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CAN-DO と 

動機づけの局面 
各局面での CAN-DOのはたらき 学習意欲を高める Strategyに基づいた CAN-DOの活用および期待される効果 

HUKUOKA E-DASH PLANでの 

具体的実践 

１  

学習集団づくりで

の CAN-DO 

＝動機づけの基盤と

なる環境づくり 

 

(1) CAN-DO理念と目標の共有 

⇒教室が同じ方向に向かっているという意識の 

共有 

教師と教師をつなぐ CAN-DO 

・生徒観・指導観・授業観・言語観を指導者同士が共有することにより、「My Classroom主義」から脱却し「私

たちの生徒」を全員で伸ばそうという意識が生まれる。 

＝過度のクラス間「競争」から脱却し、「共生」へ ⇒ 「学びの共同体」の素地を形成する。 

・教科担当者全員が同じ Communicative Approachを基盤とした授業を行い、同じ質の授業を保証することは、

学習者の安心感と学びへの肯定的な意義づけを促す。⇒動機づけにつながる。 

・年度初め・年度末の教科会議での

CAN-DOリストの見直し・協議 

・週に１度の教科会議 

・毎年 3回以上の校内研修会開催と

外国語教授法・第二言語習得を専門

とする有識者による助言・互見授業 

(2)  達成できること(=teacher expectation)を共有 

 

⇒支持的な雰囲気・支持的な学習集団の形成 

生徒と教師をつなぐ CAN-DO 

・生徒が達成できることに関し、教師が十分に高い期待値を持ちつつ、また積極的にその期待を生徒への言動

に表わしながら指導を行う。（「うちの生徒には無理」という安易な言葉により CAN-DOは死んでしまう。） 

・肯定的な声掛け 

・明確で基本的な表現から成る教室

英語の反復使用  

(3)  緊張をほぐす活動・小集団活動等を取り入れた

授業の実践 

 

⇒“WE”意識の形成と保持 

 

“Yes, we CAN-DO it!” attitude 

生徒と生徒をつなぐ CAN-DO 

・ウォームアップ等の緊張をほぐす活動を効果的に行うことにより、教室に comfort zone（心地よい場）が生

まれる。 

・ペアワーク（緊張を軽減しながら発話量を増す活動）や、グループワーク（豊かな多様性を引き出す活動）

を取り入れながら、双方向コミュニケーションの経験を積めるように授業を組み立てる。 

 ⇒ 学習集団の中に “WE”意識・結束性が生まれる。 ⇒ コミュニケーション活動への意欲の高揚 

・文法の復習を兼ねた Warm-Up等、

ペアワークで始まる授業の実践 

・座席を固定せずに毎時間ペア・グ

ループ替えを行う。活動形態に変化

を持たせることで、飽きずにドリル

練習や音読活動等を行う工夫 

２  

学習到達目標 

としての CAN-DO 

＝学習開始時の動機

づけ 

 

(1)  CAN-DO形式での年間・単元・本時の学習到達目 

標設定 

＝ゴールと成功基準の明確化 

・卒業時に生徒たちにできるようになってほしいことから逆算し、３カ年の目標⇒年間の目標⇒学期の目標⇒

単元の目標⇒本時の目標へと落とし込んでいく。CAN-DOリストの形での学習到達目標提示は、「公式の目標記

述」（e.g.学習指導要領）と「授業目標」（e.g.シラバス内の目標記述）、「生徒が授業中に追い求めている目標」

間のギャップを無くし、ゴールを明確にする。 

・ゴールの明確化は教室内外での成功基準の明確化につながり、達成に向けた意欲的な学びが期待できる。 

・新入生オリエンテーションにおけ

る教科ガイダンスにて、CAN-DO意識

調査の初期値採取と同時にモデル授

業の実施。シラバス配付。 

・板書による本時の目標提示 

(2) 進歩を実感する基準の提示 

＝ 効果的な成功例の提示(Modeling) 

＝ 目標言語を駆使する理想的な自分像(Ideal  

L2 self)の形成を促進 

⇒ 生徒の成功期待感の喚起 

 

・コミュニケーション重視の教室では、ペアワーク・グループワークを通じて、効果的な成功例を提示するこ

とが可能である。CAN-DOリストに基づいた授業では、説明よりも具体的な見本や例を示すことが主眼となる。 

特にも、教室内に role-model(Ideal L2 Self=英語を駆使する理想的な自分像）が存在することは学習者にと

って刺激となり、目標（成功像）を思い描きやすくなる。 

・「このレベルのパフォーマンスならば、学習や訓練を経て自分にもできるようになる」と生徒に自己肯定感・

成功期待感を抱かせることが可能となる。到達可能な目標は、学習者の主体的な学びを促す。 

・座席を固定しないペア・グループ

活動を行い、多様なモデルに接する

機会を与える。 

・優れたライティング作品は良い点

を指摘し紹介  

(e.g.“Masterpiece of the Week”)  

(3)  授業と全体目標の関連性の明確化 

 

⇒ 生徒が毎時の授業と個々の言語活動の価値 

を認識 

活動と活動をつなぐ CAN-DO 

・シラバスの中に CAN-DOを明示することにより、個々の授業・言語活動が年間の「いつ行われるものなのか」

ではなく、３年間の学びの中で「どのような学習到達目標に向かうためのステップとして行われるものなのか」

に焦点を当てることができる。 

・CAN-DOリスト形式の目標提示により、個々の言語活動が、大きな CAN-DOリストの枠組み並びに一連の活動

の中のどの部分に位置するのか、授業全体の目標にどのように関連しているのかを、教師と学習者が共通認識

できる。教師が個々の活動に意味づけすること、学習者が個々の活動に意義や価値を見出すことは、学習意欲

の高揚に資する。 

・音読等のドリル・プラクティスがどのようなアウトプットの最終形につながるかを示すことで、単調になり

がちな訓練に目的意識を持って取り組めるように学習者の意欲喚起につながる。 

・学習到達目標・評価規準・対応す

る CAN-DO記述が併記されているシラ

バスの作成と共有 

・Reading から Speakingへの橋渡し

となる音読活動の位置づけを生徒と

共有 

・音読からより自由度の高いスピー

チへの橋渡しとなるリテリング活動

の位置づけを生徒と共有 

・ゲーム性を持たせたリテリング 



３  

授業を支える

CAN-DO 

＝動機づけの維持と

保護 

 

(1)  CAN-DOを支柱とする 4技能統合型の授業実践 

  

⇒成功体験の蓄積を保証する授業内活動設計 

・知識偏重型の講義主体の授業では、生徒が授業内にできるようになったことを確認する機会がほとんどない。

CAN-DOリストの形での目標に沿った４技能統合型授業により、生徒の言語使用を促し、コミュニケーション

の中での経験値を高めることが可能になる。また、その小さな成功体験の積み重ねこそが生徒の自信と自己肯

定感情、学習意欲へとつながる。 

・指導者間が共通の CAN-DOを持つことにより、共通の「見取り」感覚を持って活動の難易度調整を行うこと

ができる。 

・繰り返して読むことを促すタスク、

徐々に自由度を高めるタスク配列と

なっているワークシートの作成（教

師間・学年間のハンドアウト共有化） 

・学力差が大きいクラスでの、タス

クの難易度調整 

(2)  方向性に沿ったぶれない到達目標 

＝ 教材を活気づける自由裁量 

 

⇒学習者に深く関連づけた教材の開発 

(Personalization) 

・教室の方向性が CAN-DOリスト形式の学習到達目標によりしっかりと導かれていることにより、指導者によ

ってテクニックや教材の味付けが多少変わっても、指導のスタイルや内容の軸が大きくぶれることがなくな

る。教師が「教材を活気あるものにする自由裁量」を与えられることで教材研究の深まり、授業実践の工夫が

促され、教師集団の活性化と成長につながる。（ただし、CAN-DOの共有無しでは、指導軸となる Approachや

Methodが崩れ、個人の techniqueに依存する授業の乱立に逆行のおそれもあるので、校内研修は不可欠） 

教材と生徒をつなぐ CAN-DO 

・教材という食材を、どのようなレシピを用いて料理をするか（評価規準の設定）は、シラバス作成の段階で

共有できているが、どのような味付けをするか、スパイスを選ぶ楽しさは、目の前の生徒を最もよく知る指導

担当者に委ねられる。教科書の内容と生徒自身の日常体験や背景を関連付けることにより、生徒は教材と自分

個人の対比を通し、自己と対峙する機会を与えてくれた教材に価値を見出すことが期待される。 

実践活動例 

・登場人物になりきった再現ドラマ

仕立てのロールプレイ・登場人物同

士のディスカッション・スピーチ 

・登場人物・筆者に宛てた手紙形式

でのライティング 

・登場人物・筆者を「友人」として

紹介しながら自分の意見を発表する

レポーティング活動 

・問題解決型ディスカッション 

(3)  足場づくり(Scaffolding)による「できる感」の 

育み・言語不安の軽減 

 

⇒生徒の自尊感情の育成 

 

“Yes, you CAN-DO it!” attitude 

・生徒の間違いを「欠陥のある言葉」の表出とせずに、理想的な学習活動のプロセスに極自然に付随するもの

として歓迎する姿勢を教師全員が示す。むしろ、生徒が言葉と格闘した証として称賛する姿勢を共有する。 

・目標と基準を明確にすることにより、「流暢さ」と「正確さ」のバランスが保てる。ターゲットとなる語法

や文構造を用いた比較的短い英文の産出を目標とする活動であれば、豊富な練習量を伴う活動で「正確さ」を

促し、誉め励ます。即興性を求める活動であれば、「正確さ」よりも「流暢さ」を評価し、誉め励ます。励ま

しのポイントが明確化されることで、教師のコメントがより肯定的で説得力のあるものになると期待される。 

・評価のポイント、評価基準を担当

者間で十分に協議 

・文法の誤りについての添削は

Global なもの、ターゲットとなって

いるものに絞り、内容へのコメント

を手厚くするポリシーの共有 

(4)  「できるようになりたいこと」への意識付け 

・選ぶ自由 

・選択肢を持つ自由  

・生徒の貢献 

・仲間との教え合い 

⇒学習者自律性の涵養 

⇒社会【Community/Culture】と関わろうとする 

姿勢の育成 

・言語活動中心の授業を行うことにより、１つだけ存在する正解へと導くのではなく、自分自身がどのように

感じ、考え、どのような言葉で発信したいのかを自ら決めて表現する自由を与えることにより、生徒に学びの

Ownershipを与える。 

・ペア・グループワークの過程で、自分が学習集団に貢献しているという意識と実感が得られるような活動を

工夫する。また、仲間同士で教え合ったり助言し合ったりすることを推奨し、学習者自律性を高める。 

現実社会 Community/Culture と生徒をつなぐ CAN-DO 

・教室外での発信の機会を捉え、自発的に社会に関わろうとする姿勢を支え育む。 

 『教室⇒学校⇒市町村・都道府県⇒国⇒地域⇒世界』へと視野を拡げ、関わろうとする姿勢 

・読解・口頭要約・リテリング等の

後に、自己表現活動を設け、教材の

内容やテーマに関するライティング

やディスカッション等を実践。 

・教科書の内容に関する意見を、在

日大使館や教科書の登場人物・筆者

への手紙等で伝える活動の実施。 

４  

評価のための

CAN-DO 

＝肯定的な自己評価 

 ・内省の促進 

(1)  生徒の言語パフォーマンスに関する肯定的なフ 

ィードバック  ⇒動機づけ 

・「できないこと」ではなく、「できること」「できるようになったこと」に焦点を当てた評価を行う。そのた

めの評価方法・評価規準・評価基準は、CAN-DOリスト形式の目標を基に教師間で十分に協議する。 

・CAN-DOリストを用いた意識調査ア

ンケートの実施 

(2)  CAN-DOリストを用いた自己評価の実施 

⇒定期的な進歩確認に機会提供 成長の可視化 

“Yes, I CAN-DO it!” attitude 

現在の生徒と未来の生徒をつなぐ CAN-DO 

・生徒たちが「自分にできるようになったこと」「これからできるようになりたいこと」を意識できるように、

CAN-DOリストを活用する。 ⇒自律した学習者たる姿勢の育成 

・年間２回の CAN-DOリスト枠への色

塗り（できるようになったディスク

リプタに色を塗り確認する作業） 

(3)  筆記テスト以外の方法も用いた継続評価 

⇒パフォーマンステストとフィードバック 

・CAN-DOリスト形式の目標に準じた４技能を測るテストを実施することで、目標・授業・評価の一体化を図

る。筆記試験のみでは測れない技能についてはパフォーマンステストを実施し、フィードバックも行う。 

・パフォーマンスが「評価される」テストが主たる目的ではなく、「どこまでできるようになったかを披露し

確認する」チャンスであることを伝え、教師側も楽しむ姿勢を示す。 

・年間４回のスピーキングテスト・

エッセイテストの実施 

・減点法ではなく加点法での採点と

肯定的なフィードバック 

(4)  自己評価シート・授業日誌などの活用 

⇒生徒による自己評価力・生徒間相互評価力の 

育成 

・生徒たちに自己評価・相互評価する機会を与えることにより、学びの主体が自分たちであり、「評価される」

ことが終点ではないという認識を促す。 

・授業についてのコメントを拾い、授業に反映することで、主体的な学びを維持・継続できる。 

・Today’s Goalsと自己評価シート

への記録、授業についてのコメント

の記入 



 


