く，健のスピーチ原稿のみを扱うとしても構成と表現の 2 つの視点を持てるようにするに

はどのようにしたらよいかと考えて指導案 III の作成を始めた。構成について考えるにあ

たって，「教科課題特別研究」で U 先生からアドバイスをもらったような，健のスピーチ

の 2 つの理由の順番を変える活動を行い，そこから健が書いたこの並びで伝えられるメッ

セージは何かを考える活動にしていこうと考えた。一方で，「教育実践実地研究」で外国語

科の M先生の授業を見たりする中で，今私が考えているようなメタ言語的な授業の言語活

動とはどうあるべきかという問いが生まれていた。 

6.4 指導案 III，IV 

 11 月 8日～11 月 12 日では，指導案 III と IV を作成した。健のスピーチの工夫について

考える活動をどのように行うかということを考えている時期だった。英語についてメタ言

語的に考えるような活動を行うと，拠点校である A 中学校の外国語科で普段重視している

ような言語活動が十分に行えないと考え，頭を抱えていた。 

347

中学校英語の授業づくりを通した教職大学院生の学び



11月 11日「リフレクション」で指導案 III の検討を行った。ノートには以下のようなメ

モをした。

(3) 使う状況があるから使える工夫がうまれる

will と want to に意味があるんじゃなくて

この状況（目的・場面）だからこのスピーチを作った。（11月 11日「リフレ

クションノート」より）

「リフレクション」で H 先生に相談したことで，この段階で考えていた活動がなぜ言語

活動として成立しないのかを考えることができた。私は単元の最後には生徒が自分の将来

の夢についてスピーチを行うことを漠然と考えていた。そのスピーチに備えて，健のスピ

ーチを読み健のスピーチや工夫について考えることで，生徒それぞれのスピーチをより良

くするためにどうしたらよいか考えてほしいと思っていた。しかし，生徒たちがスピーチ

をする目的や状況を考えていなかった。健はなぜこちらの表現を選んだのか，どうしてこ

の構成にしたのかということは，健がスピーチをすることになった特定の「目的」や「状

況」があり，判断ができるようになる。生徒には生徒のスピーチの目的や状況があり，健

には健の目的や状況があるからそのスピーチの工夫にどのような効果があるのかというこ

とを考えることができるようになる。そこで，今回の授業において考えられる「目的，場

面・状況」はどのようなものがあるかについて考え指導案 IV の作成を始めた。 

11月 12 日，指導案 IV をもとに「チーム演習」で私が発表する機会があった。健のスピ

ーチに込めた思いを読み取るために，スピーチの構成について考える活動と未来を表す表

現について考える活動を行うことを説明した。チームの先生方からは，「連携」を行う目的

について明確でないということや，「連携」に対する私の考えが整理されておらずどのよう

な英語の力や国語の力を期待しているのかわからないということを指摘された。また，英

語が苦手な生徒にとって細かい英語の表現や文章の構成などを考えることは難しい活動だ

という印象を与えるのではないかという意見があった。しかし，私はこれらの指摘や意見

に対してうまく回答することができなかった。 

「チーム演習」の後，リフレクションノートにこのように自分の考えをまとめていた。 

(4) 国語力を育てる

  複数の表現を比較してその表現が与える印象について考える。 

英語力を育てる 

英語の明示的知識 

⇒似たような意味だとこの表現があると考えられる力。

場面や状況に合わせて適切な表現を選択する力。 

⇒どういう状況・場面だったらこの表現ができるだろう。（11 月 12日「リ
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フレクションノート」より）

この当時の私は，上のように整理をしており，十分に「連携」について考えているつも

りになっていた。「連携」という授業そのものを理解してもらえなかったと考えており，チ

ーム演習で指摘されたことをどのようにこれ以上説明ができるだろうと考えていた。 

6.5 指導案 V 

11 月 13 日～11 月 17 日は，チーム演習で指摘を受けたことをどのように改善すること

ができるのかがわからなくなっていた。それでも何とか指導案を書き直さなければならな

いと思い指導案 V を作成した。しかし，指導案を書こうとしても，活動中の生徒の様子も

想像ができず指導案を完成させることはできなかった。 

6.6 指導案 VI，VII 

授業実施の前日である 11 月 18 日は，指導案 VIと VII を作成した。指導案 VIIは実際に

行った授業の指導案になった。M 先生へ相談したことで「連携」についての考えが変わっ

た。「教育実践実地研究」としてＡ中学校に行き，授業の打ち合わせと授業参観をした。外

国語科のM 先生と，打ち合わせの際に「チーム演習」でたくさん意見をもらい，自分がや

りたいことがわからなくなっていることを相談した。すると，「もともとやりたかったこと

は何だったの？」と問われ，健のスピーチに込められた思いや「健の言葉の力」を考えて

ほしかったことを思い出した。健のスピーチの最後で an engineerが a good engineerに代わ

っていることに着目してほしいと考えていたと伝えると，M先生から「それ，面白いじゃ

ん，そのまま生徒に聞いちゃいなよ」と言われ，難しく考えすぎていたと気がついた。そ

のまま模擬授業を試しに行い，指導案 VI を作成した。 

さらに具体的に活動を考える中で，授業観察ノートを見返し，生徒たちがどんな言語能

力を持っているのかということを振り返った。国語の授業で見た生徒の姿として，本文と

関連させて発言することができない生徒の姿があった。そこで，授業の中で本文と自分の

意見を関連させる活動を取り入れようと考えた。このように，生徒の言語活動の様子に基

づいて授業でどんな言語能力を育てたいかを考えることが，言語能力の向上のための「連

携」であると考えるようになった。指導案 VI にこの考え方を加えて，指導案 VII を作成し

た。 

6.7 授業の振り返り 

 11 月 19日授業を行った。授業の導入では，私が“a good English teacher”になりたいとい

う話をしてどんな教師が “a good English teacher”であるかということを考えた。そこから，

では，健の“a good engineer”とはどんなエンジニアであるかという問いを立てて，健のスピ

ーチを読み，読んだことに基づいて健の “a good engineer”についてやり取りをするという

活動に移っていった。ワークシートは，スピーチに書かれていることと，自分の考えを分

けて書けるように用意した。 

授業を振り返ると，生徒がワークシートを活用できていなかったり，私と生徒とのやり
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取りがぎこちなかったりという授業スキルの問題が課題として多く見つかった。一方で，

これまで考えてきた「英語と国語の両方の学びがある授業」をどのように組み立てていく

ことができるのかという点では自分にとって価値のある実践になった。構想の段階では深

く考えていなかったが，最終的に行った，an engineer を a good engineer に替えたという健

の思いについて考えることは，国語科の「見方・考え方」である「言葉による見方・考え

方」を外国語科の授業の中で働かせた授業として位置付けることができるのではないかと

実務家教員の D 先生から教えてもらった。今回の英語の授業実践では日本語は使用しなか

った。授業づくりを通して，ねらう「連携」の意義によっては必ずしも日本語と英語を使

用する授業にならなくてもよいのではないかと考えるようになった。 

７．考察 

約 1 か月かけて授業について考えたが，いろんな人に助言を求めるうちに自分のやりた

いことを見失っていったことがわかった。一方で，最後に M先生から，初めにやりたかっ

たことを問われたときに，自分の考えを伝えることができたのは，先生方との対話の中で

授業の可能性を広げておくことができたからだと考える。 

今回の授業づくりを振り返る中で，今後の「連携」の授業づくりにおいて大事にしたい

ことを整理することができた。１つ目は，11 月 12 日の「チーム演習」で指摘をされた「フ

レームワークが見てこない」ということについてである。「連携」と一言で言っても様々な

方法が考えられる中で，今回考えている「連携」がどういう位置にあるものかがわからな

いという指摘だったと振り返っている。改善のためには，授業者である私自身の考えを整

理して授業に臨むことが必要であるとわかった。2 つ目は，「連携」の意義についてである。

これまでも，何のための「連携」であるかということを問われることが多かった。言語能

力の向上のためだとは考えていたが具体的にどんな言語能力なのかということまで語れず

にいた。授業づくりの中で私は「思考力・判断力・表現力等」の「連携」について考えて

いるつもりでも，メタ言語的な活動を考えてしまうことが分かった。おそらく，先行研究

として参考にしていた実践のほとんどがメタ言語的な活動を用いているものだったため影

響を受けていたのだと考える。そこで，言語能力における「知識・技能」やメタ言語的な

能力にかかわるものと，「思考力・判断力・表現力等」を分けて考えることができるように

整理する必要があると考えた。 

以上のような振り返りから，闇雲に授業をつくっていくのではなく，「連携」の授業の可

能性について十分に検討したうえで授業や言語活動を構想するべきであると考えた。そこ

で，「連携の意義」と「連携の方法」の 2つの視点から整理することができるような「連携」

のフレームワークを作成した（図２）。縦軸である，「連携の意義」には 2.1 でまとめた「連

携の意義」を用いた。横軸である「連携の方法」は中央教育審議会初等中等教育分科会教

育課程部会言語能力の向上に関する特別チーム (2016) を参考に据えた。私はこのうち「指

導内容」については，国語科と外国語科は言語そのものが学びの対象であり，また言語を
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通して学んでいるため「指導内容 competence」と「指導内容 content」の二種類に分けられ

ると考えた。「指導内容 competence」は学習指導要領等に示す指導内容や言語に固有の知識

や共通点，言語能力などを指している。「指導内容 content」は各学校における指導内容の

ことであり，例えば教科書の扱う教材を関連付けることを指している。それぞれの枠に授

業で行う活動の案を書き入れることで，自分が目指すような「連携」になっているかを検

討することができると考えている。 

連携の方法 

連携の意義 

見方・考え

方 

指導内容 

（content） 

指導内容 

（competence） 

指導方法 

(1)それぞれの教科等の学習の一

層の充実 

(2)言語能

力の向上 

①知識・技能

メタ言語能力の育成

②思考力・判断力・表

現力等 

論理的思考力・表現力

の育成 

③学びに向かう力，人

間性等 

「学びの共通性」 

（3）カリキュラム・マネジメント 

教師の指導力向上 

図２ 連携のフレームワーク 

今後は，このフレームワークをもとに実践について構想しながら，「連携の意義」と「連

携の方法」という視点が妥当なのかということを検討していきたい。 

注 

1本実践報告は，第 50 回中部地区英語教育学会愛知大会（2021 年 6 月 27 日）において行

った，自由研究発表「教職大学院生による国語科と英語科の連携を目指した中学校英語の

授業づくりの実践報告」に基づいて加筆修正したものである。 

2学校教育法施行規則第七十二条においては，「外国語」という教科として編成されている。

よって，本稿では教科の名前を「英語科」ではなく「外国語科」として統一する。 
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