
 

（４）学校設定科目（課題研究に関する取組） 

 「ＳＧ英語運用」（１単位） 

 

１ 目的 

・農業事情に関する課題研究やディベート、グループディスカッションに取り組む中で、論理的思考力

や批判的思考力、プレゼンテーション力などコミュニケーション能力の伸長を図るとともに、他者の

意見や異文化を受け入れる姿勢を身に付ける。 

・「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」の五つの領域の統合

的な言語活動を通して、自己表現活動を中心とした授業を行うことで、将来のグローバル人材の育成

を目指す。 

 

２ 内容・具体的取組 

（１）対象：２学年ＳＧクラス（文系３２名、理系４１名、計７３名） 

（２）実施内容 

学期 月 学習内容 到達目標 

１ 

４ 

・Let me introduce myself 

・Ask questions in English 

 

・対話の中で自己紹介をしたり、相手に質

問するなどして、一定の時間英語でやり

取りを続けることができるようにする。 

５ 

・What is sustainable development? 

– “SDGs” 持続可能な開発目標 

・持続可能な開発目標とは何かを学ぶと

ともに、対話や映像などから必要な情報

を聞き取り、読み取った内容を話したり

書いたりして伝え合うことができる。ま

た、目標達成のために日常生活の中で自

分ができることについて考えることがで

きる。 

６ 

・Vocabulary on Agriculture 

 

 

・Presentation 

英語プレゼンテーション（原稿・スライド

作成） 

 

・農業に関する語彙を学び、課題研究や海

外研修、プレゼンテーション作成・発表に

活かすことができる。 

・学校生活や地域のおすすめ観光スポッ

ト、特産物、日本の文化や農業について、

平易な英語を用いて、見やすくわかりや

すいプレゼンテーションをパワーポイン

トを用いて作成する。また、相手に明確に

伝わるよう、表現を工夫しながら英語で

原稿を作成する。グループで話し合い、協

働して取り組むことができる。 

７ 

・Presentation 

英語プレゼンテーション（発表） 

 

・写真や映像、実物などの視覚的な補助を

活用しながら、十分な声の大きさで分か

りやすく聞き手にプレゼンテーションを

行う。 

・協働して効果的なプレゼンテーション

となるよう工夫することができる。 



 

２ 

９ 

・CM 制作 ・グループごとに取り扱う商品を決め、他

のメンバーと協働して取り組み、消費者

（聴衆）の関心をより引きつける台詞や

ジェスチャーを取り入れながら英語で

CM を作成することができる。 

１０ 

・CM 発表 

 
 

・原稿を見ずに、グループで協働し、英語

を用いることを楽しみながら発表を行

う。また、相互評価を行い、他のグループ

の発表から、表現の工夫のあり方につい

て学ぶ。 

１１ 

・English Expressions used for daily life ・日常生活で必要となる様々な会話表現

を多く身につけ、後に行う Writing 活動

やディベート活動において、より豊かな

表現を用いることができる。 

 

１２ 

・Writing（パラグラフライティング） ・あるトピックについて自分の考えや意

見を英語で述べることができる。より説

得力のある英文になるように、根拠や具

体例を示すことができる。 

 ３ 

１ 
・Debate ・グループに分かれ、簡易ディベートの流

れや、各役割について理解する。 

２ 

・Debate ・単語を羅列するのではなく、S+V～の形

で表現することができる。 

・賛成又は反対の立場をとった上で、論理

的に一貫性のある議論を展開することが

できる。 

３ 

・Debate 

・Writing 

・ディベートで議論したトピックについ

て、自分の考えを根拠や具体例を示しな

がら書くことができる。 

 

（３）具体的な取り組み 

ア １学期 

生徒が英語に触れる機会を充実させるため、また、授業を実際のコミュニケーションの場面とするた

めにコミュニケーション活動を中心に授業を行った。まずはペアでの活動において、即興で自分のこと

について相手に伝えたり、相手に対して質問する活動を取り入れ、間違いを恐れずに英語を話そうとす

る態度を育むことに重点を置いた。授業の冒頭では、ALT が英語で短いスピーチを行った。その時節に

あった話題を取り入れ、生徒の興味・関心が高まるよう工夫した。また、外部試験への対応策として、

英検の２次対策や GTEC の Speaking・Writing Section の過去問題を利用するなどして、様々な英語外

部試験にも対応できるよう配慮した。さらに、課題研究の視点にもなっている SDGs について英語の動

画を用いて学び、それぞれの目標について理解するとともに、「目標達成のために生徒自身が日常生活の

中で取り組めることは何か」について考え、英語で記述する活動を行った。 

６月から７月にかけて、研究の成果を他者へ伝える際に必要となるプレゼンテーション能力の向上を

狙いとして、パワーポイントを用いたプレゼンテーション作成・発表に取り組んだ。グループで協力し

ながら、日本の気候・社会・文化・農業、京築地域の産業・農業、京都高校、SGH の活動のいずれかの



 

項目についてグループごとにパワーポイントでスライドを作成した。クラスで発表会を行い、人前で大

きな声で分かりやすく英語でプレゼンテーションを行うことの難しさを実感していた。しかし、生徒た

ちは更に工夫・改善を重ね、夏休みに行われた JICA でのインテンシブトレーニングキャンプでは外国

人研修生との交流会の中で、ジェスチャーを加えながら、いきいきと楽しそうにプレゼンテーションを

楽しんでいた。アンケートにおいても多くの生徒がこの活動が最も印象に残ったと述べており、実際に

外国人と英語を用いて交流した経験は、その後の生徒の英語学習に対する大きな動機付けとなったよう

だ。 

 

イ ２学期 

９月・１０月は英語による CM 制作を行った。グループごとに取り扱う商品（めがね、ペン、カップ

ラーメン、あぶらとり紙、ランドセルなど）を決め、それぞれ英語で商品の魅力を伝えた。消費者（聴

衆）の購買意欲が高まる CM にするために、表現を工夫するよう指導した。生徒たちは、英語の台詞だ

けでなく、ジェスチャーや表情、声のトーンなどにおいて様々に工夫を凝らしていた。一人ひとりが豊

かな個性を発揮して発表を行い、演じる側も聴衆も大いに楽しんでいた。 

１１月には日常生活で用いる英語表現について学び、その後のライティングやスピーキング活動（簡

易ディベート）において、自分の考えや意見を即座に英語で表現しようとする際の一助とした。 

１２月にはパラグラフライティングの基礎を学び、「根拠を示し、自分の考えを述べる」「説得力のあ

る文を書く」演習を行った。ALT の協力を得て添削を行い、よい例をクラス全体に示して共有し、フィ

ードバックを行った。 

 

ウ ３学期 

３学期は簡易ディベートに挑戦した。ディベートの流れを理解し、あるテーマについて自分たちの意

見や考えを英語で述べたり、相手側の主張に対して反論することで、論理的思考力や批判的思考力を育

むことも目的の一つとした。ディベートで用いる表現を事前に学習したり、ディベート前の Preparation

（準備）の時間を十分に取ることで、生徒たちは、より積極的に活動に取り組むことができていた。聞

き取れなかったところは相手に聞き返したり、どのような話し方をしたら自分の言っていることを理解

してもらえるか、絶えず工夫をしながら活動に取り組んでいた。 

 

エ 年間を通して 

ペアでのコミュニケーション活動を毎回取り入れ、生徒が即興で英語を話す機会を与えるようにした。

同じトピックについてペアを変えて数回話す機会を設定することで、２回目、３回目と繰り返すうちに、

生徒は表現を工夫することができ、「スラスラと英語を話すことができた」と感じていた。そこから得ら

れる成功体験や達成感を次の活動の機会への動機付けとした。 

プレゼンテーションや CM の発表では、事前にルーブリック（表１）を提示し、どのような項目に

気をつけて作成・発表すればよいのかを明示した。そして互いの発表を評価し合うことで、他の人の発

表を見て、発表の仕方、意見や考えを学ぶことができていた。ディベートにおいても活動後に自己評価

を行い、次の活動につながるようにした。 

 

（４）評価の方法 

１学期には、「英語で相手に質問する（疑問文を作る）」、SDGs、農業に関する語彙について、２学期

には、「日常生活で用いる会話表現、役に立つフレーズ」について、３学期には「ディベートで役立つ表

現、フレーズ」について授業内テストを行った。また、プレゼンテーションについては、ルーブリック

（表１）を作成して事前に生徒に示し、発表会の際に相互評価を行った。CM 発表では、クラスで投票

を行いベスト CM 賞を選び、皆で称えた。ディベートについては、活動後にワークシートの評価表（表

‐２）を用いて自己評価を行い、年間を通して数回行ったライティングについても評価基準を設け、ALT

の協力を得ながら評価した。成績は授業内テストや年間を通じて行った様々な表現活動の状況を総合的

に判断した。 



 

３ 成果  

１月の終わりに、生徒自身がこれまでの様々な表現活動を通して英語運用能力が向上したと感じている

か等を問う授業アンケートを実施した。 

生徒アンケートにおいて、「英語４技能の内、SG 英語運用を通してどの技能が一番伸びたと思いますか。」

という問に対して、ほとんどの生徒がリーディング・リスニングよりも、ライティング・スピーキングの

力が伸びたと答えていた。またその理由としては、「英語で話す機会を多く持てた」「様々な表現が身につ

いた」「失敗を恐れずに英語で話せるようになった」「１分～２分ほどなら英語で会話を続けることができ

るようになった」「毎回のペア・グループ活動の時間でたくさん話せた」「お互いに質問をし合うことで、

会話がよく続いた」「語彙が増えた」「間違えを恐れず書けるようになった」「人前で話すことが平気になっ

た」「即興で話せるようになった」というように、多くの生徒が主体的・対話的な学びを通して英語力の向

上を実感することができたようだ。 

実際に発表活動を全員が経験したことで、たとえ十分うまく出来なかったとしても、他の人の発表や考

えから学んで次の機会に生かそうとするなど、プレゼンテーションの力は活動を重ねるごとに向上してい

た。３学期になると、発表する際に、「より大きな声ではっきりと話す」、「聴衆全体に視線を配る」、「流暢

さが増す」など、積極的に活動に取り組む様子が見られた。様々な活動を通して周囲との信頼関係が構築

された結果、多くの生徒がより自信を持って自己表現活動に取り組むようになった。また、発表を聞く側

も話し手を見守り励ますような「傾聴」の雰囲気が生じていることも、生徒の積極性を高めているようだ。  

本年度は当初予定していた文献購読での「読む」活動をディベートでの「話す」活動を増やす形で授業

内容の変更を行った。その結果、昨年度と比較して、より多くの生徒が英語運用能力の向上を実感してい

るようだ。また、多くの生徒がコミュニケーション活動を通して英語学習に対する意欲が向上したと答え

表１ 評価基準表（英語プレゼンテーション） 

 

 

 

 

 

 

表２ 評価基準表（簡易ディベート） 

 
 

 

 

表３ 評価基準表（Writing） 

意見 

      / ５点 

理由 

      / ５点 

文法 

     / ５点 

語い 

     / ５点 

構成・展開 

      / ５点 

合計 

     /２５点 

 

 

 



 

ており、「英語が話せた」、「伝わった」、「上達した」、「楽しい」、「これは英語でどのように表現するのだろ

う」、「次はこの表現を使ってみよう」、「これから自分でも継続的に取り組んでいきたい」などの意見が目

立った。このような気持ちが生徒のさらなる学びや進路選択につながっていることが最も大きな成果であ

る。 

 

（１） SG 英語運用 授業アンケート結果 （令和２年１月実施） 

今年度は文献講読をディベートや意見交換等のスピーキング活動に置き換えた。そのため、さらに英 

語を用いる機会が増え、より多くの生徒が「英語運用能力が高まった」と感じているようだ。   

（２）生徒の感想 

 ・回数を重ねることで、間違いを恐れず、楽しみながら英語を話せるようになった。 

・英語でのプレゼンテーションや CM は、「難しくて出来ない」と思っていたけど、友達と協力して考

えたりして、楽しく活動することができた。 

・CM 制作では、皆に伝わりやすく飽きないように英語で考えるのは難しかった。でも、実際にやって

みると、それまでの演習の成果もありスラスラと話すことができ、とても英語の上達を感じることが

できた。 

・JICA でのプレゼンテーションや外国人研修生との交流、CM 制作やディベート活動、毎回の授業で



 

のスピーキング活動など、SG 英語運用で多くの活動を経験したことで、４技能すべてが上達し、英

語学習に対する意欲が高まった。 

  ・毎回のスピーキング活動でつけた力が、ライティングをするときに活かすことができ、以前よりも意

見をスムーズに英語で書くことができるようになった。 

・外部模試で英語の成績が明らかに伸びた。 

・外部の英語イベントに参加した際にも、SG 英語運用での活動が役に立っていると感じた。 

・JICA でのインテンシブトレーニングや CM 制作を通して、英語を使うことができる嬉しさ、他人と

共有する面白さを理解することができた。 

・JICA で外国人研修生にプレゼンテーションを行い、互いの文化を伝え合うのが楽しく、多くのこと

を学ぶことができた。 

・相手がうなずきながら一生懸命聞いてくれると、次も頑張って英語を話そうと思うことができた。 

・人前で堂々と話すことが目標だった。最初は無理だと思っていたが、この一年でかなり変わることが

できて、自分でもびっくりしている。 

・週１回の授業でも自分で英文を考えたり、話したり、聞いたりすることで、こんなにも今力がついて

いると思うとすごく驚いている。 

・ミスをしても的確なアドバイスや元気づけてもらったお陰で、間違いなく英語に対して積極性を持

つことができたと感じている。 

・自分の意見を即興で話すのが難しく、会話の最初に詰まってしまうので、自分にはまだ考える時間が

必要だ。これから文法事項や語彙を定着させて即興で話せるように頑張ろうと思った。 

 

４ 課題 

 社会がグローバル化する中で、広い視野から国際理解を深め、国際社会と向き合うことができる人材を

育成することが求められている。SG 英語運用においても SDGs（持続可能な開発目標）について取り扱

い、また、JICA では外国人留学生に英語でのプレゼンテーションや、ゲームなどの交流を行うなどして、

国際理解を深める一助とすることができた。生徒にとっては外国人と直接英語でやり取りをする貴重な

機会となり、最も印象に残った活動であったようだ。しかし、本年度は JICA でのインテンシブトレーニ

ングが例年より早い８月に実施され、初めてパワーポイントを操作する生徒が多くいたため、当初の予定

より多くの時間数をプレゼンテーション活動に費やした。 

 また、多様な英語表現活動を行うことによって生徒の英語コミュニケーション能力や思考力の向上を

図った。ルーブリックの項目・内容・段階設定等については、生徒の実態や活動の主旨を踏まえ、一部改

良して生徒に提示した。今後も英語の授業で発表活動を行う際には、あらかじめルーブリックを作成し、

生徒に提示することが活動を充実させることになると考える。ルーブリックのあり方について教科内で

も協議し、さらに工夫・改善を図っていく必要がある。 

 アンケート結果から、多くの生徒が「英語を話す力が向上した」と実感していることが分かったが、依

然として若干名の生徒が、英語を話すことに苦手意識を持っているようだ。「何と言っていいか分からな

い」という恐怖感をより軽減するために、毎回トピックに関連した英語の表現を生徒に示すことが有効で

あろうと考えている。それらの表現、または一部をアレンジして「話す」、「書く」活動を行うことで、「で

きた」という達成感につながり、その表現を自分のものとすることができ、後の機会に活かすことが可能

になるであろう。 

３学期に取り組んだディベート活動では、論理的思考力や批判的思考力、即興で話す力は伸びているも

のの、現段階では伝えたい内容を簡単な英語で表現できるにとどまっている。さらに自分たちの意見を相

手に分かりやすく伝え、説得力ある根拠を示して主張や反論をすることができるようになるには、繰り返

し演習を重ね、適切にフィードバックを行う必要がある。 

SG 英語運用では様々な表現活動に取り組んできたが、それぞれの活動をより充実したものにするため

には、教員自身も十分に研修を重ね、より効果的な手法について絶えず学び続ける姿勢を持つことが不可

欠である。 


