
平成２８年度３学期 英語実技テスト実施要項 【教員用】 

【ライティング】生徒が論題「日本の家庭は、販売されている水を買うのを止めるべきである。」について、2 つ

以上の理由と共に１２０～２００語で賛成・反対のどちらかの立場で自分の意見を書く。その

際、自分の意見を補強するために資料を１つ以上各自で探して添付する。 

【スピーキング】上記の論題について、教員が述べる意見に１分以内で反論をする。 

☆実技テストの進め方【スピーキング】 

１．生徒に Evaluation Sheet を配り、氏名を書かせる。 

２．面接時に、Evaluation Sheet を持ってくるよう伝える。 

３．テスト開始時に、受験者から Evaluation Sheet を受け取り、意見を述べる。（生徒の解答時間は１分） 

４．テスト終了時に、Evaluation Sheet を回収する。  

５．Evaluation Sheet に評価点やコメントを記入し、採点簿に写しておく。（成績に入るため） 

６．生徒に Evaluation Sheet を返却し、フィードバックをする。 

☆指導の手順（※評価基準は、別紙の通りお願いします。） 

１．原稿を回収する。 

２．添削をしていただき、「内容点」の評価をする。 

３．生徒に原稿を返却する。 

４．ペア等で反論の練習をさせる。 

５．Evaluation Sheet 返却の際に、生徒用評価シートも合わせて返却する。 

以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。 

☆自分の意見に対する評価方法【ライティング】 

・提出したライティングの「語数」「内容」「文法・語法」を合わせて評価する。 

評価項目 評価基準 

内容 

引用した資料と

自分の意見に一

貫性や論理性が

十分見られる内

容である。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

や論理性がある

が、やや物足りな

い内容である。 

引用した資料と自分

の意見があるが、論

理性に欠けるところ

がいくつかある。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

がなく、全体的に

論理性に欠ける内

容である。 

資料を引用してい

ない。または文全

体が支離滅裂で論

理性や一貫性が全

くない。 

７点 ５点 ３点 １点 ０点 

文法 

語法 

文法・語法のミスが

あまり見られない。

またはない。 

文法・語法のミスは多少

目立つが、内容は伝わ

る。 

文法・語法のミスが目立

ち、内容の伝わらない文

がいくつか見られる。 

文法・語法のミスが非

常に多く、文全体の内

容が伝わらない。 

３点 ２点 １点 ０点 

総合得点 ／１０ 

※序論・本論・結論など、段落構成に問題がある場合は、2 点減点とします。 

※理由が一つしかない場合は、2 点減点とします。 

※遅れて提出した者は２点減点とします。 

 



☆反論内容の評価方法 

評点 評価基準 

６ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などを 2 つ以上述べつつ反論している。 

４ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などが１つしかない。 

２ なんとか自分の意見は言っているが、教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などがない。 

０ 何も話せない。または言っている内容が理解不能である。 

反論の教員用意見例：Tap water is dirty. 

6 点: I don’t think so, because technology of taps is developing. For example, many taps today have filters to make 

the water clean.（理由・具体例・現状を 2 つ以上のポイントで述べつつ反論している。） 

4 点: I don’t think so, because technology of taps is developing. As a result, tap water is not dirty. 

（理由・具体例・現状が１つのみである。下線部は教員の意見を否定文にしているだけでポイントの 1 つとして

数えられない。） 

2 点: I don’t think so, because tap water is better than sold water. 

（トピックについて意見は言っているが、下線部が反論になってない。またなぜ水道水が良いかの例もない。） 

0 点: But, uh, … tap water… ummm… good… （文になっておらず、何を言いたいのかがわからない。） 

☆アティチュードの評価方法 

・面接開始から終了まで受験者の「話す意欲・態度」を次の項目に沿って評価する。 

１．積極性：自分の言葉を理解してもらおうと十分に自己表現し、コミュニケーションを持続させようとする意

欲を評価する。（ジェスチャー・スマイル・アイコンタクト） 

２．音声の明瞭さ：適切な大きさの声で自信を持って明瞭に話しているかを評価する。 

評点 評価基準 

２ 評価項目を２つとも満たしている。 

１ 評価項目を１つ満たしている。 

０ 評価項目を１つも満たしていない。 

※話の途中で止まってしまった場合、満点は与えられません。 

☆流暢さの評価方法 

１．英語らしい発音：TH や L と R、子音で終わる単語の発音等ができているかを評価する。 

２．話すリズム： 英語独特の音のつながりや英語を区切る位置が適切かどうかを評価する。 

３．話すスピード：自然な流れを損なわないスムーズな速さで話しているかを評価する。 

評点 評価基準 

２ 評価項目を３つとも十分に満たしている。 

１ 評価項目のいずれかに十分ではないところがある。 

０ 評価項目を１つも満たしていない。 

※話の途中で止まってしまった場合、満点は与えられません。 

  



平成２８年度 3学期 英語実技テスト実施要項 【生徒配布用】 

１．実施時期 レッスン１０終了後 

２．実施方法 意見文の作成と、教員と１対１でのスピーキング（メモなどの持ち込み不可） 

３．実施内容 【ライティング】 

論題「日本の家庭は、販売されている水を買うのを止めるべきである。」について、賛成・反対

のどちらかの立場で自分の意見を２つ以上の理由で書く。その際、自分の意見を補強するために

資料を１つ以上各自で探して添付する。 

【スピーキング】 

論題「日本の家庭は、販売されている水を買うのを止めるべきである。」について、教員の意見

に１分以内で反論をする。 

４．評価基準 別紙参照 

５．成  績 成績の１０パーセントに相当する 

６．試験対策とポイント【重要！】 

今回の実技試験も、ライティングとスピーキングの両方で見ます。以下の注意点をよく覚えてください。 

【書き方について】 

・序論・本論・結論などの段落構成に注意する。特に、意見文は結論を先に書く。 

・語数稼ぎのために自分の意見とは反対の意見を書くと、それに反論しきれずに内容点が減点される可能性が大

きい。 

・一般論で述べるようにする。自分の好みや経験について述べると主観的になりすぎる恐れがある。 

【資料について】 

・自分の意見を補強するような資料を 1つ以上探して添付する。（各理由にそれぞれ１つ以上資料があるとなお

良い。） 

・資料の信頼性があるか確認する。誰かのブログやウィキペディア、知恵袋などは資料として信頼性が薄いので

使用しない。 

・引用する資料は、写真のみではなく、数字やグラフなどが記載されてあるものを使用すると良い。写真だけだ

と、論理性を確証できない可能性が高い。 

・資料については、資料本体に引用元（ネットであれば、URLとそのタイトル）を必ず明記する。 

・複数資料がある際は資料に番号をつける。そうすると、According to Reference No.1,のように書ける。 

・資料を引用した後に、自分の追加意見や効果や具体例等を述べ、トピックセンテンスにさらに論理性を持たせ

る。資料を引用した後に自分の追加意見がないと内容が薄くなる。 

【スピーキングについて】 

スピーキングについては、原稿の暗記ではない。どういった意見が出るかを予測し、その意見にどう反論する

かはある程度自分で考えをまとめ、事前に練習しておくと良い。 

 

 



☆自分の意見に対する評価方法【ライティング】 

・提出したライティングの「語数」「内容」「文法・語法」を合わせて評価する。 

評価項目 評価基準 

内容 

引用した資料と

自分の意見に一

貫性や論理性が

十分見られる内

容である。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

や論理性がある

が、やや物足りな

い内容である。 

引用した資料と自分

の意見があるが、論

理性に欠けるところ

がいくつかある。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

がなく、全体的に

論理性に欠ける内

容である。 

資料を引用してい

ない。または文全

体が支離滅裂で論

理性や一貫性が全

くない。 

７点 ５点 ３点 １点 ０点 

文法 

語法 

文法・語法のミスが

あまり見られない。

またはない。 

文法・語法のミスは多少

目立つが、内容は伝わ

る。 

文法・語法のミスが目立

ち、内容の伝わらない文

がいくつか見られる。 

文法・語法のミスが非

常に多く、文全体の内

容が伝わらない。 

３点 ２点 １点 ０点 

総合得点 ／１０ 

※序論・本論・結論など、段落構成に問題がある場合は、2 点減点とします。 

※理由が一つしかない場合は、2 点減点とします。 

※遅れて提出した者は２点減点とします。 

☆反論内容の評価方法【スピーキング】 

評点 評価基準 

６ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などを 2 つ以上述べつつ反論している。 

４ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などが１つしかない。 

２ なんとか自分の意見は言っているが、教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などがない。 

０ 何も話せない。または言っている内容が理解不能である。 

☆アティチュードの評価方法【スピーキング】 

・面接開始から終了まで受験者の「話す意欲・態度」を次の項目に沿って評価する。 

１．積極性：自分の言葉を理解してもらおうと十分に自己表現し、コミュニケーションを持続させようとする意

欲を評価する。（ジェスチャー・スマイル・アイコンタクト） 

２．音声の明瞭さ：適切な大きさの声で自信を持って明瞭に話しているかを評価する。 

評点 評価基準 

２ 評価項目を２つとも満たしている。 

１ 評価項目を１つ満たしている。 

０ 評価項目を１つも満たしていない。 

※話の途中で止まってしまった場合、満点は与えられません。 

 

 

 



☆流暢さの評価方法【スピーキング】 

１．英語らしい発音：TH や L と R、子音で終わる単語の発音等ができているかを評価する。 

２．話すリズム： 英語独特の音のつながりや英語を区切る位置が適切かどうかを評価する。 

３．話すスピード：自然な流れを損なわないスムーズな速さで話しているかを評価する。 

評点 評価基準 

２ 評価項目を３つとも十分に満たしている。 

１ 評価項目のいずれかに十分ではないところがある。 

０ 評価項目を１つも満たしていない。（１５秒沈黙で０点とします。） 

※話の途中で止まってしまった場合、満点は与えられません。 

 

教員の意見例： Families in Japan should stop buying water.  

Agree 

・If we buy water, it costs much money 

→I disagree. The price of bottled water is now less than 100 yen. Also, we don’t buy bottled water so 

often. 

・If we buy bottled water, the number of plastic bottles will increase. 

→I disagree. We can recycle plastic bottles, and some shops collect these bottles. 

・Tap water in Japan is clean enough to drink. 

→I don’t think so. I hear that Japanese tap water today has a lot of chemicals. It’s sometimes bad for our 

health. 

Disagree 

・If we drink tap water, we get sick. 

→Many people drink tap water today, but they can stay healthy. 

・If we can’t buy bottled water, we cannot drink water when we go out. 

→We can take our own water bottles from our home. In fact, many people have their own water bottles 

today. 

・Tap water has chemicals, so it’s dangerous for humans. 

→These chemicals are not so bad for our health. Actually, nobody gets sick because of these chemicals. 

・Tap water is dirty. 

→Technology of taps is developing. For example, many taps today have filters to make the water clean. 

・Companies which sell water can’t get much money.  

→Bottled water is not so expensive. Instead, they can sell other expensive products such as tea. 

  



Evaluation Sheet 

Class     No.      Name:                        

評価項目 評価基準 

内容 

引用した資料と

自分の意見に一

貫性や論理性が

十分見られる内

容である。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

や論理性がある

が、やや物足りな

い内容である。 

引用した資料と自分

の意見があるが、論

理性に欠けるところ

がいくつかある。 

引用した資料と自

分の意見に一貫性

がなく、全体的に

論理性に欠ける内

容である。 

資料を引用してい

ない。または文全

体が支離滅裂で論

理性や一貫性が全

くない。 

７点 ５点 ３点 １点 ０点 

文法 

語法 

文法・語法のミスが

あまり見られない。

またはない。 

文法・語法のミスは多少

目立つが、内容は伝わ

る。 

文法・語法のミスが目立

ち、内容の伝わらない文

がいくつか見られる。 

文法・語法のミスが非

常に多く、文全体の内

容が伝わらない。 

３点 ２点 １点 ０点 

総合得点 ／１０ 

※序論・本論・結論など、段落構成に問題がある場合は、2 点減点とします。 

※理由が一つしかない場合は、2 点減点とします。 

※遅れて提出した者は２点減点とします。 

１．Attitude [ (gesture), facial expression, eye contact, volume] 

【  ２  1  0  】 

２．Fluency (pronunciation, rhythm, speed) 

【  ２  1  0  】 

３．Objection 

評点 評価基準 

６ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などを 2 つ以上述べつつ反論している。 

４ 教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などが１つしかない。 

２ なんとか自分の意見は言っているが、教員の意見に対する反論となる理由・具体例・現状などがない。 

０ 何も話せない。または言っている内容が理解不能である。 

Comments or Notes 

 

 

your total score            ／２０    


