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CLILについて

• CLILは、言語教育と内容教育を統合した形で行う教育方法の総称。

• CLILには、授業の主要目的が英語の学習か他教科内容の学習かに
よって、Soft CLIL とHard CLILに分けられる。

・Soft CLILといえども、CLILであるからには、テキストの語彙、文法理
解だけにとどまらず、題材について話あったり、関連する外部教材を
使って発展学習をしたりとする工夫が必要である。

（和泉2016)



CLILに興味を持ったきっかけ

• CLILの概要を出版物等で知り、言語学習と内容学習を統合する授業
に興味を持った。

・中学校の教科書は、文法シラバスを基本に、話題や場面などを合わ
せた、複合型シラバスをとっており、高校のリーディングの授業の教科
書 のように、まとまった内容が少ない場合がある。そんな場合でも、
言語学習と、内容学習の両方に同じ重きを置いて授業ができないか
考えた。



ＣＬＩＬとフォーカスオンフォーム

• フォーカスオンフォームとCLILは、どちらも意味内容と言語形式の両
方に注目した教え方であるので、教育実践面から言うと、オーバー
ラップしている部分がかなり多い。

• CLILを基本的教育アプローチとし、言語指導の手段としてフォーカス
オンフォームを実践していく。（和泉 ２０１６）



フォーカスオンフォーム

・フォーカスオンフォームは、言語形式、意味内容、言語機能
の３つの要素をバランスよく取り入れる英語教育。タスクを与
えて、意味や場面を重視する文法指導。



授業実践 New Horizon3 
Unit3 Fair Trade Event            Starting Out 
内容学習は、フェアトレード。

教科書に入る前に、教科書に載っている写真だけをコピーしたワーク
シートを作り、これから何の話を読もうとしているかを想像させた。

⇒最後に、このワークシートをみながら、リテリングをさせる。

授業準備：フェアトレードマークや、フェアトレードマークが付いている
製品の写真や実物を用意し、フェアトレード製品の存在を理解させた。

森から⇒木へ



Starting out- 言語学習は、Have you ever heard 
of “ Fair Trade”?  Yes, I have./No, I haven’t.

写真を見せるなどして、内容学習を少し始めて、Fair Tradeのことにつ
いて、今まで聞いたことがあるか、ないか、を聞く時は、

Did you hear ではなく、Have you ever heard になることを、板書して

明示的に説明し、インプットした。

ここでは、生徒に、今までに～したことがあるかどうかをペアで聞き合
うワークシートを使って、アウトプットとインタラクションをさせた。



Unit 3 のStarting Out の言語学習のターゲットとなる言語形式は、
Have you ever heard of “fair trade”?  Yes, I have. / No, I haven’t.で
ある。いつもはティーチャートークで新出文法を入れながら暗示的に
文法導入をするのだが、今回は、

ティーチャートークに入れて、話すのは、少し難しいと考え、

まず、オーラルイントロダクションとして、既習の文法や単語での、やさ
しい英語で内容を英語で説明した。

Do you know “fair trade”?  Do you know this mark?を

使ったり、Fair（フェア）や、Trade（トレード）などのカタカナから、英単語
を推測させたりして、内容学習の導入をしながら、進めた。



Dialog-言語学習

I have just looked at the prices.  
• Dialog の言語学習のターゲットは、I have just looked at the prices.  

Have you looked at the prices yet?  である。

• また、ここでは、word hunting をさせ、辞書なしで、単語の意味を想
像させた。

• 木から⇒森へ

• いくつか現在完了が入っている文の和訳を提示し、英文を探させた。
そして、just や、already, not yet, yet? などの意味や使い方を想像さ
せ考えさせ、その後、板書して、明示的に説明し、文章を理解させた。



Read and Think①

• リスニングをした後、It is made into chocolate やcacao is sold などの既習の文法
事項の確認から入り、ティーチャートークで簡単な英語に直して、話をリテリング
し、生徒とインタラクションしながら、暗示的に文章の意味の理解を促した。

• 内容学習は、ガーナのカカオ農場の労働者や、こどもたちの生活について。

・フェアトレードの仕組みについての解説ビデオを見せ、

本文中の、Many children in Ghana have to work on farms to help their children.や、
Some of them have never been to school. を実感できるようにした。



Read and Think②言語学習
I am surprised to hear that.  

ワークシートを使って、ペアワークをさせた。

顔の表情と理由が書いてあり、文にするワーク。

内容学習 生徒にipad を使って、ガーナとフェアトレードについて

調べ学習をさせた。

その後、What can we do for the children in Ghana?についてブレーン
ストーミングをさせ、まわりと意見交換させ、英語でのライティングの形
式を説明した上で、意見を書かせ、ペアで読み聞かせた。



Activity ガーナってどんな国？リスニング

ガーナについての地図やグラフがテキストに載っており、リスニングを
する練習がある。

ガーナについての調べ学習をしていたので、意欲的に取り組めたよう
だった。

その後、最初に配布した、写真だけのワークシートを使って、本章のリ
テリングをペアでさせた。



振り返り１

• Unit3 Fair Trade Event

• 1. 言語学習

• Have you ever heard of “fair Trade”?○19△3 ×０

• Yes, I have./ No, I haven’t. ○21 △２ ×０

• I have just looked at the prices.○19  △2  ×0

• Have you looked at the prices yet? ○20  △１ ×０

• I am surprised to hear that.  ○20  △2  ×0  

○理解できた △だいたい理解できた ×理解できなかった



2. 内容学習

Fair Trade について ○12  △7  ×1

ガーナについて ○10   △9 ×2

私たちにできることは何か ○15  △6  ×0

○深く考えることができた △考えることができた

×あまり考えなかった



3. 活動について

フェアトレードの商品の実物を見た ○18  △３ ×０

フェアトレードのビデオを見た ○２０ △２ ×１

ガーナについて調べ学習をした ○13  △7 ×１

私たちにできることは何かについて英語で書いた ○17 △０ ×０

○大変良かった △良かった ×良くなかった



Unit 4  To Our Future Generations

• Starting Out

• Teacher Talk で、東日本大震災のときに、生徒が何歳だったか、自分が何
をしていたかなどを話し、地震のときに何をするか生徒に質問をした。

• Do you know the big earthquake in 2011?  How old were you?

At that time, I was at a teacher’s room and I stayed under the desk. 

I was so surprised.  It was a very big earthquake.  We do practice for the 
earthquake, right?  It is called an evacuation drill.  You cover your head and 
go to a safe place.  Do you know what to do in an emergency?  

Emergency is 緊急事態 what to do is 何をすべきか



言語学習

テキストの英文をリスニングをし、音読練習をした。

Chorus reading, buzz reading, overlapping, shadowing

内容学習

アメリカの小学校の竜巻の避難訓練のビデオを見た。

ほかの国にも、自然災害があり、訓練をしていることを知る。



• 言語学習

It is necessary for us to prepare for disasters.  

It is easy for Tim to read Japanese.

It is difficult for me to understand the rules of shogi.

ペアでワークシートを使って、It  for to の表現を練習。



外国人向けの災害用パンフレットを作成

• 内容学習

外国人向けの災害用のパンフレットを英語で作る作業をする。



• Read and Think①②

高田松原 の写真を見せ、津波の前の美しい景色を見せる。

I also let them watch the video message from the mayor of 
Rikuzentakata telling about their city’s disaster and rebuilding the city.

They also read the writing telling about the disaster in Rikuzentakata

on the English version HP of Rikuzentakata.  



陸前高田市の市長のスピーチを聴く。

• 陸前高田市のホームぺージの市長のスピーチ（日本語）を聴く。



陸前高田市の被害を知る。

陸前高田市のHPの英語版をジグソー法でグループに分かれて読み、

情報をグループでシェアし、陸前高田の被害を理解する。

陸前高田市の被害や復興の様子を知り、まとめる。

読売新聞の、陸前高田市の高田松原の復興の様子を読む。



• オーラルイントロダクション⇒リスニング⇒音読

• テキストの文章を読み、津波による流木から作ったバイオリンや、演
奏会について学ぶ。

• ビデオでその流木から作ったバイオリンの演奏の音を聴く。

・陸前高田の市長に英語で手紙を送りました。



• 最後に、what can you do to pass on the memories of the Great East 
Earthquake?という題で、英作文を書き、ペアで読んで、コメントを書く。



振り返り2

• Unit 4  To Our Future Generations

1. 言語学習

I know how to protect myself.  ○ 17     △3    ×０

It is necessary for us to prepare for disasters.  ○16  △4  ×4 

I want you to pass on the memories.  ○16  △3  ×1 

○理解できた △だいたい理解できた ×理解できなかった



• 2. 内容学習

Evacuation Drill ( 避難訓練）について ○14  △４ ×1

災害への準備について ○18  △1  ×1

陸前高田について ○14  △3   ×１

陸前高田のバイオリンについて ○15   △ 5  ×１

私たちにできることは何か ○13   △5   ×1

深く考えることができた○ 考えることができた△

あまり考えなかった×



• ３．活動について

• アメリカの竜巻訓練のビデオを見た ○１４ △４ ×２

• 外国人用の避難のパンフレットを作った。 ○15   △４ ×１

• 以前の高田松原の写真を見た。○17  △２ ×1

• 高田松原の復興の様子を伝える新聞記事を読んだ。○16△３×１

＊陸前高田市のホームページをみんなで協力して読んだ○2△2×１

• 陸前高田市の市長のスピーチのビデオを見た。○14△4×2

• 陸前高田市の市長に英語で手紙を書いた。○12△7 ×1

• 流木で作られたバイオリンの演奏をビデオで見た。○17 △4 ×0

• 私たちにできることは何かについて英語で書いた。○18△1 ×0

○大変良かった。 △良かった ×良くなかった



生徒の感想

• 陸前高田のビーチのもともとの写真を初めて見たので、あんなにたく
さんの木が流されたのに、一本だけ残ったのは本当に奇跡だと思っ
た。

• 教科書以外の写真を見れて良かった。英語のパンフレット作りもす
ごく良かった。

• 飽きずに学習できました。すごく良かったです。

• 英語を学習しながら他の内容も知ることができるのでいいと思う。

• 言語も内容も学べて一石二鳥だと思った。

• とても充実していると



まとめ

言語学習と内容学習を統合して学習するCLILの手法を実際に取り入
れて授業を進めてみた。

言語学習については、ティーチャートークを取り入れ、学習者の気づ
きを促すようなインプットを入れてみたり、タスク活動を入れたり、アウ
トプットや生徒同士、また授業者と生徒のインタラクションを入れなが
ら、インテイクが促されるような指導をするように気をつけた。

内容学習については、オーセンティックな材料を探し、より、内容を実
感できるように、写真や動画をみせるなどして、理解を促し、調べ学習
をさせ、What can we do につなげた。

アンケートの結果から、言語学習と内容学習を両方重視することで、
両方学べることは、生徒にとって有意義だったようだ。


