
また，プレゼンテーションには次の要素を含め

るように指示しました。

プレゼンゼンテーションの準備時間（1 時間）

には，生徒たちが自分たちの関心を基にさまざま

な資料を検討し，オリジナリティのある内容にし

ようと活発に意見交換をする様子が見られ，生徒

たちは問題に対する意識を深めていました。その

後，生徒たちはプレゼンテーションの当日まで，

Rubric（内容・視覚資料・パフォーマンス力の 3

点評価）に留意しながら，学校での空き時間や自

宅での時間を使ってスライドを仕上げ，練習をし

こうした感想から，生徒は水問題が自分たちの

生活に大きく関わっていることに気づき，それま

でに持っていた認識が変容することで知的好奇心

が刺激され，主体的に学びを深めたようでした。

　また，「プレゼンテーションについて：英語ではっ

きりと情報を伝えることができたか」という問い

に対する 5 段階自己評価では，44.7% の生徒が「や

やそう思う」，27.1% が「強くそう思う」と答え，

次回への課題として「次は一人一人の目を見て訴

えかけたい」「焦っても次につなげられるように家

族の前で練習したい」などと，自分なりに改善点

を発見したようでした。

学びを深める ICT活用

限られた授業時数で学びを深めるため，ICT は

有効なツールであると考えます。例えば，予備知

識のインプットは家庭学習で行い（Stage 1 の映像

視聴），学校では知識を活用してディスカッション

するなどアウトプットに時間を多く配分すること

で思考を深めることができます。また，理解できな

い部分は繰り返し視聴でき，個人差対応にも有効

です。教員側も Google Forms での理解度チェック

の結果を教室での授業につなげ，生徒の理解が足

りない部分にフォーカスを当てることができます。

また，読後のセルフリフレクション（Stage 4）

は自宅で Google Forms を通じて行い，振り返り時

間を十分に使えるようにしています。授業内に紙

媒体で行っていたときと比較すると，オープンク

エスチョンに全員回答し，内容が濃くなるなど，

生徒が思考を整理し深めるのに効果があると考え

ています。教員側にもメリットがあります。例えば，

生徒の理解度がグラフで可視化でき，課題の提出

管理を一手に行うことができます。更に，コメン

ト機能を使えば，生徒に素早くフィードバックす

ることも可能です。デジタルツールの活用は，コ

ていました。そして，次の授業時に，プレゼンテー

ションを実施しました（図 2）。

水問題への持続可能な解決策として，生徒たち

が提示した案は，主に次の 3 点でした。

このプレゼンテーションを通して，大人である

我々も初めて知ることがらがあり，参加したメン

バー全員の問題への認識が高まるなど，更なる知

的活性化が促される結果となりました。

Stage 4 ＜振り返り＞

　プレゼンテーション終了後に Self-Reflection の

シートを Google Forms で配信しました。次は，「こ

のレッスンを通して学んだことは何ですか」とい

う問いに対する生徒の回答の一部です。

ロナ禍において，より有効であると言えるのでは

ないでしょうか。

最後に

発展活動を取り入れることの利点は，生徒の学

びを深化させ，自律した学習者としての素養が育

まれるという点にあります。授業を通して世界の

問題を知り，主体的に行動を起こしたいと思わせ

る，更にクラスメートとの意見交換を通して思考

を深め，異なる意見を尊重する姿勢を学んでいく。

こうしたことは，生涯あらゆる場面でコミュニケー

ションを図る際に，非常に大切な要素であると考

えています。

また，知的な刺激を与える授業実践には，「同僚

性」も 欠 か せ な い 要 素 で す。同 僚 の 先 生 と

YouTube のトピックや発展活動のアイディアを共

有し合うことにより，教材がより充実し，持続可

能なものとして発展していくということを，私自

身実感しています。

そして，今回ご紹介したようなアプローチの実

践を通して再認識しているのは，「教師の役割はあ

くまで生徒の学びのサポーターである」というこ

とです。重要なのは，生徒たちがクラスメートと

学び合うのをいかに活性化でき，発信意欲を高め

られるかです。私自身もこのことを課題とし，彼

らの可能性を更に広げることができるよう，日々

の教材デザイン，授業デザインに工夫を凝らして

いきたいと思います。

はじめに

　私が所属する，東洋英和女学院中学部・高等部

の英語科が共有する目標は，英語の授業を通して，

他者を尊重し，世界に貢献する者を育てることで

す。本稿では，その理念に基づいた授業実践の一

部をご紹介します。

リーディング授業の基本構成

週 2 時間のリーディングの授業では，教科書の

トピックを基盤に，「読み，聞き→考え→発信する」

流れをつくり，学習を進めています。特に読後の

発展活動では，教室での授業を現実社会と結び付

授業実践例：“Water”

　次に，高校 2 年生を対象に行ったリーディング

の授業実践を事例に，前述した 4 Stages をご紹介

します。教科書のトピックは「水資源の危機」で，

次の 4 項目についての記述があります。

　1　世界各地で水不足が深刻な問題となってい
　る現状

　2　バーチャルウォーター * の概念
　3　水不足が戦争の引き金になる可能性
　4　持続可能な水使用の重要性

Stage 1 ＜予習＞

　“Are We Running Out of Clean Water?” (TED 

Talks) を課題としました。テキストの内容と重なっ

たものを選び，ワークシート（図 1）を使って，

背景知識の獲得を促しました。

Stage 2 ＜授業＞

　水問題に関する主要な問題点を意識したうえで，

具体的内容に入るよう教科書読解へいざないまし

た。その後は，発音確認からリーディングへと展

開し，テキストの読解をしながら，キーワードや

キーコンセプトの理解を進めるため，補足資料な

どを提示していきました。例えば，「世界の水不足

の現状」について，日本で 1 人が 1 日に使う水の

量と世界各国の水の量を比較すると，生徒たちは

実際に推測した値よりもかなり大きいことに驚い

けることを意識し，生徒が学びを深め，積極的に

自分の意見を発信する，意味内容と言語形式を統

合するような授業デザインを心がけています

（Coyle et al., 2010; 和泉 , 2016）。

　また，限られた時間枠の中で学習効果を最大限

にするため，生徒全員が所有している PC を利用し，

家庭学習（予習と振り返り）と，学校でクラスメー

トと学ぶ項目を分けて設定しています。

授業の流れ（概観）

　授業は，以下のような流れとなります。

ていました。

　また，レッスン前には，「バーチャルウォーター

（仮想水）」という概念を知らなかった生徒が大半

でした。バーチャルウォーターと食料自給率は大

きく関連していることから，補足資料として日本

の食料自給率を示す図表を提示すると，「社会の授

業で習った！」などの声が上がり，学習内容と既

有知識が結び付き，新たな気づきを得たようでし

た。特に，日本のバーチャルウォーター総輸入量

と世界的なバーチャルウォーターの流れ（輸入国，

輸出国の確認）を示すと，日本の輸入量の多さに

声を上げて驚いていました。このように，内容に

引き込むために好奇心や驚きを生み出すようなイ

ンタラクションを心がけています（Mercer &

Dornyei, 2020）。

　更に，より具体的に考察させるねらいから，ハ

ンバーガー 1 個に含まれるバーチャルウォーター

を計算させたところ，その水使用量に驚いていま

した。このように，詳細内容に関するインタラク

ションをしながら内容理解を図っていきました。

そのうえで，True or False Questions を行い，

アウトラインを確認するなど，内容の整理を通し

て理解の定着を図りました。

リプロダクションの段階では，水不足の現状や

バーチャルウォーターなどのキーコンセプトにつ

いて説明させたりライティングさせたりしました。

Stage 3 ＜発展活動：グループプレゼンテーショ

ン＞

日本が世界でトップクラスに入るバーチャル

ウォーターの輸入国であることから，水問題解決

のため我々は何をすべきなのかと問いかけ，プレ

ゼンテーションのテーマへと導きました。

　今回は 3～4 人のグループプレゼンテーション，

発表時間は 5 分とし，生徒には次のテーマを提示

しました。
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Stage 3 ＜発展活動：グループプレゼンテーショ

ン＞

　日本が世界でトップクラスに入るバーチャル

ウォーターの輸入国であることから，水問題解決

のため我々は何をすべきなのかと問いかけ，プレ

ゼンテーションのテーマへと導きました。

　今回は 3～4 人のグループプレゼンテーション，

発表時間は 5 分とし，生徒には次のテーマを提示

しました。
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Think about the future prospects for water 
problems in Japan. What actions can you take 
to conserve water resources? Suggest a 
so lut ion  to  make  our  l i ves  better  and 
sustainable.

Summarize the problems we face. 
(Give a summary of what you have 
read in class.)

Indicate the causes of the problems.

Suggest REALISTIC solutions to 
make our lives sustainable.

Give a strong message or advice to 
your audience.

◆技術革新を進める
海水を淡水化する脱塩技術に着目したもの，
排水再利用の技術に着目したもの。

◆食品ロスを減らす
wonky veg（形がいびつな野菜）に注目し，
捨てずに利用する方法を提案したものや，
食品ロス削減推進法（2019）や食品リサイ
クル法（2000）に触れ，食べ物をムダにし
ない方法を提案したもの，日本で生産され
たものを食べるように提案したもの。

◆水問題への認知を向上させる
水問題の現状や，人々の水の使い方に対す
る意識を高める方法を提案したもの。

・バーチャルウォーターは予想よりはるかに大
きな数値で驚きました。また，プレゼンを通
し，それらの水の問題の対策は身近なことか
らできると知り，うれしく思いました。

・食料問題は水問題と深い関係があることを
知ったときはとても驚いた。同時に両者とも
私たち一人一人の行動の変化で少しずつ改善
できるものだなと思った。プレゼンで皆が共
通して挙げていたように，いかに私たちがこ
の問題に関心を持っているか，行動に移せる
か，にかかっていると感じた。

Task 1:

　

Task 2:

Task 3:
　

Task 4: 

図 2　生徒たちのプレゼンテーションのスライド

 *Be sure to give supporting data.




