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  ２：桐蔭学園高校 グランドデザイン・スクールポリシー 

  ３：英検・多読の取り組み分析 

   →英検・多読×模試（英語），英検×多読 

   →英検・多読×模試（英数国３科） 

   →英検・多読×二つのライフ 

  ４：まとめ 
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学校紹介・自己紹介（簡単に） 



 桐蔭学園 中等教育学校     創立1964年 

      高等学校     年次進行で共学化 

 神奈川県の進学校（ほぼ１００％が大学に進学） 

 
 
 

 川妻 篤史 カリキュラムマネージャー。国語科教諭。探究科も担当
している。アクティブラーニング推進委員として授業改
革を推進し、教育企画室室長として中高IRオフィスの立
ち上げに参加。エビデンスに基づく実践レベルでの改革
を大切にしており、現在はカリキュラムマネジメントに
よる学校のさらなる教育改善を目指している。大学院で
は教育社会学を専攻していたこともあり、そこで学んだ
調査や統計の知識や経験を生かして、日々奮闘している。 
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学校紹介・自己紹介（簡単に） 

生徒数    中等前期： 878名  
    高校・中等後期：3376名   

教員数：382名 
（講師含む）   



4 

【育てたい資質能力】（学校教育目標）  
社会に生きる主体として自ら考え判断し行動できる資質・能力の育成 
①他者を承認した上で、多様な人たちと協働できる   
②学び続け問い続けながら、探究することができる  
③自己を知り、将来の見通しを持って自らを高めることができる 
④未知に挑み、出会いを生かして世界を広げることができる 

生徒たちの持つ潜在的資質 
・課題に真面目に取り組もうとする 
・仲間を思いやり、協力し合おうとする 
・知的好奇心をもって掘り下げようとする 
・進路実現に向けて前に進もうとする 
・出会いを自らの成長に活かそうとする 

目指す生徒たちの姿 
・自ら考え判断し行動している 
・他者を承認し、協働している 
・学び続け、問い続けて探究する 
・自己を知り、将来の見通しをもつ 
・未知に挑み、世界を広げている 

何を学ぶ 
☑学力の３要素を育てる教科カリキュラム 
 基礎的な知識技能 
 問題解決のための思考力判断力表現力 
 学びに向かう力 
 ※大学受験にもしっかり対応 
☑問題解決に挑む探究学習プログラム 
☑大学・社会につながるキャリア教育 

どのように学ぶ 
☑AL型授業（言語活動） 
個‐協働‐個／リフレクション／前に出て発表 
☑探究 
ゼミ活動／発表／論文執筆 
☑キャリア教育 
HR活動／１分間スピーチ／活動日誌／学校行
事／キャリア宣言／プレゼン型面談 

発達段階に

応じた指導   

指導方法 

 ・AL 
 ・探究 
 ・キャリア教育   

桐蔭学園高校 グランドデザイン 
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桐蔭学園高校 スクールポリシー 

➀育成を目指す資質・能力に関する方針 
本校では、「社会に生きる主体として自ら考え判断し行動できる資質・能力の育成」という教育目標に基づき
編成された教育課程において、所定の単位を履修及び習得するとともに、その学修成果として以下に掲げる要
件を満たした生徒に対して校長が卒業を認定します。 
〇他者を承認した上で、多様な人たちと協働できる   
〇学び続け問い続けながら、探究することができる  
〇自己を知り、将来の見通しを持って自らを高めることができる 
〇未知に挑み、出会いを生かして世界を広げることができる 

②教育課程の編成及び実施に関する方針 
〇３年間という限られた期間のなかで、生徒たちが楽しみながら学び合い、一人ひとりが成長を実感できるカ
リキュラムを編成します。 
〇「個‐協働‐個」の学習サイクル、「リフレクション」、「前に出て発表」を取り入れたAL型授業を通して、
学力の３要素（基礎的な知識・技能、問題解決のための思考力・判断力・表現力、学びに向かう力）をバラン
スよく育成します。 
〇教科カリキュラムや授業外プログラムを通して、日常の学習の積み重ねのなかで、基礎学力の定着を図り、
大学受験に対応できる応用力を育成します。 
〇問題解決に挑む探究学習プログラムを通して、学び続け問い続けながら探究できる資質・能力を育成します。 
 〔１年次〕基本的な探究スキルの習得・ゼミ活動 
 〔２年次〕ゼミ活動・発表・論文執筆 
〇日常のHR活動や学校行事、大学・社会につなぐさまざまキャリア教育プログラムを通して、自己を知り、
将来の見通しをもって自らを高めることができる資質・能力を育成します。 

③入学者の受入れに関する方針 
本校では、教育目標に基づき編成された教育課程を通し、「社会に生きる主体として自ら考え判断し行動でき
る資質・能力の育成」を目指しています。そのため、中学校卒業程度の学力とともに、基本的な生活習慣を有
し、特に次に掲げる資質を有する生徒を求めています。 
・課題に真面目に取り組み、知的好奇心をもって掘り下げようとする 
・仲間を思いやり、協力し合おうとする 
・出会いを自らの成長に活かし、進路実現に向けて前に進もうとする 



桐蔭学園高校 3年間の学びと成長（ルーブリック） 

【育てたい資質能力】（学校教育目標）  
社会に生きる主体として自ら考え判断し行動できる資質・能力の育成 
①他者を承認した上で、多様な人たちと協働できる 
②学び続け問い続けながら、探究することができる  
③自己を知り、将来の見通しを持って自らを高めることができる 
④未知に挑み、出会いを生かして世界を広げることができる 

高１ ときめく 高２ ほのめく 高３ きらめく 

目指す姿 
自他に気づき、認める 

 
世界を広げ、挑戦する 

 
社会とつなぎ、未来を見通す 

教科学力 
学習内容を理解している 
（わかっている） 
資料を見ながら説明できる 

 
学習内容を習得している 
（身についている） 
自分の言葉で説明できる 

 
学習内容に習熟している 
（深めている） 
わかりやすく説明できる 

リテラシー 
問題を見出し、課題が設定できる 

 
仮説を立てて検証し、考察できる 

 

根拠に基づき、的確に批評で
きる 

コンピテンシー 
楽しみながら一緒に取り組める 

 

あきらめず声を掛け合って自分
で取り組める 

 

取り組むと決めたことをみんな
でやり抜く 

AL型授業 

探究 キャリア教育 
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桐蔭学園 英語科 グランドデザイン 
2021年度　育成すべき資質・能力のグランドデザイン（高校） 作成： 英語科

【学校教育目標】 【学力の三要素】
社会に生きる主体として自ら考え判断し行動できる資質・能力の育成 ①基礎的な知識・技能
①他者を承認した上で、多様な人たちと協働できる ②思考力・判断力・表現力
②学び続け問い続けながら、探究することができる ③学びに向かう力
③自己を知り、将来の見通しを持って自らを高めることができる
④未知に挑み、出会いを生かして世界を広げることができる

A：何ができるようになるか（育てたい資質能力）　

B：生徒たちの実態 C：目指す生徒たちの姿

D：どのような指導を行うか

E：何を学ぶか（教育課程の編成、学習内容） F：どのように学ぶか（教育課程の実施、学習方法）

G：実施するために何が必要か

桐蔭学園

ひな形としての授業形態の理解=つけたい力と教授法のリンクを意識する
教材ごとのよりよい教授方法の研修
目標と評価が一致する問題・課題作り

・音声についての知識
・語彙についての知識
・表現についての知識
・文法についての知識
・聞いた英文の内容のまとめ方
・読んだ英文の内容のまとめ方
・英文の論理構成、展開を把握する方法
・自分の意見や主張を他者とやりとりする方法
・読んだ英文について、自分の意見や主張をまとめる方法
・目的や場面に応じて、英文を書く方法
・目的や場面に応じて、英文を話す方法
・英文の背景にある文化
・多様な見方・考え方
・適性・好みに応じたテキストを選ぶ方法

○   外国語による聞くこと、読むこと、話すこと（やりとり、発表）、書くことの言語活動及びこれらを結び付けた統合的
な言語活動を通して、情報や考えなどを的確に理解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る
ことができる

○   主体的、自律的に学び続けることができる
○   コミュニケーション活動を通して、他者を承認し協働することができる
〇 異文化を理解し、発信することができる

語彙・表現力が未熟である
単語レベルでの受け答えしかできな
い
見本をまねることはできるが、応用し
て自分のことを表現できない
正確に英文を読みとることができない
正確に英語を聞き取ることができない
英語に対して苦手意識を抱いている

伝えたいことを的確に他者に伝える
（話す・書く）ことができる
英語で書かれたテキストを読んだり聞
いたりして、著者・話し手の主張を正
確に理解できる
問題意識を持ち、自分の意見を発信
するツールとして英語を使用すること
ができる
聞き手、読み手、話し手、書き手に配
慮しながら、主体的、自律的に外国語
を用いてコミュニケーションを図ろうと
することができる

1.教科書を用いて、ラウンド方式により、５技能をバランスよく
身につける
　「理解する」「表現する」「伝えあう」活動を行う
　・授業開始時のスモールトーク
　・リスニングで内容理解や要約をする
　・読解で内容についての問に答える
　・音読を繰り返す
　・本文を日本語から瞬時に英語に直す
　・自分の意見を書き共有し発表する
2.多読指導により、易しい英文を大量に読む
　前から読んで理解する
3.構文・精読教材を用いて、正確に読む力をつける
4.読解教材を用いて、パラグラフの構成・文脈把握の力をつ
ける
5.文法を正確に使いこなす力をつける
6.状況を与えて英文を瞬時に作り、話し書く力をつける
7.和文英訳で正確に書く力をつける
　課題作文でアイデアの出し方、パラグラフ構成を伴った説
得力ある英文を書く力を身につける
8.英語特有の音の変化の特徴を知り聞き取る力をつける
9.語彙を整理する単語集・熟語集を用いて、小テスト定期テ
ストで繰り返し定着を図る

AL活動と課題を有効に利用して、語彙・

文法・構文についての基礎知識を定着さ

せる

題材と言語材料に関連して、外化につな

げる良質な問を設定し、解決するプロセ

スを提示することにより、問題解決の手

法を身につけさせる

問について意見交換の場を設け、様々

な視点を共有できるようにする

安心して発言できるよう場を作る

学校教育目標は全教科のグランドデザインに
記載する形をとっている 

横浜国立大学・高木展郎教授のグランドデザイン
作成用のワークシートをアレンジして使用 
→学習指導要領の枠組みに準拠 
 ①何ができるようになるか 
 ②何を学ぶか 
 ③どのように学ぶか 

「多読指導」がグランドデザインの中に
明記されている 

5技能をバランスよく身につけることを
明記している 

学校教育目標に対応する内容になっている 

「異文化をつなぎ世界に発信できる国際人た
れ」という英語科のキャッチフレーズを具体
化したもの 
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桐蔭学園 英語科 ルーブリック 

2021.03.09 version

LEVEL １ LEVEL ２ LEVEL ３ LEVEL ４ LEVEL ５ LEVEL ６

身近なことを表す易しい
文章の内容をほぼ理解で
きる。５W1Hを意識して
情報を読みとることがで
きる。

日常生活や身近なことを表す
文章や日本文化についての短
い説明文についてどのような
意見なのかをほぼ読みとるこ
とができる。短い文章の内容
を読みとることができる。

異文化理解につながる基礎
的な文章や平易な物語文・
身近なトピックについての
文章を、知っている語句か
ら内容を推察し、読みとる
ことができる。

説明や物語を読んで、情報や考
えなどの概要と要点をとらえる
ことができる。
説明や物語などを聞き手にわか
るように音読することができ
る。

説明、評論、物語、随筆などを速
読して概要をとらえることができ
る。
説明、評論、物語、随筆などを精
読して、要点や詳細をとらえるこ
とができる。
説明、評論、物語、随筆などを音
読したり暗誦したりすることがで
きる。

人文・社会・自然科学に関する文章や、
平易な時事問題に関する文章を、速読し
て、情報や考えとその概要をとらえるこ
とができる。
人文・社会・自然科学に関する文章や、
平易な時事問題に関する文章を、精読し
て、情報や考えの要点と詳細をとらえる
ことができる。

簡単な日常会話(日付・
曜日・電話番号・時間・
年齢、あいさつなど)や
クラスルームイングリッ
シュを聞きとることがで
きる。

ゆっくりと話される会話、天
気予報やアナウンス、日常生
活についてのニュース、ス
ピーチについて、必要な情報
を聞きとることができる。

簡単な指示・説明やゆっく
りとした(80WPM程度の)
ニュース・スピーチを聞
き、その概要・要点を聞き
とることができる。

事実に関する説明や対話などを
聞いて、情報や考えなどの概要
と要点をとらえることができ
る。
リズムやイントネーションなど
の英語の音声的な特徴に注意し
ながら聞くことができる。

会話、ニュース、講義、スピーチ
を聞き、情報や考え方の概要をと
らえることができる。
英語の音声的な特徴や内容の展開
などに注意しながら聞くことがで
きる。

会話、ニュース、講義、スピーチを聞
き、情報や考え方の要点・詳細をとらえ
ることができる。

英語の語順を意識して、
身近な絵や写真を使って
自己紹介や関心のあるこ
とを簡単な文で書くこと
ができる。

過去のこと・未来のことを書
くことができる。身近なでき
ごとについて、関心のあるこ
とや日記を書くことができ
る。将来の夢について書くこ
とができる。

人物や日本文化の簡単な紹
介文を、文章の構成を意識
して、書くことができる。
自分の興味のある分野につ
いて書くことができる。

聞いたり読んだりしたこと、学
んだことや経験したことに基づ
き、情報や考えなどについて、
簡潔に書くことができる。
内容の要点を示す語句や文、つ
ながりを示す語句などに注意し
ながら書くことができる。

聞いたり読んだりしたこと、学ん
だことや経験したことに基づき、
まとまりのある文章を書くことが
できる。
論点や根拠などを明確にしながら
書くことができる。
説明や描写の表現を工夫して、相
手に伝わるように書くことができ
る。

主題を決めてさまざまな種類の文章を書
くことができる。
説明文の内容をまとめることができる。
図表を読み取り要点をまとめて書くこと
ができる。
複数の段落を用いて自分の意見や感想を
書くことができる。

Presentation

自己紹介やshow&tellで身
近なことを話すことがで
きる。

自分の好きなことや日常生活
について話すことができる。

自分の興味のある分野につ
いてその理由を含めて話す
ことができる。

与えられたテーマについて説明
したり、自分の考えを話すこと
ができる。
自分の将来や希望について、具
体的に話すことができる。

与えられた社会的なテーマについ
て説明したり、自分の意見や感想
を相手が理解できるように話すこ
とができる。

与えられた情報や経験、調べたことなど
に基づき、情報や考えをまとめ、発表す
ることができる。

Interaction

簡単な挨拶ができる。相
手を外出に誘ったり、行
き方を提案したりするこ
とができる。あいづちを
うったり、聞き返して会
話を続けたりすることが
できる。

自分の好きなことや日常生活につ
いて会話を続けることができる。
電話で簡単な応対をし、伝言を残
すことができる。あいづちをうっ
たり、聞き返して会話を続けるこ
とができる。

道案内や場所についての説
明をすることができる。身
近な話題について会話を続
けることができる。

聞いたり読んだりしたこと、学
んだことや経験したことに基づ
き、情報や考えなどについて、
話し合ったり意見の交換をした
りすることができる。

聞いたり読んだりしたこと、学ん
だことや経験したことに基づき、
情報や考えなどについて、話し合
うなどして、意見をまとめること
ができる。

発表された内容や相手の言葉を聞いて、
質問したり、自分の意見を述べたりする
ことができる。
多様な考え方ができる話題について、立
場を聞いて相手の意見をまとめ、相手を
説得するために意見を述べ合うことがで
きる。

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

A ２ B1 B2

～YL　１．２ ～YL　２．２ ～YL　４．９多読レベル ～YL　０．８

CEFR A　１

英検級

異文化を繋ぎ世界に発信できる国際人たれ

ＬＥＶＥＬ

Speaking

Reading

Listening

Writing

教科で育てたい力～英語科～

高1 高2 高3 中1 中2 中3 

こういうキャッチ
フレーズは重要 
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学校をあげての英検・多読の取り組み 

英検の取り組み 
・準会場受験実施日を「英検DAY」と名付け、学校行事化 
・高校生は1500名程度が準会場受験（2021年6月は1471名が受験） 
・保護者からは準会場受験の実施を望む声が多い（部活動との両立） 
・かつては教員（英語科以外の教員も含む）が監督業務を担当していたが、現在は外部に監督を依頼 
・本校の入試で英検準2級以上取得者を優遇している 
・大学入学共通テストでの外部試験導入が話題になる前から、この取り組みは行われていた 
・AL導入に合わせて「4技能をバランスよく育てる」という英語科の方針が明確となった 
・成績会議において英検取得状況が報告される 
・大学入学共通テストでの外部試験導入が見送られ、この取り組みを継続するか議論になった 
・生徒たちが学習を進めていく目安、教員が到達状況を確認する目安として活用しやすい 
 

多読の取り組み 
・英語科にてパフォーマンス課題として実施（高校1年次） 
・学年の枠を超えた全校企画「めざせ100万語！ 多読マラソン」 
・図書室との連携→洋書の閲覧・貸し出し、CDデッキの貸し出し 
 
 
 
 

これらの取り組みの効果は？ 
→学校としてのアセスメント 
→大学受験にも対応できる？ 



分析概要 
56期共学高校 有効データ数 752名 
 

【利用データ】 

・56期共学高校入学時取得英検級 

・56期共学高校英検調査（高１次第１回～高２次第３回） 

・56期共学高校1年次多読パフォーマンス課題（高１次1学期～3学期） 

 →データが確保された467名分で分析 

・56期共学高校1年生4月ベネッセ模試結果 

・56期共学高校1年生11月ベネッセ模試結果 

・56期共学高校2年生11月ベネッセ模試結果 

・56期共学高校1年生10月「学習に関するアンケート」 

・56期共学高校2年生3月「学びに関するアンケート」 
 

【分析内容】 

①英検・多読×模試英語 

②英検・多読×模試３科 

③多読課題×英検 

➃英検×二つのライフ 
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英検・多読×模試英語 
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英検2級取得×模試英語（高１次4月・高2次11月） 

S A B C D

度数 24 75 11 1 0 111

調整済み残差 6.6 6.0 -6.4 -3.3 -2.7

度数 13 89 51 3 0 156

調整済み残差 0.8 4.4 -1.3 -3.5 -3.3

度数 12 131 199 60 36 438

調整済み残差 -5.6 -8.2 5.9 5.5 4.8

合計 度数 49 295 261 64 36 705

χ 2 （8）=167.484， p <0.01

S A B C D

度数 27 54 26 2 0 109

調整済み残差 7.5 5.0 -5.2 -3.6 -2.3

度数 9 74 71 3 0 157

調整済み残差 -0.9 5.5 -0.4 -4.5 -2.9

度数 16 79 230 81 27 433

調整済み残差 -4.8 -8.4 4.3 6.6 4.2

合計 度数 52 207 327 86 27 699

χ 2 （8）=173.129， p <0.01

高2で2級取得

2級取得なし

高1模試4月英語GTZ
合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

高2模試11月英語計GTZ
合計

高1で2級取得

高１次4月、高２次11月ともに、模試成績は高１次英検2級取得＞高２次英検2級
取得＞英検2級取得なし。 
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入学時準2級取得×模試英語（高１次4月・高2次11月） 

高１次4月、高２次11月ともに、模試成績は入学時準2級＞入学時3級以下 

S A B C D

度数 35 179 102 7 0 323

調整済み残差 3.7 6.7 -2.8 -5.9 -5.7

度数 14 116 159 57 36 382

調整済み残差 -3.7 -6.7 2.8 5.9 5.7

合計 度数 49 295 261 64 36 705

χ 2 （4）=105.768， p <0.01

S A B C D

度数 32 127 141 18 1 319

調整済み残差 2.4 5.4 -1.3 -4.9 -4.5

度数 20 80 186 68 26 380

調整済み残差 -2.4 -5.4 1.3 4.9 4.5

合計 度数 52 207 327 86 27 699

χ 2 （4）=67.039， p <0.01

入学時3級以下

高1模試4月英語GTZ
合計

入学時準2級

入学時3級以下

高2模試11月英語計GTZ
合計

入学時準2級
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【高1次4月成績グループ別】 英検2級取得×模試英語変化 

成績上位は、高１での2級取得で高１成績維持、高２での２級取得で高２で成績維持。 
成績中位は、高１での２級取得、高２での2級取得で成績上昇。高１での２級取得が効果的。 

SA→SA SA→BCD SA→SA SA→BCD

度数 90 9 99 度数 76 21 97

調整済み残差 4.8 -4.8 調整済み残差 3.8 -3.8

度数 72 29 101 度数 68 34 102

調整済み残差 -0.4 0.4 調整済み残差 1.1 -1.1

度数 84 54 138 度数 67 72 139

調整済み残差 -4.1 4.1 調整済み残差 -4.5 4.5

合計 度数 246 92 338 合計 度数 211 127 338

χ 2 （2）=26.420， p <0.01 χ 2 （2）=23.260， p <0.03

高1次成績上位グループ
高1(4月)→高2(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

高1次成績上位グループ
高1(4月)→高1(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

B→SA B→BCD B→SA B→BCD

度数 8 3 11 度数 5 6 11

調整済み残差 3.6 -3.6 調整済み残差 2.6 -2.6

度数 21 30 51 度数 14 37 51

調整済み残差 2.8 -2.8 調整済み残差 2.3 -2.3

度数 38 159 197 度数 24 172 196

調整済み残差 -4.3 4.3 調整済み残差 -3.4 3.4

合計 度数 67 192 259 合計 度数 43 215 258

χ 2 （2）=23.274， p <0.01 χ 2 （2）=13.593， p <0.01

2級取得なし

高1次成績中位グループ
高1(4月)→高2(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

高１次成績中位グループ
高1(4月)→高1(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

CD→SAB CD→CD CD→SAB CD→CD

度数 1 0 1 度数 0 1 1

調整済み残差 1.7 -1.7 調整済み残差 -0.7 0.7

度数 2 1 3 度数 2 1 3

調整済み残差 1.6 -1.6 調整済み残差 1.3 -1.3

度数 23 71 94 度数 29 65 94

調整済み残差 -2.2 2.2 調整済み残差 -0.8 0.8

合計 度数 26 72 98 合計 度数 31 67 98

66.7% は期待度数が 5 未満 66.7% は期待度数が 5 未満

高１次成績下位グループ
高1(4月)→高1(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

高１次成績下位グループ
高1(4月)→高2(11月)GTZ

合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし
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【高1次4月成績下位グループ】 
英検準2級取得×模試英語変化（高１次4月→高1次11月・高2次11月） 

高1次4月成績下位グループは、英検2級取得と模試成績変化に相関がみられなかっ
たものの、高２までの英検準2級取得と模試成績変化の間には相関がみられ、高２ま
でに英検準2級を取得できると、成績が向上している。 

CD→SAB CD→CD CD→SAB CD→CD

度数 6 4 10 度数 7 3 10

調整済み残差 3.1 -3.1 調整済み残差 3.1 -3.1

度数 13 64 77 度数 18 59 77

調整済み残差 -3.1 3.1 調整済み残差 -3.1 3.1

合計 度数 19 68 87 合計 度数 25 62 87

※高２までに英検2級以上取得除く Fisherの直接法 p <0.01 ※高２までに英検2級以上取得除く Fisherの直接法 p <0.01

高2までに準2級
取得なし※

高1(4月)→高2(11月)GTZ
合計

高2までに準2級
取得※

高1(4月)→高1(11月)GTZ
合計

高2までに準2級
取得※

高2までに準2級
取得なし※
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多読課題×模試英語（高1次4月・高2次11月） 

高１次4月、高２次11月ともに、多読課題が満点だと成績上位（S・A）の傾向。 

S A B C D

度数 42 162 83 14 3 304

調整済み残差 3.2 5.2 -3.7 -3.2 -4.1

度数 30 151 179 50 33 443

調整済み残差 -3.2 -5.2 3.7 3.2 4.1

合計 度数 72 313 262 64 36 747

χ 2 （4）=58.990， p <0.01

多読課題
満点でない

高1模試4月英語GTZ
合計

多読課題
満点

S A B C D

度数 51 117 115 18 2 303

調整済み残差 5.6 4.1 -3.1 -4.0 -3.6

度数 20 107 217 68 25 437

調整済み残差 -5.6 -4.1 3.1 4.0 3.6

合計 度数 71 224 332 86 27 740

χ 2 （4）=72.080， p <0.01

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高2模試11月英語計GTZ
合計
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【高1次4月成績グループ別】 高１多読課題×模試英語変化 

成績上位は、高１多読課題で満点をとっていると、高２まで成績維持傾向。成績中位は、高１で
成績上昇傾向。成績下位は、高１で相関がみられず、高２で成績上昇傾向。 

SA→SA SA→BCD SA→SA SA→BCD

度数 168 34 202 度数 146 54 200

調整済み残差 3.8 -3.8 調整済み残差 3.5 -3.5

度数 117 60 177 度数 99 78 177

調整済み残差 -3.8 3.8 調整済み残差 -3.5 3.5

合計 度数 285 94 379 合計 度数 245 132 377

χ 2 （1）=14.733， p <0.01 χ 2 （1）=12.022， p <0.01

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高１次4月成績上位グループ
高1(4月)→高2(11月)

合計高１次4月成績上位グループ
高1(4月)→高1(11月)

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

B→SA B→BCD B→SA B→BCD

度数 30 53 83 度数 19 64 83

調整済み残差 2.5 -2.5 調整済み残差 1.7 -1.7

度数 38 139 177 度数 25 151 176

調整済み残差 -2.5 2.5 調整済み残差 -1.7 1.7

合計 度数 68 192 260 合計 度数 44 215 259

χ 2 （1）=6.301， p <0.01 χ 2 （1）=3.018，p =0.082(n.s.)

高１次4月成績中位グループ
高1(4月)→高1(11月)

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高１次4月成績中位グループ
高1(4月)→高2(11月)

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

CD→SAB CD→CD CD→SAB CD→CD

度数 7 10 17 度数 9 8 17

調整済み残差 1.5 -1.5 調整済み残差 2.1 -2.1

度数 19 62 81 度数 22 59 81

調整済み残差 -1.5 1.5 調整済み残差 -2.1 2.1

合計 度数 26 72 98 合計 度数 31 67 98

Fisher直接法， p= 0.143(n.s.) χ 2 （1）=4.318， p <0.05

高１次4月成績下位グループ
高1(4月)→高1(11月)

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高１次4月成績下位グループ
高1(4月)→高2(11月)

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない
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多読課題×英検（入学時準2級・高2までに準2級・2級取得） 

入学時の準2級取得は、多読課題の満点に寄与している。また、多読課題満点は、
高2までに準2級を取得することと関連しており、さらには、高1での2級取得、高2で
の2級取得とも関連がみられる。 

高1で
2級取得※

高2で
2級取得

2級取得
なし

合計

度数 70 78 133 281

調整済み残差 5.5 2.9 -6.6

度数 41 79 308 428

調整済み残差 -5.5 -2.9 6.6

合計 度数 111 157 441 709

※入学時2級以上は除く χ 2 （2）=48.640， p <0.01

【２級取得】

多読課題
満点

多読課題
満点でない

入学時準2級※ 入学時3級以下 合計

度数 164 117 281

調整済み残差 5.5 -5.5

度数 160 268 428

調整済み残差 -5.5 5.5

合計 度数 324 385 709

※入学時2級以上は除く χ 2 （1）=30.088， p <0.01

【入学時準２級】

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高2までに
準2級取得

高2までに
準2級取得なし

合計

度数 44 27 71

調整済み残差 4.2 -4.2

度数 76 149 225

調整済み残差 -4.2 4.2

合計 度数 120 176 296

※高2までに2級以上取得は除く χ 2 （1）=17.797， p <0.01

多読課題
満点

多読課題
満点でない

【高２までに準２級】
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英検・多読×模試英語 分析結果まとめ 
• 中学段階で英検準2級を取得しておくことは、高1模試4月のみならず、高2模試11月でSランク、Aランク
に入る可能性を高める。 

• 高1で英検2級を取得することは、高1模試11月のみならず、高2模試11月でSランク、Aランクに入る可能
性を高める。 

• 高2での英検2級取得は、高1模試4月でのAランクに入っていると可能性が高まる。また、高2で英検2級が
取得できれば、高2模試11月でAランクに入る可能性が高まる。 

• 高1模試4月成績上位者は、高1で英検2級を取得できると、高1模試11月、高2模試11月でS・Aランクを維
持できるが、高2での英検2級取得となると、高1模試11月でB・C・Dランクに一度転落し、高2模試11月
で改めてS・Aランクに戻る可能性が高い。2級取得なしは、B・C・Dランクに転落する可能性が高まる。 

• 高1模試4月成績中位者は、高1で英検2級を取得すると、高1模試11月もしくは高2模試11月でS・Aランク
に上昇する可能性が高まる。高2で英検2級を取得する場合も同じだが、高1で英検2級を取得する方が可能
性は高まる。 

• 高1模試4月成績下位者は、高2までに英検準2級を取得すると、高1模試11月、高2模試11月ともにランク
上昇の可能性が高まる。 

• 高1の多読課題満点は、高1模試4月、高2模試11月ともに、S・Aランクに入る可能性を高める。 
• 高1模試4月成績上位者は、高1多読課題が満点であれば、高1模試11月、高２模試11月でＳ・Ａランクを
維持でき可能性が高い。成績中位者は、高1多読課題満点で高1模試11月でのランク上昇の可能性が高まる
ものの、高2模試11月では関連性がみられなかった（高２での多読継続がポイントになっている可能性が
ある）。成績下位者は、高1多読課題満点と高1模試11月の結果に関連はみられなかったが、高2模試11月
でのランク上昇に寄与しており、効果があらわれるまでに時間がかかっている可能性がある。 

• 入学時の準2級取得は、高1多読課題の満点に寄与している。また、高1多読課題満点は、高2までに準2級
を取得することとも関連しており、さらには、高1での2級取得、高2での2級取得とも関連がみられる。な
お、高2での2級取得よりも高1での2級取得の方が関連性が強い。 

 

⇒成績上中位には、高校入学前に英検準2級を取得し、高1で英検2級を取得するよう促すことが、高1での成
績上昇のみならず、高2での成績上昇にもつながる。成績下位には英検準2級の取得を促したい。 
⇒多読は、英検準2級、英検2級取得（特に高１での取得）に効果が見られ、高1・高2での成績上昇にも寄与
する。高1での英検2級取得が成績向上に効果的であること、成績下位者には多読の効果があらわれるのに時
間がかかることを念頭において、かぎり早く多読の取り組みを始めるとよいだろう。 
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桐蔭学園 英語科 ルーブリック 

2021.03.09 version

LEVEL １ LEVEL ２ LEVEL ３ LEVEL ４ LEVEL ５ LEVEL ６

身近なことを表す易しい
文章の内容をほぼ理解で
きる。５W1Hを意識して
情報を読みとることがで
きる。

日常生活や身近なことを表す
文章や日本文化についての短
い説明文についてどのような
意見なのかをほぼ読みとるこ
とができる。短い文章の内容
を読みとることができる。

異文化理解につながる基礎
的な文章や平易な物語文・
身近なトピックについての
文章を、知っている語句か
ら内容を推察し、読みとる
ことができる。

説明や物語を読んで、情報や考
えなどの概要と要点をとらえる
ことができる。
説明や物語などを聞き手にわか
るように音読することができ
る。

説明、評論、物語、随筆などを速
読して概要をとらえることができ
る。
説明、評論、物語、随筆などを精
読して、要点や詳細をとらえるこ
とができる。
説明、評論、物語、随筆などを音
読したり暗誦したりすることがで
きる。

人文・社会・自然科学に関する文章や、
平易な時事問題に関する文章を、速読し
て、情報や考えとその概要をとらえるこ
とができる。
人文・社会・自然科学に関する文章や、
平易な時事問題に関する文章を、精読し
て、情報や考えの要点と詳細をとらえる
ことができる。

簡単な日常会話(日付・
曜日・電話番号・時間・
年齢、あいさつなど)や
クラスルームイングリッ
シュを聞きとることがで
きる。

ゆっくりと話される会話、天
気予報やアナウンス、日常生
活についてのニュース、ス
ピーチについて、必要な情報
を聞きとることができる。

簡単な指示・説明やゆっく
りとした(80WPM程度の)
ニュース・スピーチを聞
き、その概要・要点を聞き
とることができる。

事実に関する説明や対話などを
聞いて、情報や考えなどの概要
と要点をとらえることができ
る。
リズムやイントネーションなど
の英語の音声的な特徴に注意し
ながら聞くことができる。

会話、ニュース、講義、スピーチ
を聞き、情報や考え方の概要をと
らえることができる。
英語の音声的な特徴や内容の展開
などに注意しながら聞くことがで
きる。

会話、ニュース、講義、スピーチを聞
き、情報や考え方の要点・詳細をとらえ
ることができる。

英語の語順を意識して、
身近な絵や写真を使って
自己紹介や関心のあるこ
とを簡単な文で書くこと
ができる。

過去のこと・未来のことを書
くことができる。身近なでき
ごとについて、関心のあるこ
とや日記を書くことができ
る。将来の夢について書くこ
とができる。

人物や日本文化の簡単な紹
介文を、文章の構成を意識
して、書くことができる。
自分の興味のある分野につ
いて書くことができる。

聞いたり読んだりしたこと、学
んだことや経験したことに基づ
き、情報や考えなどについて、
簡潔に書くことができる。
内容の要点を示す語句や文、つ
ながりを示す語句などに注意し
ながら書くことができる。

聞いたり読んだりしたこと、学ん
だことや経験したことに基づき、
まとまりのある文章を書くことが
できる。
論点や根拠などを明確にしながら
書くことができる。
説明や描写の表現を工夫して、相
手に伝わるように書くことができ
る。

主題を決めてさまざまな種類の文章を書
くことができる。
説明文の内容をまとめることができる。
図表を読み取り要点をまとめて書くこと
ができる。
複数の段落を用いて自分の意見や感想を
書くことができる。

Presentation

自己紹介やshow&tellで身
近なことを話すことがで
きる。

自分の好きなことや日常生活
について話すことができる。

自分の興味のある分野につ
いてその理由を含めて話す
ことができる。

与えられたテーマについて説明
したり、自分の考えを話すこと
ができる。
自分の将来や希望について、具
体的に話すことができる。

与えられた社会的なテーマについ
て説明したり、自分の意見や感想
を相手が理解できるように話すこ
とができる。

与えられた情報や経験、調べたことなど
に基づき、情報や考えをまとめ、発表す
ることができる。

Interaction

簡単な挨拶ができる。相
手を外出に誘ったり、行
き方を提案したりするこ
とができる。あいづちを
うったり、聞き返して会
話を続けたりすることが
できる。

自分の好きなことや日常生活につ
いて会話を続けることができる。
電話で簡単な応対をし、伝言を残
すことができる。あいづちをうっ
たり、聞き返して会話を続けるこ
とができる。

道案内や場所についての説
明をすることができる。身
近な話題について会話を続
けることができる。

聞いたり読んだりしたこと、学
んだことや経験したことに基づ
き、情報や考えなどについて、
話し合ったり意見の交換をした
りすることができる。

聞いたり読んだりしたこと、学ん
だことや経験したことに基づき、
情報や考えなどについて、話し合
うなどして、意見をまとめること
ができる。

発表された内容や相手の言葉を聞いて、
質問したり、自分の意見を述べたりする
ことができる。
多様な考え方ができる話題について、立
場を聞いて相手の意見をまとめ、相手を
説得するために意見を述べ合うことがで
きる。

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

A ２ B1 B2

～YL　１．２ ～YL　２．２ ～YL　４．９多読レベル ～YL　０．８

CEFR A　１

英検級

異文化を繋ぎ世界に発信できる国際人たれ

ＬＥＶＥＬ

Speaking

Reading

Listening

Writing

教科で育てたい力～英語科～

高1 高2 高3 中1 中2 中3 

こういうキャッチ
フレーズは重要 



英検・多読×模試３科目 
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英検2級取得・入学時準2級取得×模試3科（高１次4月・高2次11月） 

高1・高2での英検2級取得、入学時準2級取得、いずれについても高1模試4月・高2模試11月の３科
目成績と相関がみられた。特に、高1での英検2級取得は高2で３科成績上位の可能性を高める。 

S A B C D

度数 44 60 7 0 0 111

残差 8.5 2.9 -6.6 -2.4 -3.0

度数 26 86 43 1 0 156

残差 1.1 3.9 -1.8 -2.5 -3.7

度数 29 147 187 29 46 438

残差 -7.3 -5.5 6.5 4.0 5.5

合計 度数 99 293 237 30 46 705

χ 2 （8）=167.935， p <0.01

S A B C D

度数 20 57 31 1 0 109

残差 5.5 6.8 -5.0 -4.5 -1.8

度数 9 47 94 5 0 155

残差 -0.4 1.3 3.0 -4.7 -2.2

度数 12 62 193 88 15 370

残差 -3.9 -6.4 1.2 7.5 3.3

合計 度数 41 166 318 94 15 634

χ 2 （8）=144.760， p <0.01

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

英検2級取得 と 高1模試4月英数国GTZ

英検2級取得 と 高2模試11月国数英GTZ

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし

高2模試11月国数英GTZ
合計

高1模試4月国数英GTZ
合計

S A B C D

度数 63 157 98 5 0 323

残差 3.8 3.5 -1.7 -3.3 -6.5

度数 36 136 139 25 46 382

残差 -3.8 -3.5 1.7 3.3 6.5

合計 度数 99 293 237 30 46 705

χ 2 （4）=70.854， p <0.01

S A B C D

度数 22 94 167 27 6 316

残差 0.5 2.0 1.4 -4.4 -0.8

度数 19 72 151 67 9 318

残差 -0.5 -2.0 -1.4 4.4 0.8

合計 度数 41 166 318 94 15 634

χ 2 （4）=21.555， p <0.01

入学時準2級

入学時3級以下

高1模試4月国数英GTZ
合計

入学時準2級

入学時3級以下

入学時準2級 と 高1模試4月国数英GTZ

入学時準2級 と 高2模試11月国数英GTZ

高2模試11月国数英GTZ
合計
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B→SA B→BCD B→SA B→BCD

度数 9 41 50 度数 6 43 49

残差 2.4 -2.4 残差 1.8 -1.8

度数 13 172 185 度数 9 166 175

残差 -2.4 2.4 残差 -1.8 1.8

合計 度数 22 213 235 合計 度数 15 209 224

※入学時の取得済みも含む Fisherの直接法 p <0.05 ※入学時の取得済みも含む Fisherの直接法 p =0.103（n.s.)

※成績下位者で高１から高２に模試の成績が上昇した者がいなかった。

CD→SAB CD→CD

度数 2 2 4

残差 1.8 -1.8

度数 4 25 29

残差 -1.8 1.8

合計 度数 6 27 33

※2級取得以上除く Fisherの直接法 p =0.142（n.s.)

高2までに英検2級取得と高1模試4月→高2模試11月国

成績中位グループ

高2までに英検2級取得と 高1模試4月→高1模試11月

高2までに英検準2級取得と 高1模試4月→高1模試11

成績下位グループ
国数英：高1模試4月→高1模試11月

合計

高2までに準2
級取得

高2までに準2
級取得なし

2級取得なし

成績中位グループ
国数英：高1模試4月→高2模試11月

合計

高2までに2級
取得

高2までに2級
取得※

2級取得なし

国数英：高1模試4月→高1模試11月
合計

【高1次4月成績グループ別】 英検取得×模試３科変化 

成績上位グループは、高１での英検２級取得
が成績維持に寄与している。 

成績中位グループは、高２までに英検２級を取
得することが高１での成績向上に寄与している。 

SA→SA SA→BCD SA→SA SA→BCD

度数 89 15 104 度数 75 27 102

残差 5.1 -5.1 残差 5.6 -5.6

度数 68 42 110 度数 51 58 109

残差 -0.9 0.9 残差 -0.8 0.8

度数 95 76 171 度数 62 104 166

残差 -3.7 3.7 残差 -4.3 4.3

合計 度数 252 133 385 合計 度数 188 189 377

χ 2 （2）=26.677， p <0.01 χ 2 （2）=33.662， p <0.01

英検2級取得 と 高1模試4月→高2模試11月国数英

成績上位グループ

英検2級取得 と 高1模試4月→高1模試11月国数英

成績上位グループ

2級取得なし

国数英：高1模試4月→高2模試11月
合計

高1で2級取得

高2で2級取得

国数英：高1模試4月→高1模試11月
合計

高1で2級取得

高2で2級取得

2級取得なし
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多読課題×模試３科（高1次4月・高2次11月） 

高１次4月、高２次11月ともに、多読課題が満点だと3科成績上位（S・A）の傾向。 

S A B C D

度数 76 142 73 8 5 304

残差 6.1 2.3 -4.2 -1.6 -4.3

度数 38 170 172 22 41 443

残差 -6.1 -2.3 4.2 1.6 4.3

合計 度数 114 312 245 30 46 747

χ 2 （4）=66.322， p <0.01

S A B C D

度数 34 108 119 32 4 297

残差 3.9 4.6 -4.2 -2.2 -1.4

度数 14 77 212 63 11 377

残差 -3.9 -4.6 4.2 2.2 1.4

合計 度数 48 185 331 95 15 674

χ 2 （4）=44.167， p <0.01

高1多読（満点） と 高1模試4月国数英GTZ

高1多読（満点） と 高2模試11月国数英GTZ

高2模試11月国数英GTZ
合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

高1模試4月国数英GTZ
合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

24 



SA→SA SA→BCD SA→SA SA→BCD

度数 164 51 215 度数 132 79 211

残差 4.4 -4.4 残差 4.7 -4.7

度数 114 90 204 度数 78 120 198

残差 -4.4 4.4 残差 -4.7 4.7

合計 度数 278 141 419 合計 度数 210 199 409

χ 2 （4）=66.322， p <0.01 χ 2 （4）=19.505， p <0.01 χ 2 （4）=21.942， p <0.01

B→SA B→BCD B→SA B→BCD

度数 13 60 73 度数 6 64 70

残差 2.5 -2.5 残差 0.3 -0.3

度数 12 158 170 度数 12 149 161

残差 -2.5 2.5 残差 -0.3 0.3

合計 度数 25 218 243 合計 度数 18 213 231

χ 2 （4）=44.167， p <0.01 χ 2 （4）=6.394， p <0.05 χ 2 （4）=6.394， p =0.771（n.s.）

成績下位グループは、高1模試4月→高1模試11月の成績上昇がいなかった

CD→SAB CD→CD

度数 1 6 7

残差 1.0 -1.0

度数 0 6 6

残差 -1.0 1.0

合計 度数 1 12 13

Fisherの直接法 p =1.000（n.s.)

高1多読（満点） と 高1模試4月→高2模試11月国数英

高1多読（満点） と 高1模試4月→高2模試11月国数英

高1多読（満点） と 高1模試4月→高1模試11月国数英 高1多読（満点） と 高1模試4月→高2模試11月国数英

高1多読（満点） と 高1模試4月→高1模試11月国数英

成績下位グループ
国数英：高1模試4月→高2模試11月

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

多読課題
満点でない

成績中位グループ
国数英：高1模試4月→高2模試11月

合計

多読課題
満点

国数英：高1模試4月→高1模試11月
合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

成績上位グループ
国数英：高1模試4月→高2模試11月

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

成績中位グループ

成績上位グループ
国数英：高1模試4月→高1模試11月

合計

多読課題
満点

多読課題
満点でない

【高1次4月成績グループ別】 高１多読課題×模試３科変化 

成績上位グループは、多読課題満点が高１・
高２の成績維持に寄与している。 

成績中位グループは、多読課題満点が高１で
の成績向上に寄与している。しかし、高２の成
績向上とは相関がみられなかった。 
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英検分析報告 
（二つのライフとの関連） 
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【二つのライフ】 
あなたは、自分の将来についての見通し（将来こういう風でありたい）を持っています
か。その見通しの実現にあたって、今自分が何をすべきなのかわかっていますか。また、
それを実行していますか。 
 ➀見通しを持っており、何をすべきか理解し、実行している 
 ②見通しを持っており、何をすべきか理解しているが、実行していない 
 ③見通しを持っており、何をすべきか理解できていない 
 ➃見通しを持っていない 

 



実行あり 実行なし

度数 30 75 105

調整済み残差 2.0 -2.0

度数 101 406 507

調整済み残差 -2.0 2.0

度数 131 481 612

※アスリートクラスは除く χ 2 （1）=3.869， p <0.05

無し→有り 無し→無し

度数 18 5 23

調整済み残差 2.0 -2.0

度数 77 60 137

調整済み残差 -2.0 2.0

度数 95 65 160

※アスリートクラスは除く χ 2 （1）=3.972， p <0.05

合計

将来見通し（高1→高2）

英検2級取得
（高1）

高1で2級取得

高1で2級取得なし（入
学前に取得済み除く）

英検2級取得（高1） ×二つのライフ（高1→高2 将来見通し無しからの変化）

合計

合計

高1英検2級取得×高１二つのライフ（実行）
実行（高1）

合計

英検2級取得
（高1）

高1で2級取得

高1で2級取得なし（入
学前に取得済み除く）

高１での英検2級取得は、高１での「将来の見通しをもって実行」にプラスの影響を与えている。また、
高１での英検2級取得は、高１では持てなかった将来の見通しが高2になって持てるようになること
との間にプラスの相関がみられる。 27 



見通し有り 見通し無し

度数 211 94 305

調整済み残差 -2.4 2.4

度数 239 68 307

調整済み残差 2.4 -2.4

度数 450 162 612

※アスリートクラスは除く χ 2 （1）=5.909， p <0.05

理解あり 理解なし

度数 159 146 305

調整済み残差 -2.3 2.3

度数 188 119 307

調整済み残差 2.3 -2.3

度数 347 265 612

※アスリートクラスは除く χ 2 （1）=5.168， p <0.05

合計

取り組み理解（高1）

入学時準2級

入学時準2級

入学時3級以下

入学時準2級 ×高１二つのライフ（取り組み理解）

合計

合計

将来見通し（高1）

入学時準2級

入学時準2級

入学時3級以下

入学時準2級×高1二つのライフ（将来見通し）

合計

高校入学時に準２級を取得することは、高１における二つのライフ（将来の見通し、取り組み理解の
両方で）にマイナスに働いている。準2級取得の目的が「高校受験のため」という限定されたものに
なっていた可能性が考えられる。 28 



アセスメント結果のまとめ 
〇英検・多読の取り組みは、英語模試の成績と相関が見られ、成績向上に寄与している 
〇英検・多読の取り組みは、模試3科の成績と相関が見られ、成績向上に寄与している 
〇英検・多読の取り組みは、二つのライフと相関が見られ、将来の見通しが持てるようになることに寄与して
いる。 
 

スクール・ポリシーを起点としたカリキュラム・マネジメントの重要性 
 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申） 
各高等学校においては，スクール・ポリシーを起点としたカリキュラム・マネジメントを適切に行い，教育課
程や個々の授業，入学者選抜の在り方等について組織的かつ計画的に実施するとともに，PDCA サイクルを通
じて不断の改善を図る必要がある。また，授業改善のための組織的な体制整備や設置者による指導助言・支援
も必要となる。 
 
〇学校をあげた取り組みとして、総合的にアセスメントしていく 
 ・生徒情報を紐づけしてデータをつなぐ 
 ・どのような指標でアセスメントしていくか  
  →模試（英数国総合）＝進学校として不可欠な指標 
  →二つのライフ 
 

〇先生方へのフィードバック 
 ・先生方にわかりやすいシンプルな分析 
 ・教科統括主任との面談 
  →会議ではなく、個別の形で話をするのが大事 
 ・アセスメント結果を教員へ一斉配信 
  →できるだけ早く分析結果を伝える 
 ・カリキュラムマネジメント通信（週1回メール配信）での話題化 
  →ここでじっくり解説する 29 

まとめ 

↑カリキュラムマネジメント通信 


