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「E.FORUM スタンダード」の改訂に向けて（英語科） 
 

赤沢 真世（大阪成蹊大学教育学部・准教授） 

 

はじめに  

	 E.FORUM第一次案を改訂するにあたり、英語

科では、中学校・高等学校で作成が広まってい

る「CAN-DO リスト」の動き、それによる授業

改善の在り方を踏まえなければならない。すな

わち、CAN-DO リストと E.FORUM スタンダー

ドの関連性、共通性および違いを改めて整理し、

スタンダードの必要性を示すことが求められる。

その上で、E.FORUMスタンダード改訂版を新た

に示す際の今後の課題について挙げたい。 

 

１．次期学習指導要領改訂に向けた国の方針  

	 これまで、小・中・高等学校を通じて、言語

や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度の育成を図り、

４技能を総合的に育成することをねらいとした

現行の学習指導要領のもと、様々な取組を通じ

て充実が図られてきた。しかしながら一方で、

各学校段階間の接続が十分とはいえない状況や、

とくに「話す」「書く」などの言語活動が十分に

行われていないとの課題が指摘されている。そ

こで、次期改訂においては、国として次のよう

な点を求められるとされる。 

	 第一に、各学校段階の学びを接続させること、

第二に、「『英語を使って何ができるようになる

のか』という観点から一貫した教育目標を設定

し、それに基づき、英語を『どのように使うか』、

英語を通して『どのように社会・世界とかかわ

り、よりよい人生を送るか』という観点から、

児童生徒が主体的に学習に取り組む態度を含め

た学習・指導方法、評価方法の改善・充実を図

っていくことが求められる」1。 

	 ここで示された「英語を使って何ができるよ

うになるのか」を示した教育目標が、いわゆる

「CAN-DO 形式」の目標である（これを学年ご

とにリスト化したものが CAN-DO リストであ

る）。各学校が具体的な学習到達目標を設定し、

「児童生徒にどのような英語力が身に付くか、

何ができるようになるのかが明確になり、指導

と多面的な評価の一体化とそれらの改善が図ら

れる」2と示されている。 

	 こうした CAN-DO形式の目標について、文部

科学省は、平成 25年 3月に『各中・高等学校の

外国語教育における「CAN-DO リスト」の形で

の学習到達目標設定のための手引き』を発行し、

各学校での作成を進めている。 

	 たとえば、小学校では、「馴染みのある定型表

現を使って、自分の好きなものや、家族、一日

の生活などについて、友達に質問したり質問に

こたえたりできるようにする」、中学校では、「短

い新聞記事を読んだり、テレビのニュースを見

たりして、その概要を伝えることができるよう

にする」という例が挙げられている。さらに高

等学校になると、たとえば「ある程度の長さの

新聞記事を速読して必要な情報を取り出したり、

社会的な問題や時事問題について課題研究した

ことを発表したりすることができるようにする」

というように、日常生活から社会問題・時事問

題など幅広い話題に深まりや広がりがみられ、

言語活動も課題研究を行うレベルまで求められ

ている3。 

	  

２．E.FORUMスタンダード第一次案の成果  

	 このように、次期学習指導要領改訂の方針に

おいては、中学校では具体的で身近な話題につ

いての実際の言語活動を遂行できる能力が求め

られ、高等学校では、社会問題・時事問題など

幅広い話題について、発表や討論・議論、交渉
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などを行う言語活動を設定することが求められ

る。実際の言語活動を遂行する能力を身に付け

ることが一貫して目指されているなかで、中高

と学びが深まるにつれて話題の広がりや言語活

動の深まりが系統的に目指されている。 

	 実はこうした方針は、スタンダード第一次案

が示した英語科の本質的な問いの広がり・深ま

り、そしてパフォーマンス課題が示した言語活

動の実践と相重なるものである。CAN-DO リス

トの作成を通して、実際の言語活動を軸とした

英語科の教育内容の系統性を整理し、意識化す

ることができるという点では、スタンダード第

一次案と CAN-DOリストは同様の意味がある。 

しかしながらスタンダード第一次案は、

CAN-DO リストでは見えにくい側面を提示する

ことができる。そこで改めてスタンダード第一

次案の「成果」、「意義」を次の 4 点にまとめた

い。 

	 第一に、到達点（「◯◯できる」という姿）に

至るための授業づくりにおいて、教育内容の焦

点化ができることである。焦点化すべき教育内

容が「本質的な問い」、それに対応する「永続的

な理解」として書かれ、レベルの高まりに応じ

てその深まりや広がりが示されている。この点

は、CAN-DO リストではともすると見えにくい

部分であったり、うまく深まりが捉えられない

まま羅列的に書かれるおそれがある部分である。 

第二に、本質的な問いに対応する永続的理解

（核となる教育内容）に至るためには、具体的

にどのような言語活動を行えばよいのかという

点を、具体的なパフォーマンス課題として示し

ている点である。年間の単元計画や、個々の授

業づくりにおいて、CAN-DO で示された姿と結

び付けて具体的な到達点や具体的な授業展開イ

メージを持つことができる。 

第三に、中学校・高等学校の学年を超えた見

通しを提供していることである。CAN-DO リス

トでは当該の学校の「学年ごと」で到達すべき

姿をリスト化することが求められている。しか

しながら、学年間、あるいは学校階梯間の接続

こそが課題として挙げられていたように、英語

学習としての深まり・広がりを一貫した見通し

のもとでとらえることが必要となる。それがス

タンダード第一次案の一つの役割である。 

	 第四に、CAN-DOリストの例は示されつつも、

各学校にその作成が任されている状況において、

一つの共通の指針を示すことができることであ

る。たとえば「話すこと」においては、ある学

校は「話すこと」の一つの区分のなかに「情報

のやりとり」（即興的な対話）と「スピーチ」（用

意した原稿をもとに発表する）を分けて捉えて

いる学校もあれば区別せずに作成している学校

もある。スタンダード第一次案では、日本の

CAN-DO リストの思想の土台となった世界的な

英語到達度指標である CEFR（Common European 

Framework of Reference for Languages）の区分に

則り、上記のような二つの区分を採用し、臨機

応変に相手と対話を作り上げていく即興的側面

が重視される発話と、準備して臨むスピーチと

を区分している。とりわけ高等学校の英語科で

は、こうした即興が要求される場面でのやりと

りが重視される方向性を持つため、学校現場で

もこの区分をすることで、そうした指導が十分

に位置づいているかを吟味することができる。

このように、各学校が CAN-DOリストを作成す

る際の共通の一つの指針としても位置づく。 

	 以上のように、スタンダード案は、到達目標

（出口）の姿を示す CAN-DOリストと対応しな

がら、その目標間の系統性（深まり・広がり）

を示し、かつ具体的な言語活動を示すことで具

体的な授業づくりのイメージを示している。さ

らには、各学校で異なった基準・内容を開発す

る際の共通の指針として位置づくのである。こ

のように、スタンダード案は、CAN-DO リスト

では見えにくいそうした側面をより補強するも

のとして位置づいている。 
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３．スタンダードの改訂に向けた課題  

 これまで見てきたように、スタンダード第一次

案の意義や成果を引き継ぎながらも、いくつか

の検討課題が残されている。現段階での検討事

項を３点あげたい。 

	 第一に、４技能の領域ごとに区分した表の在

り方についてである。本来、現行の学習指導要

領でも示されているように、４技能の総合的な

育成が求められており、パフォーマンス課題は

それぞれ単独の技能に収まるものではない。パ

フォーマンス課題の真正性が高ければ、課題を

遂行するのに必要とされる技能は複数にまたが

るものである。現状の表では、そうした複数の

領域にまたがるパフォーマンス課題ならではの

特性が見えにくくなってしまっている。 

けれども一方で、「読むこと」の領域のように、

一斉授業の受け身的な学習が多かった領域にお

いても、あえてその領域の欄にパフォーマンス

課題を入れることで、「相手意識」「目的意識」

をもったコミュニケーションの重要な視点を含

んだ「読むこと」の実践が可能であることを示

すことができるというメリットもあった。この

ように表としてどのような示し方があるのかに

ついては、今一度検討すべきである。 

第二の課題は、これから求められる思考力・

判断力・表現力等の育成について、英語科にお

いて重視するべき言語活動をよりきめ細やかに

検討することである。すなわち、国の方針とし

て示されている「説明・発表・討論などの言語

活動」という大きなくくりではなく、言語活動

の系統性を考慮し、スタンダードに反映させな

ければならない。（もちろん第一次案においても、

教科書教材や学習指導要領の分析をもとに、身

近な話題からやや公的な話題に、そして必要と

される論理性も一段高いものへと、学年が進む

につれて発展するように設定している。） 

改訂の際には、そうした思考力・判断力・表

現力の深まりをより丁寧に位置づけることが必

要となり、そのためには次のような視点が足が

かりになると考える。たとえば CEFR の土台と

なった言語機能および概念のリスト（Threshold 

1990）では、言語機能の大きな範疇として次の 6

点が示されている。すなわち、(1)事実に関する

情報を伝え、求める、（2）意見・判断・態度な

どを表現し、見つけ出す、（3）さまざまなこと

を行わせる（説得する）、（4）社交的活動をする、

（5）まとまりのある文章を組み立てる、（6）コ

ミュニケーションを修復するという視点である。

また、CEFRでは、「話すこと」の領域において、

「使用領域の幅」「正確さ」「流暢さ」「やり取り」

「一貫性」といった、「何ができるか」だけでな

く、その能力の質的な側面も提示されている4。 

第三に、思考力・判断力・表現力の育成を目

指して、最終的には自律的な学習者となること

を意図する英語科において、スタンダードの一

つの側面として、学習方略の広がり・深まりに

ついてもレベルごとに言及する必要性があるの

かという点である。たとえば、中国における外

国語教育スタンダード（New English Curriculum 

Standard: NECS）では、文化に対する気付き、言

語的知識（言語的機能、文法、音声的特徴）の

他に、「学習方略（Learining Strategy）」という側

面を入れている5。パフォーマンス課題を取り入

れた授業においても、ルーブリックをもとに学

習者が振り返りを行う際に、グループでの話し

合いのなかで学習の到達点のみならず、そのた

めに必要な学習方略についても自覚していく姿

が見られたりする6。また、CAN-DO リストも、

児童・生徒が自らの学びを振り返る自己評価の

ツールとしても位置づいている。したがって、

新たにスタンダード改訂版を作成するにあたっ

ては、自律的学習を目指した学習方略の深まり

についても意識しておかねばならないと考える。 

 

おわりに	

	 このように、次期学習指導要領で思考力・判
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断力・表現力が重視される流れのなか、英語科

のスタンダード改訂においては、各学校の

CAN-DO リスト作成の指針となるようなスタン

ダードとして言語活動の深まりと広がりを丁寧

に検討し、学習方略の深まりについても吟味す

ることが求められる。こうした点を踏まえて、

改訂版を提案したい。 
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