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Unit 6: ベッキーのおばあちゃん 
新出言語材料：  

Part 1  Nancy lives in America. 

Part 2  Does she speak Japanese?  Yes, she does. / No, she doesn’t. 

Part 3  She does not know the rules. 

 

 

 

第１章  実践事例 

 
―中学校 外国語 第１学年― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一時 
写真について 

説明しよう 

          

 

 

第二時 
友達を 

紹介しよう 

第三時 友達について 

質問しよう 

第四時 

第五時 
友達の紹介を聞いて 

質問してみよう 

第六時 
スピーチ原稿を 

書こう 

第七時 
スピーチの 

練習をしよう 

 

 

第八時 
スピーチを 

発表しよう 

 

 

アウトプット：友達の自己紹介を聞きその

人について紹介 

インテイク：音読活動 

インプット：三人称単数現在の動詞の用法

や教科書本文についての理解 

Ｑ
＆
Ａ
活
動 

アウトプット  

インプット  

インテイク  

〔教科書を中心にした内容理解〕 

〔スピーチ「My Favorite Person」練習〕 

〔スピーチ「My Favorite Person」発表〕 

単元指導計画  
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１ 単元名 

  第１学年 「Unit 6  ベッキーのおばあちゃん」（東京書籍） 

 

２ 単元の目標 

（１）スピーチ活動において、間違いを恐れずに話す。 

（２）人について紹介する内容を、写真や絵を使って表現する。 

（３）まとまりのある英語を聞いて、スピーチの内容を理解する。 

（４）主語が三人称単数で現在時制における一般動詞の用法を理解する。 

 

本単元の指導に当たっての考え方を、次のようにまとめる。 

留学生ベッキーの祖母ナンシーが話題の中心となる。写真を使った紹介のスピーチ、ブラウン先

生との問答、ナンシーについてのより詳細な紹介へと続く。本単元では、身近な人について写真や

絵を使って紹介するスピーチ発表を行うことを、まとめの活動として設定する。 

   

３ 単元の評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

①スピーチ活動におい

て、間違いを恐れずに話

す。 

 

①写真や絵を使って、人

物について紹介し、また

その内容について質疑

応答する。 

 

①まとまりのある英語

を聞いて、スピーチの内

容を理解する。  

①主語が三人称単数で

現在時制における一般

動詞の用法を理解する。 

 

 

４ 主な言語活動と滋賀県モデル「CAN-DO リスト」との関連 

滋賀県モデル 「CAN-DO リスト」 言語活動 

本人に向かって、ゆっくりとはっきりと話されれば、身近な話題に関する短

い話を理解することができる。（滋賀 CAN-DO / L / G2） 

スピーチ活動 

基本的な語や表現を用いて、日常生活に必要な簡単な情報や話題について尋

ねたり、答えたりすることができる。（滋賀 CAN-DO / S / G2） 

身近な暮らしにかかわる事柄を表す簡単な文や対話文を、それに関する絵や

写真を参考にしながら読んで理解することができる。（滋賀 CAN-DO / R / 

G2） 

基本的な文の決まりに従って、自分のことや身近な暮らしにかかわる事柄に

ついて、２～４文程度の短い文で書くことができる。（滋賀 CAN-DO / W / 

G2） 

 

５ 指導と評価の計画（全８時間） 

  以下の表における各観点の名称については、記述の便宜上、 

  「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」→「関・意・態」 

  「外国語表現の能力」→「表現」 

  「外国語理解の能力」→「理解」 

  「言語や文化についての知識・理解」→「知・理」 

  で示すこととする。 
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時間 ○ねらい・学習活動 単元の評価規準 評価方法 

１～

２ 

○本単元で身に付ける技能や理解する内容を知る。 

・ 本単元で身に付ける技能や理解する内容を知る。 

  

○「～さんは、・・・です。」と人について紹介すること

ができる。 

・ 教科書本文を通して、３単現の動詞を使った肯定文

を理解する。 

・ ３単現の動詞を使った肯定文を使い、写真を見て人

について紹介する練習を行う。 

・ ペアで自己紹介を行い、グループでその内容につい

て報告し合う。また報告の様子は iPad で録画し、

その内容を振り返る。 

 

 

 

知・理① 

 

表現① 

 

表現① 

 

 

後日筆記テスト 

 

活動の観察 

 

活動の観察 

３ ○「～さんは、・・・ですか？」と人について尋ねるこ

とができる。 

・ 教科書本文を通して、３単現の動詞を使った疑問文

を理解する。 

・ ３単現の動詞を使った疑問文が使えるように練習

する。 

・ ３単現の動詞を使った疑問文を用いてペアで応答

練習する。 

 

 

 

知・理① 

 

 

 

表現① 

 

 

後日筆記テスト 

 

 

 

活動の観察 

４ ○「～さんは、・・・ではありません」と人について紹

介することができる。 

・ ３単現の動詞を用いた否定文の特徴を理解する。 

・ 教科書本文を通して、３単現の動詞を使った否定文

を理解する。 

・ ３単現の動詞を使った否定文を使えるように練習

する。 

 

 

知・理① 

知・理① 

 

表現① 

 

 

後日筆記テスト 

後日筆記テスト 

 

活動の観察 

 

５ ○人について紹介したり、その内容について質問したり

することができる。 

・ ３単現の動詞を使った否定文について復習する。 

・ ３単現の動詞を使った応答練習を行う。 

・ ペアで自己紹介を行い、グループでその内容につい

て報告し合い、質疑応答する。また報告の様子は

iPad で録画し、その内容を振り返る。 

 

 

 

知・理① 

 

 

表現① 

 

 

後日筆記テスト 

 

 

活動の観察 

６ ○相手に伝わるようにスピーチ原稿（My Favorite 

Person）を書くことができる。 

・ 例を提示し、グループで読み取り、内容に関わる質

問に答える。 

・ 事前に作成したスピーチ作成メモを使って、グルー

プで原稿を作成する。 

・ グループで原稿の内容をチェックする。 

 

 

 

関・意・態① 

 

表現① 

 

 

 

 

 

活動の観察 

 

ワークシート 

 

 

７ ○相手に伝わるようにスピーチ（My Favorite Person）を

することができる。 

・ ３単現の動詞を使った応答練習を行う。 

・ スピーチモデル映像を見た後、添削された原稿を使

って、ペアでスピーチの練習をする。絵や写真を使

 

 

 

関・意・態① 

表現① 

 

 

 

活動の観察 

活動の観察 
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って、スピーチを行うよう促す。パートナーを替え

て何度も練習を行う。 

・ ４人一組でスピーチを行う。録画役、観客役（２人）、

発表者で役割分担をし、観客役の生徒は、スピーチ

発表後に発表者に対して質問をし、発表者は質問に

答える。 

・ 映像を視聴し、パフォーマンスについてグループで

振り返る。 

 

 

 

関・意・態① 

表現① 

理解① 

 

 

 

 

活動の観察 

活動の観察 

後日筆記テスト 

８ ○My Favorite Person という題材で、前時に選ばれた生

徒がスピーチをする。 

・ 生徒のスピーチモデルを提示し、評価の観点を確認

する。 

・ 質問する練習を行う。 

・ 全体でスピーチ発表を行う。聞き手は話し手を評価

する。また話された内容について質問する場面を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

表現① 

理解① 

 

 

 

 

 

活動の観察 

後日筆記テスト 

（注） 

・ 「○」は各時間のねらいを、「・」は具体の学習活動を表している。１時間目に○が二つあるのは、

単元全体に関わる部分と本時に関わる部分を分けて示しているためである。 

・ 各時に示されている評価方法は、全てをその時間内に評価することを意味しているわけではなく、「後

日筆記テスト」など授業後に別の機会を設けて行う（定期テストで測ることも含めて）場合もある。 
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第１学年                     単元→ Unit 6 

関心・意欲・態度 

聞くこと 
言語活動への取組 ○ 

コミュニケーションの継続 ○ 

話すこと 
言語活動への取組 ○ 

コミュニケーションの継続 ○ 

読むこと 
言語活動への取組 ○ 

コミュニケーションの継続 ○ 

書くこと 
言語活動への取組 ○ 

コミュニケーションの継続 ○ 

表現の能力 

話すこと 
正確な発話  

適切な発話 ◎ 

読むこと 
正確な音読  

適切な音読  

書くこと 
正確な筆記 ◎ 

適切な筆記 ◎ 

理解の能力 

聞くこと 
正確な聞き取り  

適切な聞き取り ◎ 

読むこと 
正確な読み取り ◎ 

適切な読み取り ◎ 

知識・理解 
言語についての知識 ＳＷ 

文化についての理解  

（注） 

・ 各単元において評価の対象とするものに○や◎を付している。◎は、重点的に指導することを示す。 

・ Ｌは「聞くこと」、Ｓは「話すこと」、Ｒは「読むこと」、Ｗは「書くこと」を、それぞれ指している。 
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６ 学習指導案 

 

（１）第一時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

Part 1 (p. 50-51) 

 

言語材料：３人称単数現在形（肯定文） 

到達目標：「○さんは、～です。」と人について絵や写真を参考にしながら、簡単な紹介をすることがで

きる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

ペアワークにおいて、

間違うことを恐れず話

している。 

語句や表現などの知識

を活用して話すことが

できる。 

教科書の本文を聞き、

読まれた内容を正しく

聞き取ることができ

る。 

３人称単数現在形の動

詞を使った肯定文の特

徴を理解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. Q&A Time (Stage 1) 

 “Do you…? Are you…?”を

使ってペアでやり取りをす

る。 

2．Q&A Time(Stage 1) 

T:「Let’s start Q&A Time. 

今日の目標は、Yes, I do. 

/ Yes, I amと正しい形で

答えることです。Okay, 

let’s begin.  （1 分後役

割交替） 

T:「いくつ言えたかな。」   

＊Q&A Time ではまず「質問

の形に正しい文の形で答え

られること」を目標とする。

時間制限を設け、またいくつ

応答できたか全体で確認す

る。 

[関・意・態] 

1. 単元の目標を確認する。 

「CAN-DO Check List」

を見ながら単元の目標

を知る。 

2. 本日の目標を確認する。 

 

1. 【単元目標提示】 

T:「Now let’s check the 

goals for this unit. （日

本語で目標を確認） You 

will make a speech 

about your favorite 

person.  誰について話

すか考えておいて下さ

い。」 

2. T: 「Today’s goal is 『○

さんは・・・です』と簡

単な自己紹介ができる

ようになることです。」 

 

＊「CAN-DO Check List」に

ついては、単元の学習後に提

出するよう伝える。 
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展開 

(35m) 

 

1.  

(a) 授業者の話す英語を聞

き、新出文法事項につい

て知る。 

(b) モデル文を教師の後に

ついて練習する。 

(c) 教科書 p.50 の基本練習

の例文を暗記して言う練

習をする。 

 

 

 

 

1.  【基本文導入】 

(a) T:「My favorite food is 

pizza.  How about you, 

S1?  What do you 

like?」 

S1: 「I like sushi.」 

T:「Oh, S1 likes sushi.  

How about you, S2?」 

S2: 「I like yakiniku.」 

T:「Okay, S2 likes 

yakiniku .」 

T:「Now let’s repeat after 

me.」「I like sushi.  S1 

likes sushi.  S2 likes 

yakiniku.（この後３単元

の動詞について説明す

る）」 

(b) T: 「Let’s repeat after 

me.  “I live in America.  

Nancy lives in 

America.”」 

(c)T:「Look at the picture.  

リズムに気を付けて言っ

てみよう。」 

＊三単現の文章をいくつか

板書し、(e)s がつく場合とつ

かない場合の違いに気が付

くよう、生徒とのやり取りを

交えながら文法導入を行う。 

 

＊動詞の(e)s 形もいくつか紹

介し、発音の違いにも触れ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 

2.  

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) それぞれの意味を確認す

る。 

(c) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

2. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.  “grandmother,” 

“grandfather”….」 

(b) T:「意味を確認しよう。

What is grandmother in 

Japanese, S1?」 

(c) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」 

「では、日本語を見せるので、

英語で言ってみよう」 

＊生徒が誤りやすい発音

(work, foreign など)は繰り返

し注意を促す。 

 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞き

手にチェックさせる。 

 

 

 

[関・意・態] 

3.  

教科書を閉じ、教科書内容に

ついて概要を理解する。 

3. 【本文内容の導入】 

T:「Now close your book and 

listen to the CD.  ナンシー

について分かることすべて

をメモしてみよう。Are you 

ready?  Now please listen.」 

（CD1 回目） 

T:「Tell me some keywords 

about Nancy.」 

S1:「アメリカに住んでいる」 

S2:「65 歳」 

S3:「大学の先生」 

＊生徒から出てきた表現は

必ず教師が英語に変えて発

話しておく。また必要があれ

ば繰り返させる。 

 

＊メモした情報はまずペア

でシェアした後、全体で確認

する。 

 

 

 

[理解] 
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（CD2 回目） 

S1:「有名なジャーナリスト」 

S2:「外国語が話せる」 

T:「Very good.  She is a 

famous journalist and she 

speaks many foreign 

languages.」 

4. 

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

(c) 絵を見ながら話す練習を

する。 

4. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

(c) T:「Look at the pictures.  

What’s her name, S1?」 

S1: 「Nancy」 

T:「Good.  How old is she, 

S2?」 

S2:「She is sixty-five years 

old」（絵を使いながら情報

を引き出す） 

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊生徒の様子を観察し、誤っ

て読んでいる語については

全体でシェアし、練習する。 

 

 

 

 

[知・理] 

5.  

(a) 教科書 p.51 のナンシー

の写真を見て彼女につい

て分かることや想像でき

ることをペアで言い合う。

その後全体で確認する。 

(b)iPad に保存されている絵

を使い、グループ（4 人）

で紹介し合う。 

5. 【写真を見て説明】 

(a) T:「では写真を見て、分か

ることをできるだけたく

さん言ってみよう。想像で

きることも言ってみよう」

（ペア活動後） 

T:「Good. Now let’s talk 

about Nancy’s life.  

Picture number 1.」 

Ss:「She likes Japanese 

food.」 

T:「他には？」 

S:「She is happy.」 

T:「Okay, how about picture 

2?」 

(b)T:「iPad に保存されてい

る写真を開けてみよう。一

人ずつ好きなフォルダを

開け、写真について、でき

るだけたくさん言ってみ

よう。まず、先生が見本を

見せます。」 

 

＊写真からわかることをで

きるだけたくさん出すこと

を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

1. T:「今日の目標は、写真を

見て、『○さんは～です』

という紹介をすることで

した。では今日の学習に

ついて振り返ってみまし

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙
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 ょう。（Reflection Sheet

を読み上げながらチェッ

クさせる）チェックでき

た人は、今日の感想を詳

しく書いて下さい。」 

 

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（２）第二時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

Part 1 (p. 50-51) 

 

 

言語材料：３人称単数現在形（肯定文） 

到達目標：友達の自己紹介を聞き、「○さんは～です。」と、その人について、メモを参考に紹介できる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

相づちをうったり、メ

モを取ったりするな

ど、相手の話に関心を

持って聞いている。 

聞き手を意識して簡単

な自己紹介や他己紹介

をすることができる。 

自己紹介を聞いて、キ

ーワードを理解するこ

とができる。 

３人称単数現在形の動

詞を使った肯定文の特

徴を理解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1. 英語であいさつする。 

 曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. Q&A Time (Stage 2) 

“Do you…? Are you…?”

を使ってペアでやり取

りをする。 

2. Q&A Time(Stage 1) 

T:「Let’s start Q&A 

Time. 今日は、Yes, I do. 

/ Yes, I am と正しい形で

答え、もう一文加えてみ

よう。Okay, let’s begin.  

（1 分後役割交替） 

T:「いくつ言えたかな。」   

＊Q&A Time ではまず「A: 

Do you like baseball?  B: 

Yes, I do.  I like baseball.」

と１文加え答えることを目

標とする。時間制限を設け、

また何回応答できたか全体

で確認する。 

[関・意・態] 

3.  前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標を

確認する。 

   

 

 

 

 

3.  【Reflection Sheet 返却・

本日の目標確認】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメント

を紹介します。○さん

が・・・というコメントを

残してくれました。I liked 

her comments because 

she made positive 

comments.  That was 

very good.  Thank you, 

Ms.….」 

T: 「Today’s goal is…友達の

自己紹介を聞き、『○さん

は～です。』と、その人に

ついて紹介できるように

なることです。」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 
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展開 

(35m) 

1. 

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

 

 

 

1. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.  “grandmother,” 

“grandfather”….」 

(b) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」「では、日本語を見

せるので、英語で言ってみ

よう」 

 

＊よく誤りのある発音(work, 

foreign など)は繰り返し注意

を促す。 

 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞い

ている方にチェックさせる。 

 

 

2. 

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

 

2. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

 

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤って読んでいる語につ

いては全体でシェアし、練習

する。 

 

3. 

テキストp.51の”Listen”の問

題に取り組み、ペアでチェッ

クをした後、全体で答え合わ

せをする。 

3. 【テキスト p.51 Listen】  

T:「Listen to the CD 

carefully.  正しいものを

選ぼう。Tom will talk 

about his grandfather.」

(CD1 回目) 

T: 「ペアで答えをチェックし

てみよう。」 

T:「Okay, Listen one more 

time.」(CD2 回目) 

T: 「Now, let’s check the 

answers.  He lives in 

….., S1?」 

S: 「Canada.」 

T: 「Great.  He lives in 

Canada.  Repeat after 

me.」 

＊ペアチェックをした後に、

もう一度 CD を聞かせる。 

＊全体での確認では、単語を

答えるのではなく、できるだ

け文で答えたり、また教師の

後について文を繰り返した

りする。 

4． 

宿題のワークブックの答え

合わせを行う。 

 

 

 

 

 

4.【Workbook 答え合わせ】 

一旦ペアで、できていない

ところを話し合わせた後、

全体で答えを確認する。ま

た英語で答える問題は、解

答者が答えた後、全員が解

答者の後について繰り返

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[知・理] 
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5.  

(a) ペアで自己紹介を行い、

お互いの情報をメモする。 

(b) 4 人のグループを作り、一

人ずつ、メモを基にレポー

ティングする。また、活動

は録画しておく。 

(c) 活動を振り返った後、4

人の中で一番よいパフォ

ーマンスをした生徒の映

像を全体で視聴する。 

5. 【Reporting 活動】 

(a) T:「Let’s play janken 

with your partner.  勝っ

た人は自己紹介をします。

1 分間でできるだけ自分

のことについてたくさん

言ってください。聞いてい

る人は、大事なことだけメ

モを取りましょう。このあ

と 4 人になってメモした

内容を交換します。」 

(b) T:「Let’s make a group of 

four and play janken.  

勝った人からメモを基に

その人についてできるだ

けたくさん話してくださ

い。iPad で録画をしてお

こう。」 

(c) T:「一番良い発表をした人

を一人選んでください。」

（映像を電子黒板に投影） 

 「なぜ、彼（彼女）の発表

がよかったのかな？」 

 「自分の発表を見て、どう

だったかな？」 

 

＊(a)(b)ともに、1 分間の制限

時間を設ける。あまりメモで

きなかった生徒は、想像でき

ることを述べるよう促す。 

＊自己紹介はできるだけ相

手に伝わりやすくするため

に、はっきりと、大きな声で

伝えるよう促す。また聞いて

いる方も、Good listener にな

るために相づちを打ったり

しながら積極的に聞くよう

促す。 

＊グループごとに、ベストス

ピーカーを選んだ後、何が良

かったのかを全体で共有す

る。 

 

 

＊教師が一方的に説明せず

に、自分の姿を映像で確認し

て考えたことを出し合う。 

 

 

[関・意・態][表現] 

[理解] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「今日の目標は、友達の

自己紹介を聞き、「○さん

は～です。」と、その人に

ついて紹介できる、とい

うことでした。では今日

の学習について振り返っ

てみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

書いて下さい。」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（３）第三時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

Part 2 (p. 52-53) 

 

言語材料：３人称単数現在形（疑問文） 

到達目標：「○さんは、～ですか？」と学んだ表現を使って、人について尋ねることができる。  

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

知っている語や表現を

うまく利用して、相手

と話を続けている。 

尋ねられたことに対し

て適切に応答すること

ができる。 

教科書の本文を聞き、

読まれた内容を正しく

聞き取ることができ

る。 

３人称単数現在形の動

詞を使った疑問文や答

え方について理解して

いる。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. Q&A Time (Stage 2＋) 

“Do you…? Are you…?”

を使ってペアでやり取

りをする。 

2. Q&A Time(Stage 2+) 

T:「Let’s start Q&A 

Time. 今日は、A: Do 

you like music?  B: 

Yes, I do.  I like pop 

music.もう一文加えて

みよう。Okay, let’s 

begin.  （1 分後役割交

替） 

T:「いくつ言えたかな。」   

＊Q&A Time ではまず「A: 

Do you like baseball?  B: 

Yes, I do.  I like Matsui」と

１文加え答えることを目標

とする。時間制限を設け、ま

た何回応答できたか全体で

確認する。 

 

 

[関・意・態] 

3.  前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標

を確認する。 

 

 

 

 

 

3. 【Reflection Sheet 返却・

本日の目標確認】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメントを

紹介します。○さんが・・・

というコメントを残してく

れました。I liked her/his 

comments because…  

That was very good.  

Thank you, Ms….」 

T: 「Today’s goal is…『○さ

んは、～ですか？』と人に

ついて尋ねることができる

ことです。」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、いくつか生徒のコメン

トを紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 
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展開 

(35m) 

1.  

(a) 授業者の話す英語を聞

き、新出文法事項につい

て知る。 

(b) モデル文を教師の後に

ついて練習する。 

(c) 教科書 p.52 の基本練習

の例文を暗記して言う練

習をする。 

1.  【基本文導入】 

(a) T:「Do you like sushi?」 

S1: 「Yes, I do.」 

T:「Do you play soccer 

every day, S2?」 

S2: 「No, I don’t.」 

T:「Okay, Does Mr. Tanaka 

play soccer every day?」 

S3: 「Yes.」 

T: 「Yes, he does.  He 

plays soccer every day 

because he is a soccer 

coach.」 

T:「Now let’s repeat after 

me.」「Does Mr. Tanaka 

play soccer every day? 

Yes, he does.  No, he 

doesn’t（この後３単元の

動詞を使った疑問文につ

いて説明する）」 

(b) T: 「Let’s repeat after 

me.  “She speaks 

Japanese.  Does she 

speak Japanese—Yes, 

she does. / No, she 

doesn’t”」 

(c)T:「Look at the picture.  

リズムに気を付けて言っ

てみよう。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 

2.  

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) それぞれの意味を確認す

る。 

(c) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

2. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.」 

(b) T:「意味を確認しよう。

What is ～ in Japanese, 

S1?」 

(c) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」 

「では、日本語を見せるので、

英語で言ってみよう」 

 

 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞い

ている方にチェックさせる。 

 

 

 

[関・意・態] 

3.  

教科書を閉じ、教科書の内容

について概要を理解する。 

3. 【本文内容の導入】 

T:「Now close your book and 

listen to the CD.  ナンシー

について分かることすべて

をメモしてみよう。Are you 

ready?  Now please listen.」 

（CD1 回目） 

T:「Tell me some keywords 

about Nancy.」 

S1:「家に秋田犬がいる」 

＊生徒から出てきた表現は

必ず教師が英語に変えて発

話しておく。また必要があれ

ば繰り返させる。 

 

＊メモした情報はまずペア

でシェアした後、全体で確認

する。 
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S2:「サンフランシスコの近

くに住んでいる」 

（CD2 回目） 

S1:「日本語が話せる」 

T:「Very good.  She can 

speak Japanese and she has 

a dog at home.  Her house 

is near San Francisco.」 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

4. 

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

 

4. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

 

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤って読んでいる語につ

いては全体でシェアし、練習

する。 

 

 

5． 

(a) 友達を思い浮かべてペア

で質問し合う。 

 

 

 

【Guessing Game】  

(a) T:「Let’s ask questions to 

your friend.   Play 

janken. 勝った人は、頭

に友達を思い浮かべてみ

よう。負けた人は、Does 

she/he・・・？で質問して、

その人が誰か当ててみよ

う。」 

＊活動に入る前に、何人かの

生徒に質問させ、教師が例示

しておく。 

 

 

 

 

 

[表現] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「今日の目標は、「○さ

んは、～ですか？」と人

について尋ねることがで

きる、ということでした。

では今日の学習について

振り返ってみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

書いて下さい。」 

  T:「Your homework is…

（ワークブックについて

課題を出しておく）」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（４）第四時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

Part 2-3 (p. 52-55) 

 

言語材料：３人称単数現在形（疑問文・否定文） 

到達目標：学んだ表現を使って、「～さんは、・・・ではありません。」と人について紹介することができ

る。また、英語のリズムを意識して学んだ内容を読むことができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

様々な工夫をして、読

み続けようとしてい

る。 

リズムや強勢などを意

識して正しく発音して

いる。 

教科書の本文を聞き、

読まれた内容を正しく

聞き取ることができ

る。 

３人称単数現在形の動

詞を使った疑問文や否

定文について理解して

いる。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. Q&A Time (Stage 3) 

Do you…? Are you…?”

を使ってペアでやり取

りをする。 

2. Q&A Time(Stage 3) 

T:「Let’s start Q&A 

Time. 今日は、A:.Do 

you like sushi?  B: Yes, 

I do.  I like sushi.  A: 

Oh you do?  I don’ t 

like sushi. 相手の意見

をいったん受けてみよ

う。Okay, let’s begin.  

（1 分後役割交替） 

T:「いくつ言えたかな。」   

＊ Q&A Time で は ま ず

「A:.Do you like sushi?  B: 

Yes, I do.  I like sushi.  A: 

Oh you do?  I don’t like 

sushi. 」と相手の意見をい

ったん受けた上で答えるこ

とを目標とする。時間制限を

設け、また何回応答できたか

全体で確認する。 

 

3. 前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標を

確認する。 

 

 

 

 

 

3. 【Reflection Sheet 返却・

本日の目標提示】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメント

を紹介します。○さん

が・・・というコメントを

残してくれました。I liked 

her/his comments 

because…  That was 

very good.  Thank you, 

Ms….」 

T: 「Today’s goal is…『～さ

んは・・・ではありません』

と人について紹介できる

ようになることです。」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 
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展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

 

 

 

1. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.」 

(b) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」 

 

 

 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞い

ている方にチェックさせる。 

2. 

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

(c) 登場人物になりきって英

語のリズムに気を付けな

がら音読する。 

 

2. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

(c) T:「では、３人組になって

みよう。Ms. Brown と

Becky の役割をペアで演

じてみよう。1 人は iPad

で２人のパフォーマンス

を録画してください。」 

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊強調する語に下線を引い

たり、また、できるだけ相手

を見ながら会話するよう促

す。 

 

 [関・意・態][表現] 

3. 

テキストp.53の”Listen”の問

題に取り組み、ペアでチェッ

クをした後、全体で答え合わ

せをする。 

3. 【テキスト p.51 Listen】  

T:「Listen to the CD 

carefully.  正しいものを

選ぼう。Listen to the talk 

about Ken.」(CD1 回目) 

T: 「ペアで答えをチェックし

てみよう。」 

T:「Okay, Listen one more 

time.」(CD2 回目) 

T: 「Now, let’s check the 

answers.  じゃんけんをし

て、勝った人が英語で聞き

ます。」 

S1:「Does she speak 

English?」 

S2:「Yes, she does.」 

 

＊ペアチェックをした後に、

もう一度 CD を聞かせる。 

＊答えだけを見せ合うので

はなく、英語で解答を確認す

るよう促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

4． 

宿題のワークブックの答え

合わせを行う。 

 

 

 

 

 

4.【Workbook 答え合わせ】 

一旦ペアで、できていない

ところを話し合わせた後、

全体で答えを確認する。ま

た英語で答える問題は、解

答者が答えた後、全員が解

答者の後について繰り返

す。 

 

 

 

 

 

 

 

[知・理] 

5.  

(a) 授業者の話す英語を聞

き、新出文法事項につい

1.  【基本文導入】 

(a) T:「What does 

Doraemon like?」 
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て知る。 

(b) モデル文を教師の後に

ついて練習する。 

(c) 教科書 p.54 の基本練習

の例文を暗記して言う

練習をする。 

S1: 「He likes dorayaki.」 

T:「Yes, very good.  He 

likes dorayaki.  But he 

doesn’t like…what?」 

S2: 「cats.」 

T:「Good. He doesn’t like 

cats.」 

（この後３単元の動詞を使

った否定文について説明

する）」 

(b) T: 「Let’s repeat after 

me.  “She knows the 

rules.  She doesn’t 

know the rules.”」 

(c)T:「Look at the picture.  

リズムに気を付けて言っ

てみよう。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 

6.  

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) それぞれの意味を確認す

る。 

(c) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

6. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.」 

(b) T:「意味を確認しよう。

What is ～ in Japanese, 

S1?」 

(c) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」 

「では、日本語を黒板で見

せるので、英語で言ってみ

よう」 

 

 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞い

ている方にチェックさせる。 

 

 

 

 

7.  

教科書を閉じ、教科書内容に

ついて概要を理解する。 

7. 【本文内容の導入】 

T:「Now close your book and 

listen to the CD.  ナンシ

ーについて分かることす

べてをメモしてみよう。

Are you ready?  Now 

please listen.」 

（CD1 回目） 

T:「Tell me some keywords 

about Nancy.」 

S1:「野球を見に行く」 

S2:「ポップコーンが好き」 

（CD2 回目） 

S1:「地元のチームを応援し

ている」 

T:「Very good.  What do you 

say “地元のチーム in 

English?」 

＊生徒から出てきた表現は

必ず教師が英語に変えて発

話しておく。また必要があれ

ば繰り返させる。 

 

＊メモした情報はまずペア

でシェアした後、全体で確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

8.  

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

8. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 
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(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

 

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

 

 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤って読んでいる語につ

いては全体でシェアし、練習

する。 

[関・意・態][表現] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「今日の目標は、「○さ

んは、～ですか？」と人

について尋ねることがで

きる、ということでした。

では今日の学習について

振り返ってみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

書いて下さい。」 

  T:「Your homework is…

（ワークブックについて

課題を出しておく）」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（５）第五時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

Part 3 (p. 54-55) 

 

言語材料：３人称単数現在形（否定文） 

到達目標：友達の自己紹介を聞き、メモをもとにその人について紹介したり、その内容について学んだ

表現を使って質問したりすることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら、

積極的にメモを取って

相手の話を聞いたり、

質問したりしている。 

聞き手を意識して簡単

な自己紹介や他己紹介

をし、その内容につい

て応答することができ

る。 

自己紹介を聞いて、キ

ーワードを聞き取るこ

とができる。 

３人称単数現在形の動

詞を使った疑問文や否

定文について理解して

いる。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. Q&A Time (Stage 4) 

“Do you…? Are you…?”

を使ってペアでやり取

りをする。 

2. Q&A Time(Stage 4) 

T:「Let’s start Q&A 

Time. 今日は、A:.Do 

you like music?  B: 

Yes, I do.  I like pop 

music.  A: Oh you do?  

How many CDs do you 

have? 相手の意見をい

ったん受けて、その後質

問してみよう。Okay, 

let’s begin.  （1 分後役

割交替） 

T:「いくつ言えたかな。」   

＊ Q&A Time で は ま ず

「A:.Do you like music?  B: 

Yes, I do.  I like pop music.  

A: Oh you do?  How many 

CDs do you have?」と相手の

意見をいったん受け、さらに

質問することを目標とする。

時間制限を設け、また何回応

答できたか全体で確認する。 

 

3. 前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標

を確認する。 

 

 

3. 【Reflection Sheet 返

却・本日の目標提示】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメント

を紹介します。○さん

が・・・というコメント

を残してくれました。I 

liked her/his comments 

because…  That was 

very good.  Thank you, 

Ms….」 

T: 「Today’s goal is…『～

さんは・・・ではありま

せん』と人について紹介

できるようになることで

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 
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す。」 

展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) 教師の後について単語を

発音する。 

(b) ペアで練習した後、Flash 

Card を使った練習をす

る。 

 

1. 【新出単語復習】 

(a) T:「Now let’s repeat after 

me.」 

(b) T:「ペアで交互に練習しよ

う。英語を言う人は前の人

を見つめながら言ってみ

よう。」 

 

 

 

＊ペアでの練習は 1ペア 1分

で行い、いくつ言えたか聞い

ている方にチェックさせる。 

2. 

(a) 教師の後について、本文

を読む。 

(b) ペア（グループ）音読を

行う。 

 

2. 【本文音読】 

(a) T:「Let’s read the 

textbook together.  

Repeat after me.」 

(b) T:「ペアで練習してみよ

う。」 

 

＊リズムに合わせて、手をた

たきながら読むなどの工夫

をする。 

＊ペアやグループ音読は生

徒が飽きないよう、Read and 

Look-up や 4 人での Speed 

reading など様々なものを組

み合わせて行う。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤って読んでいる語につ

いては全体でシェアし、練習

させる。 

 

3. 

テキストp.55の”Listen”の問

題に取り組み、ペアでチェッ

クをした後、全体で答え合わ

せをする。 

3. 【テキスト p.51 Listen】  

T:「Listen to the CD 

carefully.  正しいものを

選ぼう。What does Tom 

like? 」(CD1 回目) 

T: 「ペアで答えをチェック

してみよう。」 

T:「Okay, Listen one more 

time.」(CD2 回目) 

T: 「Now, let’s check the 

answers.  じゃんけんを

して、勝った人が英語

で”Your Turn”の例になら

って、言ってみましょ

う。」 

 

＊ペアチェックをした後に、

もう一度 CD を聞かせる。 

＊答えだけを見せ合うので

はなく、英語で解答を確認す

るよう促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

4． 

宿題のワークブックの答え

合わせを行う。 

 

 

 

 

 

4.【Workbook 答え合わせ】 

一旦ペアで、できていない

ところを話し合わせた後、

全体で答えを確認する。ま

た英語で答える問題は、解

答者が答えた後、全員が解

答者の後について繰り返

す。 

 

 

 

 

 

 

 

[知・理] 

5.  

ワークシートを使いながら、

Doesを扱ったQ&Aを全体で

練習し、その後ペアで練習す

る。 

5.【Q&A Time Does～？】 

T:「Let’s repeat after me.」 

（リズムに気をつけながら

読むよう指示する） 

T:「ではできるだけ日本語を

＊英語らしい発音に気をつ

けて繰り返すよう促す。また

この活動の後、Does を使っ

た質問を行うことを予告し

ておく。 
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見て言えるようにペアで練

習してみよう。」 

 

 

 [知・理] 

6.  

(a) ペアで自己紹介を行い、

お互いの情報をメモする。 

(b) 4 人のグループを作り、一

人ずつ、メモを基にレポー

ティングする。また、活動

は録画しておく。 

(c) 活動を振り返った後、代

表者が前で友達について

発表する。 

6. 【Reporting 活動】 

(a) T:「Let’s play janken 

with your partner.  勝っ

た人は自己紹介をします。

1 分間でできるだけ自分

のことについてたくさん

言ってください。聞いてい

る人は、大事なことだけメ

モを取りましょう。このあ

と 4 人になって、メモした

内容を交換します。」 

(b) T:「Let’s make a group of 

four and play janken.  

勝った人からメモを基に

その人についてできるだ

けたくさん話してくださ

い。iPad で録画をしてお

こう。聞いている人は 2

つ質問してみよう。」 

(c) T:「では、何人かの人に発

表してもらいましょう。」 

 T:「誰についての紹介か、

考えながら聞いてみよ

う。」 

 （発表後） 

  T:「Any questions?」 

＊(a)(b)ともに、1 分間の制限

時間を設ける。あまりメモで

きなかった生徒は、想像でき

ることを述べるよう促す。 

 

＊自己紹介はできるだけ相

手に伝わりやすくするため

に、はっきりと、大きな声で

伝えるよう促す。また聞いて

いる方も、Good listener にな

るために相づちを打ったり

しながら積極的に聞くよう

促す。 

＊振り返りのポイント 

①声の大きさ・明瞭さ 

②発話量 

③話し方（ジェスチャーな

ど） 

 

＊生徒が振り返りを行う際

には、自分のパフォーマンス

を見て気付いた点をグルー

プで出し合うよう促す。 

 

 

[関・意・態][表現] 

[理解] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「今日の目標は、人につ

いて紹介したり、その内

容について質問したりす

ることができる、という

ことでした。では今日の

学習について振り返って

みましょう。（Reflection 

Sheet を読み上げながら

チェックさせる）チェッ

クできた人は、今日の感

想を詳しく書いて下さ

い。」 

  【スピーチの宿題を指示】 

My Favorite Person という

テーマでスピーチの発表を

するので、誰について話すか

決め、その人物について調べ

てくるよう伝える。 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 

 

 

 

＊写真や絵などを使うので、

必ず持参するよう伝える。 
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（６）第六時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

 

言語材料：３人称単数現在形（肯定文・疑問文・否定文） 

到達目標：「好きな人」について、学んだ表現を使って７文程度の短い文でスピーチ原稿を書くことがで

きる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

読み手が理解しやすく

なるように書いたり、

書き直したりしてい

る。 

内容的にまとまりのあ

るスピーチ原稿を書く

ことができる。 

スピーチ原稿を読み、

大切な部分を読み取る

ことができる。 

３人称単数現在形の動

詞の働きについて理解

している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(15m) 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. 前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標

を確認する。 

 

 

2. 【Reflection Sheet 返

却・本日の目標提示】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメント

を紹介します。○さん

が・・・というコメントを

残してくれました。I liked 

her/his comments 

because…  That was 

very good.  Thank you, 

Ms….」 

T: 「Today’s goal is…相手に

伝わるようにスピーチ原

稿を書くことができるよ

うになることです。」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 

 

 

3. 本文を通して音読する。 

（全体→ペア） 

3. 【本文音読（復習）】 

  T:「Let’s read the story 

together.  Repeat after 

me.（音読後）Good.  

Now let’s read the 

story with your 

partner. （音読後）Let’s 

try “Read and 

Look-up.” 

＊ペアリーディングの際に

は、教師は生徒の読みを聞き

ながら、発音の誤りやリズム

を確認し、つまずいていると

ころを全体で共有し、練習す

る。 

4. ワークシートを使いなが

ら、Does を扱った Q&A

を全体で練習し、その後ペ

アで練習する。 

4.【Q&A Time Does～？】 

T:「Let’s repeat after me.」 

（リズムに気をつけながら

読むよう指示する） 

T:「できるだけ日本語を見て

＊英語らしい発音に気をつ

けて繰り返すよう促す。また

この活動の後、Does を使っ

た質問を行うことを予告し

ておく。 
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言えるようにペアで練習

してみよう。」 

 

 

 [知・理] 

展開 

(30m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) モデルスピーチを読み、

グループで要点を読み取

る。 

(b) 全体で答えを確認する。 

(c) モデルスピーチを全体

で、音読する。 

【モデルスピーチを読む】 

(a) T:「Let’s read the story 

in a group.  You have 5 

minutes.  協力して答

えを見つけてみよう。」 

(b) T:「Now let’s check the 

answers.  Where does 

he live?  What does 

she like? Does she like 

shopping?」 

(c) T:「Let’s read the speech 

together. Repeat after 

me.」 

＊モデルスピーチの定型表

現（Good morning, everyone.  

I’ll talk about…, Look at… 

などはリズムに気をつけて

発話できるように何度も生

徒の発音を確認しながら音

読する。 

 

 

 

[理解] 

2.  

メモを使って７文以上の原

稿を書く。 

【原稿作成】 

T:「スピーチ原稿を書く前に、

どんなことについて書きた

いか、日本語でいくつか出し

てみよう。」 

S1:「住んでいる場所や、その

人の趣味とか・・・」 

T: 「Okay.  He/she lives 

in…, He/she likes…（板

書しながら） Anything 

else?」 

S2:「ニックネームとか、年齢

とか」 

T:「That’s a good idea.  

His/her nickname is…  

He/she is…. years old. 

（板書しながら）Okay!  

Let’s write the speech in 

a group.  辞書を使って

もいいけれど、みんなが聞

いて分かるような単語を

使おう。」 

＊原稿作成の前に全体でブ

レインストーミングを行い、

いくつかの表現を板書して

おく。 

＊グループで協力しながら

取り組むよう促す。 

＊辞書を積極的に活用する

ことを促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

3． 

グループで回し読みをし、相

互評価表に記入する。 

【原稿グループチェック】 

T:「グループのメンバーに読

んでもらって、さらに分かり

やすい原稿を書こう。」 

＊聞き手であるクラスメー

トが理解でき、また、新しい

情報が含まれているよう確

認するよう伝える。 

 

[知・理] 

4． 

友達からのフィードバック

を受けて、書き直す。 

 

 

【原稿書き直し】 

T:「友達からのアドバイスを

活かして、書き直してみよ

う。」 

 

 

 

 

[関・意・態] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

1. T:「今日の目標は、相手に

伝わるようにスピーチ原

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ
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て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

稿を書くことができる、

ということでした。では

今日の学習について振り

返ってみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

書いて下さい。」 

   

る。 

 

 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 

 

＊スピーチ原稿を提出する

よう告げる。 
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（７）第七時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

 

言語材料：３人称単数現在形（肯定文・疑問文・否定文） 

到達目標：「好きな人」について、発表の仕方を工夫しながらスピーチをすることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

聞き手が理解できるよ

う工夫して話してい

る。 

適切な声量や明瞭さで

スピーチをすることが

できる。 

 

友達のスピーチを正し

く聞き取ることができ

る。 

３人称単数現在形の動

詞の働きについて理解

している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(15m) 

1. 英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. 前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標

を確認する。 

 

 

2. 【Reflection Sheet 返

却・本日の目標提示】 

T:「では、前時の Reflection 

Sheet のベストコメント

を紹介します。○さん

が・・・というコメントを

残してくれました。I liked 

her/his comments 

because…  That was 

very good.  Thank you, 

Ms….」 

T: 「Today’s goal is…発表の

仕方を工夫しながらスピ

ーチをすることができる

ようになることです。」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 

 

 

3. “Let’s ask questions.”の

ワークシートを使いな

がら、質問する練習を行

う。 

【スピーチのための質問練

習】 

T:「Repeat after me.  では

ペアで練習してみよう。答

えるときは２文以上で答

えよう。」 

T: 「このリストから３つ選

んで覚えておこう。この後

のスピーチでこれらの表

現を使ってみよう。」 

 



   

- 28 - 

 

展開 

(30m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. （チェックを受けた原稿を

受け取る。） 

(a) 個人で音読練習を行う。 

(b) 教室の前を向いて立っ

て、一斉に練習する。 

 

【音読練習】 

1. (a) T:「では、スピーチの

音読練習をしてみよう。

まずは、何度も声に出し

て原稿を覚えよう。You 

have 3 minutes!」 

(b) T:「Now, stand up 

everyone and look at 

me.  今度は原稿を見な

いで、先生を見ながら言

ってみよう。アイコンタ

クトは大事ですよ。」

「Next, let’s speak in a 

big voice. 」 

＊暗記した後の一斉音読練

習では、起立した状態で前を

向いて行わせる。その際に

は、以下のことに気をつける

よう促す。 

①アイコンタクト 

②声量 

③話し方の工夫（伝えたい言

葉はゆっくりと、等） 

④英語らしい発音 

 

 

 

[関・意・態] 

2. 教員によるデモを見た後、

グループ内で発表し、質疑応

答する。 

〈役割分担〉 

①Speaker 

②iPad Recorder 

③Prompter 

④Audience(Interviewer) 

【グループ内発表】 

2. T: 「Let’s make a group of 

four.  スピーカー、録画

役、質問役（１人）を決め

よう。質問役の一人は、話

す人の原稿を持って、必要

なら助けてあげよう。質問

役の人は、質問を考えなが

ら聞いてみよう。」 

＊発表前に教員による例示

を見せて、到達すべき目標を

確認する。特に質問に対して

は、できるだけ２文で答える

よう促す。 

 

＊発表者は絵や写真を見せ

ながら発表するよう指示す

る。 

 

[表現] 

3. 録画したものを振り返る。

またグループ内での「おすす

め speaker」を決める。 

【録画振り返り】 

3. T:「Let’s watch the video 

together. 内容や話し方、暗

記できているかを確認しよ

う。また友達のスピーチのい

いところを見つけよう。」 

（感想を確認しながら、よい

スピーチには何が必要かを

全体でシェアする。） 

T:「Now let’s choose the お

すすめ speaker in your 

group.」 

（グループ毎に代表者を決

める） 

＊お互いによい点を指摘さ

せ、「相手に伝わるようなス

ピーチをするにはどんな工

夫をすればよいか」を考えさ

せる。 

 

 

＊代表者を選ぶ際には、「ぜ

ひみんなに聞いてほしいス

ピーチ」という観点で考える

よう伝える。 

 

 

 

 

[理解] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

 

2.  英語であいさつする。 

 

 

 

1. T:「今日の目標は、発表の

仕方を工夫しながらスピ

ーチをすることができ

る、ということでした。

では今日の学習について

振り返ってみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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書いて下さい。」 

T:「Please write your speech 

again. That is your 

homework.」 

   

 

＊スピーチの書き直し（清

書）をする宿題を出す。 

 

＊次時の発表者の写真等を

教師用 iPadに保存しておく。 
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（８）第八時 

New Horizon English Course 1 

Unit 6 ベッキーのおばあちゃん 

 

言語材料：３人称単数現在形（肯定文・疑問文・否定文） 

到達目標：「好きな人」について、発表の仕方を工夫しながらスピーチをすることができる。また、その

内容について学んだ表現を使って質疑応答できる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

聞き手が理解できるよ

う工夫して話してい

る。 

①適切な声量や明瞭さ

でスピーチをすること

ができる。 

②スピーチを聞いて、

その内容について質疑

応答をすることができ

る。 

友達のスピーチを正し

く聞き取ることができ

る。 

３人称単数現在形の動

詞の働きについて理解

している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1．英語であいさつする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2.  

(a) 前時の Reflection Sheet

を受け取り、本日の目標を

確認する。 

(b) 前時に録画した発表映像

を全体で確認し、本時の目

標を設定する。 

 

【Reflection Sheet 返却・本

日の目標確認】 

2. (a)T:「では、前時の

Reflection Sheet のベス

トコメントを紹介します。

○さんが・・・というコメ

ントを残してくれました。

I liked her/his comments 

because…  That was 

very good.  Thank you, 

Ms….」 

T: 「Today’s goal is…発表

の仕方を工夫したスピー

チをし、またその内容につ

いて質疑応答できるよう

になることです。」 

(b) T:「Let’s watch your 

friend’s performance.  

良いところはどんなとこ

ろかペアで話して考えよ

う。S1, 一つよいところを

言ってみよう。…Now, 

let’s set today’s goal. 」 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいつ

つか紹介し、それに対してで

きるだけ具体的に英語でコ

メントする。 

 

＊モデル映像を確認し、よい

スピーチとはどんなスピー

チかを考えるよう促す。 

 

 

 3.“Let’s ask questions.”のワ

ークシートを使いながら、質

問をする練習を行う。 

【スピーチのための質問練

習】 

T:「Repeat after me.  では

ペアで練習してみよう。答
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えるときは２文以上で答

えよう。」 

T: 「このリストから３つ選

んで覚えておこう。この後

のスピーチでこれらの表

現を使ってみよう。」 

展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. グループで選ばれた代表

者（９名）がスピーチを発表

する。 

 

 

【スピーチ発表（全体）】 

1. T:「Now, let’s start the 

speech contest.   

 

発表する人は大きな声で、み

んなに聞こえるように発表

しよう。聞いている人は、発

表している人の顔を見て、質

問できるようにキーワード

はメモしよう。」 

 

2. T:「Now let’s look at the 

first picture. （最初の写真を

電子黒板で見せる） Who is 

this?  Is he someone’s 

father?  では Speaker、

please come up to the 

stage.」 

 

（発表後） 

 

T:「Great job.  Do you have 

any questions?  Talk to 

your group members for 

1 minute.  （1 分後）Now, 

please raise your 

hand.  」 

S1「Does he like baseball?」 

S2「Yes, he does.  He likes 

Ichiro.」 

（生徒同士の質疑応答） 

 

T：「Good job, S2.  Your 

speech was very 

interesting.  You had very 

good eye-contact.」 

＊聞き手には、相互評価表を

配布し、 

①内容 

②話し方 

③暗記 

の 3 点で評価させる。また聞

き手としての態度（相手の目

を見て、相づちを打つなど）

についても意識するよう促

す。 

 

 

＊教師は原稿を預かり、

Prompter の役をする。 

 

 

 

＊発表者の絵や写真は、あら

かじめ iPadに保存しておく。 

 

 

 

 

 

 

＊４人グループで質問を考

える時間を約 1 分与える。日

本語で質問した場合は、教師

が英語に直し、再度英語で質

問するよう促す。質問した

い、という意欲的な態度を評

価する。 

 

 

＊ 質 問 者 は ”Let’s ask 

questions”のワークシートを

できるだけ見ないで質問す

るよう促す。また話し手は２

文以上で答えるよう促す。 

 

＊必ず最後には教師のフィ

ードバックを与える。 

 

[関・意・態][表現][理解] 

[知・理] 
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まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2. Can-Do Check Listに記入

し、単元の学習について

振り返る。 

 

3.  英語であいさつする。 

 

 

 

1. T:「今日の目標は、相手に

伝わるようなスピーチを

し、またその内容につい

て質疑応答できる、とい

うことでした。では今日

の学習について振り返っ

てみましょう。

（Reflection Sheet を読

み上げながらチェックさ

せる）チェックできた人

は、今日の感想を詳しく

書いて下さい。」 

2. T:「単元の学習について振

り返ってみよう。特にこ

の単元の学習でがんばっ

たことや感想を詳しく書

いてみよう。」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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Lesson 6: The Perfect Picture (Part 1 – Part 4) 
 

 

 

 

第２章  実践事例 

 
―高等学校 外国語 第２学年― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 言語活動 インプット・インテイク・アウトプットの指導の流れ 

第一時 ・全文要約 

 
 

第二・三時 
・即興スピーチ 

・Part 1/2 内容理解・音読活動 

第四時 

・ミニディベート練習 

        (海外修学旅行) 

・Story Map を使った要約活動 

第五・六時 
・即興スピーチ 

・Part 3/4 内容理解・音読活動 

第七時 

・ミニディベート練習 

      (Atsushi の行動) 

・Story Map を使った要約活動 

第八時 
・「ハゲワシと少女」読解 

・ディベートに向けての意見交換 
 

第九時 ・ペアディベート 

第十時 ・グループディベート 

 

 

単元指導計画  

アウトプット：Story Map を活用

した要約活動 

インテイク：音読活動 

インプット：目的に応じて 

繰り返し読む活動 

即
興
ス
ピ
ー
チ 

(

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
導
入) 

インプット  

〔教科書を中心にした内容理解〕 

インテイク  

アウトプット  

〔ペアディベート: 「Carter did the right thing.」〕 

                      「カーターは正しい行動をとった」 

 

〕 

〔グループディベート: 「Carter did the right thing.」〕 

                        「カーターは正しい行動をとった」 

 

〕 
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１ 単元名 

  第２学年 「Lesson 6  The Perfect Picture」（第一学習社） 

 

２ 単元の目標 

（１）ペアワークにおいて、積極的に意見を交換する。 

（２）物語文を読んで、その内容を時間の流れに沿って口頭で要約する。 

（３）報道に関する話題について、ペアで討論する。 

（４）物語文を聞いたり読んだりして、概要や要点を的確に理解する。 

（５）知覚動詞の受動態、with＋名詞＋前置詞句、関係詞節中の挿入についての意味や用法を理解する。 

 

本単元の指導に当たっての考え方を、次のようにまとめる。 

本単元は、著者が警察担当の記者をしていた頃に取材した現場での出来事に関する内容で

ある。人間の悲しみを映した写真としては、これ以上のものはない、という完璧な報道写真

を撮ることをあきらめた著者の行動が、果たして正しかったのかどうか、物語文を読みなが

ら生徒が理解を深めることをねらいとする。 

また読んで得た情報を要約するとともに、自分自身の考えやその理由を口頭で伝える能力

を育成する。さらに、本単元に関連した発展的な題材を使って討論し、既習の言語材料を使

って、英語での自己表現力を高めることをねらいとする。 

   

３ 単元の評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

①ペアワークにおいて、

積極的に意見交換する。 

 

 

 

①物語文を読んで、その

内容を時間の流れに沿

って要約する。 

②話題について、ペアで

討論する。 

①物語文を聞いたり読

んだりして、概要や要点

を的確に理解する。 

①知覚動詞の受動態、

with＋名詞＋前置詞句、

関係詞節中の挿入につ

いての意味や用法を理

解する。 

 

４ 主な言語活動と滋賀県モデル「CAN-DO リスト」との関連 

滋賀県モデル「CAN-DO リスト」 言語活動 

身近な話題に関する説明や意見、物語を聞いて、概要や要点を捉えることが

できる。                  （滋賀 CAN-DO / L / G9） 
要約 

即興で自分の意見を述べたり、意見交換したりすることができる。 

（滋賀 CAN-DO / S / G9） 

即興スピーチ 

グループディベート 

比較的社会性の高いテーマを扱った物語を、110WPM 程度の速度で読み進

め、必要な情報を読み取ったり、概要や要点をとらえたりすることができる。                  

（滋賀 CAN-DO / R / G9） 

スキミング 

１文要約 

日常生活の様々な話題について、その概要や要点、自分の考えや気持ちをあ

る程度まとまりのある文章で説明することができる。 

（滋賀 CAN-DO / W / G9） 

要約 

即興スピーチ 

グループディベート 

 

 

５ 指導と評価の計画（全 10時間） 

  以下の表における各観点の名称については、記述の便宜上、 

  「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」→「関・意・態」 

  「外国語表現の能力」→「表現」 

  「外国語理解の能力」→「理解」 

  「言語や文化についての知識・理解」→「知・理」 

  で示すこととする。 
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時

間 
ねらい、学習活動、指導上の留意点 

単元の 

評価規準 
評価方法 

１ ［ねらい］ 

 本文全体を読み、概要を捉える。 

［学習活動］ 

１．教師のオーラル・イントロダクションを聞いたり、本文の

内容に関する Role Play などを行ったりして、単元内容に

ついての背景となる知識（スキーマ）を高める。 

２．賛否がはっきりした話題についての文を読み、要約すると

ともに、自分の意見を述べる。活動の様子は iPad で録画

しておく。 

３．教師の音読を通して本文を読み、「Reading Worksheet 1」

の設問に答える。また、ペアで Q－A を行い、内容を確認

する。 

［指導上の留意点］ 

・ （活動１）教師からの一方的な説明にならないよう、生徒

とのインタラクションを通して行う。また、本文を読む上

で、キーワードとなる語を含めてイントロダクションを行

う。 

・ （活動２）本単元での学習をもとに、ディベート活動を行

うことを伝え、題材内容について簡単な感想や意見を述べ

ることができるよう、批判的に英文を理解することを伝え

る。この活動は iPad で録画し、第８時限にも同様のタスク

を行い、伸びを確認する。iPad を使って録画した後、自分

のパフォーマンスを見ることに対してどのように感じたか

を生徒に考えさせる。 

・ （活動３）教師は 110wpm を意識して音読する。読み取る

べきポイントを精選する。また、ペア活動は、協力して行

うよう指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

関・意・態の① 

 

 

理解の① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

 

 

筆記テスト 

（後日） 

 

 

 

 ［ねらい］ 

 本文を二つに分け、各セクションの内容を要約する。また、

本単元の内容に関連する話題について、賛成・反対に分かれて

意見を交換する。 

（§１・・・Part 1/2, §２・・・Part 3/4） 

［学習活動］ 

（３時間で１セクションを扱うこととする。） 

１．新出単語について、発音や意味を確認するとともに、辞書

を引くことで派生語、発音記号、例文などを確認する。 

２．【即興スピーチ】iPadの写真を使って Picture Description

（写真描写）の活動を行う。その後、提示された Proposition

（命題）に基づいて、Pro（賛成）の意見を交換する。

(Reading Worksheet 2, Task 1) 活動内容は iPad で録画

し、グループで振り返る。 

３．「Reading Worksheet 2」Task2, 3 の設問に答え、ペアで

答えを確認する。 

４．音読活動を行う。 

５．【即興スピーチ】iPadの写真を使って Picture Description

（写真描写）の活動を行う。また、前時に提示された命題

に対しての Con（反対）の意見を交換する。活動内容は iPad

で録画し、グループで振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関・意・態の① 

 

 

 

 

理解① 

 

 

関・意・態の① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

 

 

 

 

筆記テスト 

（後日） 

 

活動の観察 

 

 

 

 

２
～
７ 
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６．「Reading Worksheet 3」Task2、3 の設問に答え、ペアで

答えを確認する。 

７．「Reading Worksheet 3」Task3 “Chunk List”を使い、ペ

アで音読活動を行う。暗記するまで音読を繰り返す。 

８．【ミニディベート練習】即興スピーチの原稿をもとに、

Pro/Con に分かれて意見を交換する。活動は iPad で録画

し、グループで振り返る 

９．復習のための音読活動を行い、Story Map を完成する。 

10. Story Map を見ながら、セクションの内容を口頭で要約す

る。 

11. 教科書を閉じ、Story Map を見て、キーワードだけを使っ

て要約文を書く。(Reading Worksheet 5) 

［指導上の留意点］ 

・ （活動２・５）スピーチのトピックは題材と関連したもの

とする。また iPad を使用し、写真や絵を使って背景となる

知識（スキーマ）を活性化する。また、授業では、Pro/Con

の意見交換を行い、意見を書く活動は宿題として課す。 

・ （活動４）音読活動は、ペアやグループでの活動を中心と

し、「Listen and Repeat」「Read and Look up」などを取

り入れ、生徒が飽きないように工夫する。 

 

理解① 

 

 

 

表現の② 

 

 

 

表現の① 

 

表現の① 

 

 

筆記テスト 

（後日） 

 

 

活動の観察 

 

 

 

活動の観察 

 

ワークシート 

８ ［ねらい］ 

 発展的な題材「ハゲワシと少女」を読み、ディベート活動で

使う表現の定着を目指すとともに、背景となる知識を深める。

また、題材内容についての賛否をグループで出し合い、ディベ

ート活動へとつなげる。 

［学習活動］ 

１．教科書を閉じ、セクションごとに本文の音声を聞き、キー

ワードをメモする。 

２．ペアで、メモに基づいて本文全体を口頭要約する。 

３．第１時で扱った Worksheet1, Task 4 の設問について考え

る。ペアで意見交換する。 

４．教師のオーラル・イントロダクションを聞いたり、教師か

らの質問に答えたりするなどして、「ハゲワシと少女」の

写真についての背景となる知識（スキーマ）を高める。 

５．「ハゲワシと少女」の写真についての英文を読み、口頭で

要約する。活動については iPad で録画し、第 1 時限に録

画したパフォーマンスと比べながら振り返る。 

６．「ハゲワシと少女」の内容理解のための設問に答える。 

７．賛成側・反対側意見について、グループで意見を出し合い、

全体で共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関・意・態の① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

９ ［ねらい］ 

ディベートにおいて、ペアで意見を交換する。 

［学習活動］ 

１．「ハゲワシと少女」の題材を使い、賛成側・反対側に分か

れて、英語でディベートを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の② 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

 

生徒 A・・・Pro Speaker（賛成派） 

生徒 B・・・Con Speaker（反対派） 
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〈ディベートの流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［指導上の留意点］ 

・ （活動１）１ラウンドが終了したら、映像を見ながらペア

で振り返りを行う。その後、全体でも振り返る。振り返り

後、役割を替えて、２ラウンドを行う。 

10 ［ねらい］ 

 ディベート活動を通して、自分の意見を聞き手に伝えること

ができる。また、相手の意見に対応した反対理由を述べること

ができる。 

［学習活動］ 

１．全体で、教師のモデルディベートをもとに、評価の観点を

確認する。 

２．グループディベートを行う。 

 

 

 

 

 

 

〈ディベートの流れ〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．代表グループが発表を行う。聞き手は発表に対して感想を

述べる。 

 

［指導上の問題点］ 

・ １ラウンドが終了した後、振り返りを行う。その後、役割

を替えて、２ラウンドを行う。 

・ 課題として、命題に対する自分の意見を 80 語以上でまとめ

るよう指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関・意・態の① 

表現の② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

活動の観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pro: Constructive Speech (1 min) （肯定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

    Con: Counterargument (1 min) （否定側反駁） 

    Con: Constructive Speech (1 min)（否定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

Pro: Counterargument (1 min)（肯定側反駁） 

            

【全体所要時間：約 10 分】 

生徒 A・・・Pro Speaker（賛成派） 

生徒 B・・・Con Speaker（反対派） 

生徒 C・・・Chairperson/Recorder（司会・録画） 

Pro: Constructive Speech (1 min) （肯定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

    Con: Counterargument (1 min) （否定側反駁） 

    Con: Constructive Speech (1 min)（否定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

Pro: Counterargument (1 min)（肯定側反駁） 

            

【全体所要時間：約 10 分】 
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６ 学習指導案  

 

（１）第一時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：本文全体を読み、キーワードを意識しながら、全体の要旨を理解することができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

理解できないことや未

知の語句があっても、

推測するなどして読み

続けている。 

概要や自分の考えを簡

潔に述べたり、書くこ

とができる。 

①本単元に関する話題

について理解すること

ができる。 

②物語を読み、全体の

要旨を理解することが

できる。 

「読むこと」の言語活

動に用いられる語句や

文構造、文法事項など

についての知識を身に

付けている。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつする。 1. Greeting  

2.  単元の目標を確認する。 

「CAN-DO Check 

List」を見ながら単元の

目標を理解する。 

 

 

2.  単元の目標を提示する。 

T:「Now let’s check the 

goals for this lesson.  

You will have a debate 

at the end of this 

lesson.」 

＊「CAN-DO Check List」に

ついては、単元の学習後に提

出するよう伝える。 

 

 

 

3.  本日の目標を確認する。 

 

3.  本日の目標を提示する。 

T: 「Today’s goal is to 

understand the main 

idea of the whole 

lesson.」 

 

4.  Role Play をペアで行

う。 

4.  Role-Play 

T: 「In this lesson you will 

read a story about this 

man making a difficult 

choice.  Before you 

read the story, I would 

like you to think about 

the situation where you 

find it difficult to make 

a decision.  Now I 

would like you act out 

the scenario written on 

the card.」 

＊教師は、ロールプレイのシ

ナリオを簡単に英語で説明

し、ペアで 1 分間話す活動へ

とつなげる。 

 

 

 

 

 

 

[理解①] 
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展開 

(30m) 

1. 教科書とは別の文章（賛

否が明らかなもの）を初見

で読み、ペアで要約し、意

見を交換する。 

（Worksheet 1, Task 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)1 分で文章を読み、キー

ワードに下線を引く。 

(a)T:「Let’s read the article 

and summarize it.  You 

have 1 minute for 

reading and 1 minute 

for summarizing.  

Underline the keywords 

while reading.」 

＊要約の際には、文を読まず

に自分の言葉で述べるよう

促す。 

 

 

[関・意・態] 

[理解②] 

(b) グループでそれぞれ 1

分間で要約する。活動は

iPad を使って録画する。 

 

 

 

 

 

(b)T：「Now Student A is 

going to summarize the 

article first.  I’d like 

Student B to record the 

speaker’s performance. 

Both Student C & D are 

going to listen and give 

comments.」（交替して録

画） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

(c) iPad で映像を振り返る、

ということについて考え、

ペア、全体で意見交換す

る。 

(c) T：「Let’s watch the video 

now.  This is probably 

the first time for you to 

record your 

performance.  What 

did you think of your 

performance?  You 

have been always 

checked by your 

classmates.  This time 

you check your 

performance by 

yourself.  Talk to your 

partner and share your 

impressions.」 

＊自分のパフォーマンスを

映像で評価することについ

て考えさせる。教師からの一

方的な説明にならないよう、

生徒とのインタラクション

を通して行う。 

 

(d)読んだ話題に関して 3 分

間でペアで意見交換する。 

 

 

 

   (d)T: 「Now it’s time to 

exchange your own ideas 

with your partner. Do you 

agree with what the writer 

believes in the article?」 

  （意見交換の後） 

   T: 「In Lesson 6, you will 

read the story about one 

journalist.  He is making 

a difficult choice as a 

journalist.  I’d like you to 

think about his choice as 

you read.」 

 

＊生徒の様子から判断し、必

要があれば、話す前にブレイ

ンストーミングの時間を１

分与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 
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2. 教師の音読に合わせて、

本文を黙読し、概要を捉

える。 

 

 

 

 

 

 

(a) Worksheet 1, Task 3 

skimming の質問の意味

を確認する。 

(b) 教師の音読（２回）を聞

きながら答えに下線を

引く。 

 

(a)(b)T:「Now let’s read the 

story together.  Before 

you read, let’s check the 

questions for skimming.  

Write down only 

keywords, not the whole 

sentences.  Underline 

the answers while 

listening.」 

 

＊教師は 110wpm を意識し

て音読する。 

＊(a)skimming の活動では、

本文にさっと目を通すこと

が目的になるため、答えはで

きるだけ簡潔に語や句で答

えるよう指示する。 

[関・意・態] 

(c) 答えを記入し、ペアや全

体で答え合わせを行う。 

 

 

 

(c)「Talk to your partner and 

check the answers.   

Then, let’s go over the 

answers together in 

class.」 

 

 

 

3. 教師の音読（１回）を聞

いた後、Worksheet 1, 

Task 4 Think の問題に

答える。 

   ペアで意見を交換する。 

T:「I’ll read the story one 

more time.  Now why 

do you think the 

reporter didn’t take the 

picture?  What would 

you do if you were him?」 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

understand the main 

idea of the whole lesson.  

How well did you do 

today?  Choose one 

number and write your 

comments either in 

Japanese or English.」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 



   

- 41 - 

 

（２）第二時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：本文を読んで（Part1/2）設問に答えながら概要や要点を理解するとともに、身近な話題につ

いて、即興で自分の意見を伝えることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

間違うことを恐れず、

積極的に情報や考えな

どについて話してい

る。 

①写真や絵を見なが

ら、その内容について

ペアやグループで伝え

ることができる。 

②ある命題に対する賛

成側の意見をペアやグ

ループで伝えることが

できる。 

物語文を読んで、概要

や要点を的確に理解す

ることができている。 

物語の展開を表す表現

についての知識を身に

付けている。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m) 

1.  英語であいさつする。 1．Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2. Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を設定する。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I was 

really happy to read his 

comments because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express pro-side opinion 

and understand the main 

idea of Part 1 & 2.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

3.  新出単語の練習を行う。 

（全体→ペア） 

 

 

 

3.  T:「Let’s practice the 

new words.  Repeat 

after me/CD.」 

T: 「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊必要があれば辞書を引か

せて、派生語や連語、例文等

を確認するよう促す。 

 

 

4.  即興スピーチを行う。

(Worksheet 2, Task 1) 
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(a) ペアで iPadの写真を見

て、写真に写っているも

のを英語で描写する。 

 

 

(a)T: 「Now look at the 

picture on the iPad.  

What do you see in the 

picture?  Who are 

they?  What are they 

doing?  I’d like you to 

describe the pictures for 

1 minute. 」 

＊iPad の中に保存されてい

る複数の写真を自由に選ぶ

ように指示する。 

＊「５W１H」を意識して話

すよう指示する。 

 

 

[表現①] 

(b)写真をもとに提示され

た Proposition を理解す

る。 

(b) T: 「Now I’d like to 

propose a proposition 

today.  The proposition 

is that Japanese high 

school students should 

go abroad on school 

trips.  Now I’d like you 

to talk about pro-side 

opinion.  You have 1 

minute to prepare.」 

＊Proposition について話す

前に生徒の様子を確認しな

がら 1，2 分の準備時間を与

える。また、メモをもとに話

してよいことを伝える。 

 

 

(c) Proposition に対する賛

成側の意見を述べる。活

動は iPad を使って録画

する。録画した映像を見

て、グループで振り返る。 

 

 

 

(c) T:「Now let’s share pro 

opinion in pairs.  You 

have 2 minutes to share 

your opinions.  

Remember to record 

your partner ’s 

performance with iPad.」 

＊1 ペアごとに録画した後、

グループで視聴し、グループ

で出た意見を確認する。 

 

＊振り返るポイントを事前

に提示する。 

①ジェスチャー 

②発音 

③アイコンタクト 

④表情 

⑤自分の言葉で述べられて

いるか 

⑥キーワードが含まれてい

るか 等 

 

[表現②][関・意・態] 

(d)宿題として賛成側の意

見を書いてくる。 

(d) T:「I’d like you to write 

your opinion at home.」 

 

[表現②] 

展開 

(30m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 教師の後について音読

し、概要をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

＊発音やイントネーション

の面で、生徒がよく間違う語

に関しては注意を促しなが

ら読む。 

(a) 音読後、本文の内容を

１行程度の日本語にま

とめる。(Worksheet 2 

Task 2) 

 

 

(a) T: 「Now let’s practice 

reading the story.  After 

reading the text, I’d like 

you summarize this 

section in one sentence.  

Now, repeat after me.」 

 

 

 

 

 

[理解][知・理] 

(b) ペアでチェックした

後、全体で答えを確認す

る。 

(b) T: 「Let’s check the 

answer in pairs.  

…Now how would you 

summarize the section 

in one sentence, S1?」 

＊答えを確認する際には、キ

ーワードを英語で確認する

などの工夫をする。 

 

[理解] 



   

- 43 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  本文内容の詳細を理解

する。 

 

 

 

＊本文中の該当箇所に下線

を引きながら答えるよう指

示する。 

(a) T/F questions の設問に

取り組む。(Worksheet 2 

Task 3) 

 

 

(a) T:「I’d like you to choose 

the right word for each 

sentence.  You have 5 

minutes.」 

  

 

 

 

 

[理解] 

(b) ペアで答え合わせを行

う。 

 

(b) T:「Student A chooses the 

right word and read it to 

your partner.  Take 

turns.」 

＊棒読みにならないよう、発

音やイントネーションに気

を付けながら活動を行うよ

う促す。 

[理解] 

(c) 答えを空所に入れた文

章をペアで音読し、暗記

する。 

(c) T「Practice reading the 

sentences with your 

partner until you 

memorize them.」 

＊ペアリピートやペアシャ

ドーイング、Read and Look 

up など様々な音読活動を工

夫して行う。 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express pro-side opinion 

and understand the 

main idea of Part 1 & 2.  

How well did you do 

today?  Choose one 

number and write your 

comments either in 

Japanese or English.」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（３）第三時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：はっきりとした発音で、音読に積極的に取り組むとともに、身近な題材について、即興で自

分の意見を伝えることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

①間違うことを恐れ

ず、積極的に情報や考

えなどについて話して

いる。 

②個人、ペア、グルー

プなどでの音読に積極

的に取り組んでいる。 

ある命題に対する反対

側の意見を、ペアやグ

ループで伝えることが

できる。 

語句や表現などの知識

を活用して、内容を的

確に読み取ることがで

きる。 

単語の発音、リズムや

イントネーションなど

の音声的な特徴を理解

している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつする。 1. Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示す

る。 

T: 「Today’s goal is to 

express con-side opinion 

and read the text with 

good rhythm and 

pronunciation.」 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to read 

his comments because 

…」 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

3．新出単語の練習を行う。 

（全体→ペア） 

 

 

 

3. T:「Let’s practice the new 

words.  Repeat after 

me/CD.」 

T:「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊必要があれば辞書を引か

せて、派生語や連語、例文等

を確認するよう促す。 

 

 

4．即興スピーチを行う。

(Worksheet 3, Task 1) 

 

 

 

 

(a) Proposition に対する反

対側の意見を述べる。活

動は iPad を使って録画

する。録画した映像を見

て、グループで振り返

(a) T:「（Preposition を確認

後）Today you will share 

con opinion in pairs.  

You have 2 minutes to 

share your opinions.  

＊1 ペアごとに録画した後、

グループで視聴し、グループ

で出た意見を確認する。 

＊振り返るポイントを事前

に提示する。 
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る。 

 

Remember to record your 

partner’s performance 

with iPad.」 

 

①ジェスチャー 

②発音 

③アイコンタクト 

④表情 

⑤自分の言葉で述べられて

いるか 

⑥キーワードが含まれてい

るか 等 

 

[表現][関・意・態①] 

(b)宿題として反対側の意

見を書いてくる。 

(b) T:「I’d like you to write 

your opinion at home.」 

 

 

[表現] 

展開 

(30m) 

1. 前時の復習をする。   

(a) 音読を行う（Listen and 

Repeat、ペアリーディン

グ）。 

 

 

 

(a) T: 「Now let’s read the 

text together.  Repeat 

after me. （教師について

読んだ後） Let’s try pair 

reading by “Read and 

Look up.”」 

＊ペアとアイコンタクトを

取りながら音読するよう促

す。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

(b) 前時の内容について教

師の質問に答える。 

(b) T: 「Let’s review the 

lesson.  I’ll ask the 

questions.  What was 

the job of the writer, S1?  

Who accidentally ran 

over his granddaughter, 

S2?  How did the old 

man feel after what 

happened, S3?...」 

＊生徒とのやり取りを通し

て復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2. ペア音読やグループ音

読を繰り返す。 

 

 

 

 

 

2. T: 「Let’s read the text 

more with your partner 

or in a group.  This 

time you read the story 

as if you read it to a 

small child.」 

 

＊音読活動が単調にならな

いよう「感情をこめて」「子

供に語るように」と場面を設

定するなどの工夫をする。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

3. 概要を問う英問英答の問

題に取り組む。

（Worksheet 3 Task 2）。 

 

 

 

 

 

 

(a) 問題に答える。 

 

 

(a) T: 「Now close your 

textbook and answer the 

questions.」 

＊英問英答はまず教科書を

閉じた状態で行い、最後に教

科書内容を確認する機会を

設ける。 

[理解] 

(b) ペアで答えを確認す

る。 

 

(b) T:「I’d like you to check 

the answers with your 

partner.」 

＊答えを確認する際は、棒読

みにならないよう、自然な発

話を促す。 
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(c) ペアで応答練習する。 

 

 

 

(c) T: 「Now let’s practice Q 

and A.  Don’t read the 

answers.  Instead, say 

it like you are having a 

conversation.」 

 

4. 要約に向けての準備を

する（Worksheet 3 

Task 3）。 

 

 

 

 

(a) Chunk List を完成さ

せる。 

 

(a)T: 「Find the phrases 

from the text and write 

them in the blanks.  」 

＊時間を設定し、活動にメリ

ハリをつける。 

[理解] 

(b) ペアで暗記するまで

音読活動を行う。 

(b) T:「Let’s read the 

phrases in pairs.  You 

need to memorize these 

phrases so that you can 

make a summary later.」 

 

 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express con-side opinion 

and read the text with 

good rhythm and 

pronunciation.  How 

well did you do today?  

Choose one number and 

write your comments 

either in Japanese or 

English.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（４）第四時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：ミニディベート練習を通して、論点や根拠をはっきりさせて自分の意見を表現する。Part 1, 2

で学習した表現を使って教科書の内容を自分の言葉でまとめる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら対

話を継続させ、積極的

に自分の考えを話して

いる。 

①賛否がある話題につ

いて、ペアやグループ

で自分の考えとその理

由を伝え合うことがで

きる。 

②本文の内容を、キー

ワードをもとに、自分

の言葉でまとめること

ができる。 

物語文を読んで、時系

列に沿って内容を理解

し、整理することがで

きる。 

ディベート活動で自分

の意見を述べるために

必要な語句や表現を理

解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(20m) 

1. 英語であいさつする。 1. Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示する。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express your opinions 

logically in a 

mini-debate and 

summarize Part 1 and 2 

using keywords.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

2. ミニディベート練習を

行う。(Worksheet 4, 

Task 1) 

 

 

 

 

(a) Pro/Con に分かれて、ワ

ークシートに書かれた自分

の意見を読み、練習する。 

 

 

 

(a) T:「（Preposition を確認

後）Today you are going 

to have a mini-debate in 

a group.  First, let’s 

practice saying your 

opinion aloud. 」     

＊４人１組のミニディベー

ト練習の前に、ペアまたは個

人で十分練習させ、書いたも

のにあまり頼らず発話する

よう促す。 

[表現①] 
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 (b)ミニディベート練習を行

う。 

〈Debate の進行〉 

1st Round 

1. Pro が意見---1 min 

  Con が要約---30 sec 

2. Con が意見---1 min 

  Pro が要約---30 sec 

＊ペアを替えて繰り返

す 

＊Chairperson は司会、

Recorder は iPad で録画 

2nd Round 

1. Pro が意見---1 min 

 準備---1 min 

2. Con が反論---1 min 

3. Con が意見---1 min 

  準備---1 min 

4. Pro が反論---1 min 

＊ペアを替えて繰り返

す 

＊Chairperson は司会、

Recorder は iPad で録画 

 

活動後、映像を見て、

Worksheet 4, Task 1 の

Self-Progress Checkで自己

評価をする。 

 

(b)（生徒を４人一組にし、Pro 

speaker, Con speaker, 

Chairperson, Recorder に

分ける） 

T:「Okay, now let’s begin.  

I’ll be a time-keeper.  

Chairperson, please start 

the debate.」 

 （1st Round, 2nd Round 終

了後） 

 T: 「Check your 

performance with your 

iPad.  Also make some 

comments on your 

friends’ performance.」 

＊４人一組ではペアを替え

ながら全員が Pro/Con の意

見を言えるよう工夫する。 

 

＊Chairperson の進行表は事

前に渡しておき、できるだけ

話し手を見て指示を出すよ

うに促す。 

 

 

＊１ラウンドが終わったら、

iPad の映像を見てパフォー

マンスについて振り返させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現①] 

[関・意・態] 

[知・理] 

展開 

(25m) 

1. 前時の復習をする。   

(a) 音読を行う（Listen and 

Repeat、ペアリーディン

グ）。 

 

 

 

(a) T: 「Now let’s read the 

text together.  Repeat 

after me. （教師について

読んだ後） Let’s try pair 

reading by “Read and 

Look up.”」 

＊ペアとアイコンタクトを

取りながら音読するよう促

す。 

 

 

 

(b) 前時の内容についての

教師の要約を聞きなが

ら、質問に口頭で答える。 

(b) T: 「Let’s review the 

lesson.  About 15 years 

ago, an old man killed 

his granddaughter.  

How did he kill her, S1? 

…Yes, he accidentally 

backed his truck over.  

So this young police 

reporter went to the 

family’s house. …」 

＊生徒とのやり取りを通し

て復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

2. Story Map に取り組む。

（Worksheet 4, Task 2） 
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(a) 本文を黙読する。 

 

(a) T: 「Let’s read the text 

silently.  Now you are 

going to organize your 

information using a 

story map.」 

 

＊Story Map を作成するこ

とを伝え、詳細よりも、概要

を伝えられるように情報を

整理するよう伝える。After a 

while, a few minutes later、

などの時間を表す表現にも

着目して読むよう伝える。 

[理解] 

(b) Story Map を完成させ

る。 

(b) T: 「Write the keywords 

on the story map.  

Remember to write the 

keywords only.  」 

＊文章よりも、語や句の形で

記入するよう伝える。 

 

 

[理解] 

(c) Story Mapを活用してペ

アで要約をする。 

(c) T: 「Let’s summarize 

Part 1 and 2 using the 

story map.  Student A 

is going to try first.  

Student B has to be a 

good listener. 」 

＊ペアで活動する。聞き手も

Good listener としてあいづ

ちを打ったり、またペアを援

助したり、と積極的に活動に

関わるよう促す。 

[理解][表現②] 

3．要約を書く。（10 分） T: 「Now, close your 

textbook and start 

writing a summary for 

Part 1 and 2.  You can 

use the keywords on 

Story Map」 

＊必ず教科書を閉じた状態

で行う。 

＊10 分で書く、という目標を

設定し、時間の流れに沿っ

て、キーワードを使って書く

よう促す。 

[表現②] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express your opinions 

logically in a 

mini-debate and 

summarize Part 1 and 2 

using keywords.  How 

well did you do today?  

Choose one number and 

write your comments 

either in Japanese or 

English.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（５）第五時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：本文を読んで（Part3/4）設問に答えながら概要や要点を理解するとともに、身近な話題につ

いて、即興で自分の意見を伝えることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

間違うことを恐れず、

積極的に情報や考えな

どについて話してい

る。 

①写真や絵を見なが

ら、その内容について

ペアやグループで伝え

ることができる。 

②ある命題に対する賛

成側の意見をペアやグ

ループで伝えることが

できる。 

物語文を読んで、概要

や要点を的確に理解す

ることができている。 

物語の展開の中で、つ

ながりを示す語句につ

いての知識を身に付け

ている。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m) 

1.  英語であいさつする。 1．Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示する。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express pro-side opinion 

and understand the 

main idea of Part 3 & 

4.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

3.  新出単語の練習を行う。 

（全体→ペア） 

 

 

 

3.  T:「Let’s practice the 

new words.  Repeat 

after me/CD.」 

T: 「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊必要があれば辞書を引か

せて、派生語や連語、例文等

を確認するよう促す。 

 

 

4.  即興スピーチを行う。

(Worksheet 2, Task 1) 
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(a) ペアで iPad の写真を見

て、写真に写っているも

のを英語で描写する。 

 

 

(a)T: 「Now look at the 

picture on the iPad.  

What do you see in the 

picture?  What are 

they?  What do you 

think they have in 

common?  I’d like you 

to describe the pictures 

for 1 minute. 」 

＊iPad の中に保存されてい

る複数の写真を自由に選ぶ

ように指示する。 

＊「５W１H」を意識して話

すよう指示する。 

 

 

[表現①] 

(b)写真をもとに提示された

Proposition を理解する。 

(b) T: 「Now I’d like to 

propose a proposition 

today.  The proposition 

is that zoos are not 

necessary.  Now I’d like 

you to talk about 

pro-side opinion.  You 

have 1 minute to 

prepare.」 

＊Proposition について話す

前に生徒の様子を確認しな

がら 1，2 分の準備時間を与

える。また、メモをもとに話

してよいことを伝える。 

 

 

(c) Proposition に対する賛

成側の意見を述べる。活

動は iPad を使って録画

する。録画した映像を見

て、グループで振り返る。 

(c) T:「Now let’s share pro 

opinion in pairs.  You 

have 2 minutes to share 

your opinions.  

Remember to record 

your partner’s 

performance with iPad.」 

＊1 ペアごとに録画した後、

グループで視聴し、グループ

で出た意見を確認する。 

 

＊振り返るポイントを事前

に提示する。 

①ジェスチャー 

②発音 

③アイコンタクト 

④表情 

⑤自分の言葉で述べられて

いるか 

⑥キーワードが含まれてい

るか 等 

 

[表現②][関・意・態] 

(d)宿題として賛成側の意見

を書いてくる。 

(d) T:「I’d like you to write 

your opinion at home.」 

 

[表現②] 

展開 

(30m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 教師の後について音読

し、概要をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

＊発音やイントネーション

の面で、生徒がよく間違う語

に関しては注意を促しなが

ら読む。 

(a) 音読後、本文の内容を１

行程度の日本語にまとめ

る。(Worksheet 2 Task 

2) 

 

 

(a) T: 「Now let’s practice 

reading the story.  After 

reading the text, I’d like 

you summarize this 

section in one sentence.  

Now, repeat after me.」 

 

 

 

 

 

[理解][知・理] 

(b) ペアでチェックした後、

全体で答えを確認する。 

(b) T: 「Let’s check the 

answer in pairs.  

…Now how would you 

summarize the section 

in one sentence, S1?」 

＊答えを確認する際には、キ

ーワードを英語で確認する

などの工夫をする。 

 

[理解] 
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2.  本文内容の詳細を理解

する。 

 

 

 

＊本文中の該当箇所に下線

を引きながら答えるよう指

示する。 

(a) T/F questions の設問に

取り組む。(Worksheet 2 

Task 3) 

 

 

(a) T:「I’d like you to choose 

the right word for each 

sentence.  You have 5 

minutes.」 

  

 

 

 

 

[理解] 

(b) ペアで答え合わせを行

う。 

 

(b) T:「Student A chooses the 

right word and read it to 

your partner.  Take 

turns.」 

＊棒読みにならないよう、発

音やイントネーションに気

を付けながら活動を行うよ

う促す。 

[理解] 

(c) 答えを空所に入れた文

章をペアで音読し、暗記

する。 

(c) T「Practice reading the 

sentences with your 

partner until you 

memorize them.」 

＊ペアリピートやペアシャ

ドーイング、Read and Look 

up など様々な音読活動を工

夫して行う。 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express pro-side opinion 

and understand the 

main idea of Part 3 & 4.  

How well did you do 

today?  Choose one 

number and write your 

comments either in 

Japanese or English.」 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 



   

- 53 - 

 

（６）第六時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：はっきりとした発音で、音読に積極的に取り組む。また、身近な題材について、即興で根拠

を明確にしながら、自分の意見を伝えることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

①間違うことを恐れ

ず、積極的に話してい

る。 

②個人、ペア、グルー

プなどでの音読に積極

的に取り組んでいる。 

ある命題に対する反対

側意見を、ペアやグル

ープで伝えることがで

きる。 

語句や表現などの知識

を活用して、内容を的

確に読み取ることがで

きる。 

単語の発音、リズムや

イントネーションなど

の音声的な特徴を理解

している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつする。 1. Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示する。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express con-side opinion 

and read the text with 

good rhythm and 

pronunciation.」 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

2. 新出単語の練習を行

う。 

（全体→ペア） 

 

 

 

3. T:「Let’s practice the new 

words.  Repeat after 

me/CD.」 

T:「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊必要があれば辞書を引か

せて、派生語や連語、例文等

を確認するよう促す。 

 

 

3. 即興スピーチを行う。

(Worksheet 3, Task 1) 

 

 

 

 

(a) Proposition に対する反

対側の意見を述べる。活

動は iPadを使って録画す

る。録画した映像を見て、

グループで振り返る。 

 

(a) T:「（Preposition を確認

後）Today you will share 

con opinion in pairs.  

You have 2 minutes to 

share your opinions.  

Remember to record your 

partner’s performance 

＊1 ペアごとに録画した後、

グループで視聴し、グループ

で出た意見を確認する。 

＊振り返るポイントを事前

に提示する。 

＊振り返るポイントを事前

に提示する。 
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with iPad.」 

 

①ジェスチャー 

②発音 

③アイコンタクト 

④表情 

⑤自分の言葉で述べられて

いるか 

⑥キーワードが含まれてい

るか 等 

 [表現][関・意・態①] 

(b)宿題として反対側の意

見を書いてくる。 

(b) T:「I’d like you to write 

your opinion at home.」 

 

 

[表現] 

展開 

(30m) 

1. 前時の復習をする。   

(a) 音読を行う（Listen and 

Repeat、ペアリーディン

グ）。 

 

 

 

(a) T: 「Now let’s read the 

text together.  Repeat 

after me. （教師について

読んだ後） Let’s try pair 

reading by “Read and 

Look up.”」 

＊ペアとアイコンタクトを

取りながら音読するよう促

す。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

(b) 前時の内容について教

師の質問に答える。 

(b) T: 「Let’s review the 

lesson.  I’ll ask the 

questions.  Where was 

the body of the girl, S1?  

When the writer saw the 

old man in the kitchen, 

what was he thinking, 

S2?...」 

＊生徒とのやり取りを通し

て復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2. ペア音読やグループ音

読を繰り返す。 

 

 

 

 

 

2. T: 「Let’s read the text 

more with your partner 

or in a group.  This 

time you read the story 

as if you read it to a 

small child.」 

 

＊音読活動が単調にならな

いよう「感情をこめて」「子

供に語るように」と場面を設

定するなどの工夫をする。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

3. 概要を問う英問英答の問

題に取り組む。

（Worksheet 3 Task 2）。 

 

 

 

 

 

 

(a) 問題に答える。 

 

 

(a) T: 「Now close your 

textbook and answer the 

questions.」 

＊英問英答はまず教科書を

閉じた状態で行い、最後に教

科書内容を確認する機会を

設ける。 

[理解] 

(b) ペアで答えを確認す

る。 

 

(b) T:「I’d like you to check 

the answers with your 

partner.」 

＊答えを確認する際は、棒読

みにならないよう、自然な発

話を促す。 
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(c) ペアで応答練習する。 

 

 

 

(c) T: 「Now let’s practice Q 

and A.  Don’t read the 

answers.  Instead, say 

it like you are having a 

conversation.」 

 

4. 要約に向けての準備を

する（Worksheet 3 

Task 3）。 

 

 

 

 

(a) Chunk List を完成さ

せる。 

 

(a)T: 「Find the phrases 

from the text and write 

them in the blanks.  」 

＊時間を設定し、活動にメリ

ハリをつける。 

[理解] 

(b) ペアで暗記するまで

音読活動を行う。 

(b) T:「Let’s read the 

phrases in pairs.  You 

need to memorize these 

phrases so that you can 

make a summary later.」 

 

 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express con-side opinion 

and read the text with 

good rhythm and 

pronunciation.  How 

well did you do today?  

Choose one number and 

write your comments 

either in Japanese or 

English.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（７）第七時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標： ミニディベート練習を通して、論点や根拠をはっきりさせて自分の意見を表現する。Part 3,4

で学習した表現を使って教科書の内容を自分の言葉でまとめる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら対

話を継続させ、積極的

に自分の考えを話して

いる。 

①賛否がある話題につ

いて、ペアやグループ

で自分の考えとその理

由を伝え合うことがで

きる。 

②本文の内容を、キー

ワードをもとに、自分

の言葉でまとめること

ができる。 

物語文を読んで、時系

列に沿って内容を理解

し、整理することがで

きる。 

ディベート活動で自分

の意見を述べるために

必要な語句や表現を理

解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(20m) 

1. 英語であいさつする。 1. Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示す

る。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I was 

really happy to read his 

comments because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express pro-side opinion 

and understand the main 

idea of Part 1 & 2.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

2. Mini Debate を行う。

(Worksheet 4, Task 1) 

  

 

(a) Pro/Con に分かれて、ワ

ークシートに書いた自分の

意見を読み、練習する。 

 

 

 

 

 

 

(a) T:「（Preposition を確認

後）Today you are going 

to have a mini-debate in 

a group.  First, let’s 

practice saying your 

opinion aloud. 」     

＊４人１組のミニディベー

ト練習の前に、ペアまたは個

人で十分練習させ、書いたも

のにあまり頼らず発話する

よう促す。 

 

[表現①] 
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 (b)Mini-Debate を行う。 

〈Mini-Debate の進行〉 

1st Round 

1. Pro が意見---1 min 

  Con が要約---30 sec 

2. Con が意見---1 min 

  Pro が要約---30 sec 

＊ペアを替えて繰り返

す 

＊Chairperson は司会、

Recorder は iPad で録画 

2nd Round 

1. Pro が意見---1 min 

  Con が質問---30 sec 

2. Con が意見---1 min 

  Pro が要約---30 sec 

3. 準備時間---1 min 

4. Pro が反論---1 min 

 Con が反論---1 min 

＊ペアを替えて繰り返

す 

＊Chairperson は司会、

Recorder は iPad で録画 

 

活動後、映像を見て、

Worksheet 4, Task 1 の

Self-Progress Checkで自己

評価をする。 

 

(b)（生徒を４人一組にし、Pro 

speaker, Con speaker, 

Chairperson, Recorder に

分ける） 

T:「Okay, now let’s begin.  

I’ll be a time-keeper.  

Chairperson, please start 

the debate.」 

 （1st Round, 2nd Round 終

了後） 

 T: 「Check your 

performance with your 

iPad.  Also make some 

comments on your 

friends’ performance.」 

＊４人一組ではペアを替え

ながら全員が Pro/Con の意

見を言えるよう工夫する。 

 

＊Chairperson の進行表は事

前に渡しておき、できるだけ

話し手を見て指示を出すよ

うに促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現①] 

[関・意・態] 

[知・理] 

展開 

(25m) 

1. 前時の復習をする。   

(a) 音読を行う（Listen and 

Repeat、ペアリーディン

グ）。 

 

 

 

(a) T: 「Now let’s read the 

text together.  Repeat 

after me. （教師について

読んだ後） Let’s try pair 

reading by “Read and 

Look up.”」 

＊ペアとアイコンタクトを

取りながら音読するよう促

す。 

 

 

 

(b) 前時の内容についての

教師の要約を聞きながら、

質問に口頭で答える。 

(b) T: 「Let’s review the 

lesson.  The writer 

went into the kitchen 

and saw the old man 

there.  Did the old man 

notice him, S1?  No, he 

didn’t.  The writer 

thought he could take a 

perfect picture then …」 

＊生徒とのやり取りを通し

て復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

2. Story Map に取り組む。

（Worksheet 4, Task 2） 
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(a) 本文を黙読する。 

 

(a) T: 「Let’s read the text 

silently.  Now you are 

going to organize your 

information using a 

story map.」 

 

＊Story Map を作成するこ

とを伝え、詳細よりも、概要

を伝えられるように情報を

整理するよう伝える。At that 

moment, at last, still などの

時間を表す表現にも着目し

て読むよう伝える。 

[理解] 

(b) Story Map を完成させ

る。 

(b) T: 「Write the keywords 

on the story map.  

Remember to write the 

keywords only.  」 

＊文章よりも、語や句の形で

記入するよう伝える。 

 

 

[理解] 

(c) Story Map を活用してペ

アで要約をする。 

(c) T: 「Let’s summarize 

Part 3 and 4 using the 

story map.  Student A 

is going to try first.  

Student B has to be a 

good listener. 」 

＊ペアで活動する。聞き手も

Good listener としてあいづ

ちを打ったり、またペアを援

助したり、と積極的に活動に

関わるよう促す。 

[理解][表現②] 

3．要約を書く。（10 分） T: 「Now, close your 

textbook and start 

writing a summary for 

Part 3 and 4.  You can 

use the keywords on 

Story Map」 

＊必ず教科書を閉じた状態

で行う。 

＊10 分で書く、という目標を

設定し、時間の流れに沿っ

て、キーワードを使って書く

よう促す。 

[表現②] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express your opinions 

logically in a 

mini-debate and 

summarize Part 3 and 4 

using keywords.  How 

well did you do today?  

Choose one number and 

write your comments 

either in Japanese or 

English.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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（８）第八時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：発展的な題材「ハゲワシと少女」を読み、全体の要旨を理解し、絵や写真を参考にしながら

概要を自分の言葉で述べることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら、

意見を交換している。 

 

 

 

読んだり、聞いたりし

た内容について、その

概要を自分の言葉でま

とめることができる。 

「ハゲワシと少女」を

読み、全体の要旨を理

解することができる。 

「ハゲワシと少女」の

文の概要を捉えるため

に必要な表現について

理解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  英語であいさつする。 1．Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示する。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

T: 「Today’s goal is to  

understand the story 

about “A vulture and a 

child and summarize 

it.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

3.  復習として、本文をペア

で要約し合う。 

  

(a) CD をセクションごとに

聞き、キーワードを書き取

る。 

(a) T:「Let’s listen to the 

story again and 

summarize each 

section.  Student A will 

summarize section 1 

and Student B section 

2.  As you listen, write 

the keywords.」 

＊時間の経過を表す言葉に

着目するよう伝える。 

(b) ペアでキーワードをも

とに要約し合う。 

(b) T:「Let’s summarize the 

story using the 

keywords.  You have 1 

minute for a summary.  

Now let’s start with 

section 1.」 

＊教科書を読むのではなく

メモしたキーワードを使っ

て要約するよう促す。できる

だけ自然な発話になるよう、

発音等にも気を配るよう伝
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える。 

[表現] 

(c) Lesson6 の内容について

振り返り、第 1 時で扱った

Worksheet1, Task4 の設問

に答え、ペアで意見交換す

る。 

(c) T:「Now I’d like you to 

think about this 

questions again.  What 

would you do if you 

were him?  Would you 

not take the picture like 

him?  Write your idea 

on Worksheet 1 again 

and then talk to your 

partner for 1 minute.」 

＊内容理解を終えて、意見が

変わったかを考えさせる。ま

た、なぜ意見が変わったかに

ついてもペアで意見交換す

るよう促す。 

展開 

(35m) 

1. 「ハゲワシと少女」の題

材について理解する。 

 

 

 

 

(a) 写真についてペアで話

し合った後、意見交換をす

る。 

 

(a) T: 「Now here is one 

picture taken in 1994.  

Where do you think this 

photo was taken?  

What do you see in the 

photo?  What do you 

think about this photo?」 

＊ペアで写真を描写したり、

意見を言わせたりする。教師

は説明しすぎない。 

 

 

[関・意・態] 

 

(b) 英文をペアで読み、口頭

で要約する。iPad で活動を

録画する。 

 

(b) T: 「Let’s read the article 

about this photo for 2 

minutes.  After that, 

you’ll summarize it in 1 

minute.  Underline the 

keywords while you are 

reading.」 

＊キーワードに必ず下線を

引かせる。 

 

 

 

 

[表現] 

(c) 録画した映像を見てグ

ループで振り返る。また第

１時に録画した映像と比

べ、伸びを確認する。 

(c) T:「Let’s watch the 

performance on the iPad 

and talk about it in your 

group.」 

＊振り返る際には、評価のポ

イントを提示しておく。 

①内容（キーワードを含んで

いるか、自分の言葉でわかり

やすくまとめられているか） 

②声の大きさ、明瞭さ 

③スピード 

④以前の活動と比べてよく

なったと感じる点 

2.  本文内容の詳細を理解

する。 

 

 

 

 

(a) ワークシートの T/F 

Questions に答え、ペアで

答えを確認する。その後、

全体で答えを確認する。 

 

 

(a) T:「I’d like you to answer 

the T/F questions for 2 

minutes.  After that, 

you check the answers 

in pairs.（その後全体で確

認）」 

  

＊ペアチェックでは、Read 

and Look up で問題文を読ま

せた後、答えを言うように指

示する。 

 

 

[理解] 
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(b) Vocabulary の意味をペ

アで書き込む。 

 

(b) T:「Write the Japanese 

meanings for each word.  

First, work on it 

individually and then 

talk to your partner.  

You may use the 

dictionary if necessary.」 

＊最初から辞書を使って意

味を調べずに、文脈から類推

するよう促す。 

 

 

 

[知・理] 

 3. ディベート活動の命題を

理解し、グループで意見

を出し合う。 

  

(a) 教師の説明を聞き、命題

について理解するとと

もに、背景知識を深め

る。 

(a) T:「I’ll give you more 

information about this 

photo.（写真などを提示し

ながら説明する） You’re 

going to have a debate 

on the proposition that 

Carter did the right 

thing.」 

＊写真を書画カメラで提示

しながら、命題を理解するの

に必要な情報を提供する。 

 

 

 

 

[理解] 

(b) 賛成側と反対側の意見

を考え、ワークシートに

書き込む（日本語）。そ

の後グループで共有す

る。 

(b)T：「（ワークシートに記入

後）Now make a group of 

four and talk about pro 

and con side opinion.  

Your goal is to write as 

many opinions as you 

can.  Work together 

with your group 

members. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) グループで出た意見を

全体で共有する。 

(c) T:「Now let’s share the 

ideas together.  Group 

1, what are some of the 

pro/con opinions?  You 

can say that in 

Japanese. 」 

   S: 「賛成意見の一つは、

アフリカの現状を伝える

上では、彼は正しいこと

をした、ということで

す。」 

  T: 「So you think the 

picture was perfect 

because he showed the 

world the reality in 

Africa.  Very good.  

What is the reality in 

Africa?  Can anybody 

explain that?」 

＊生徒が日本語で述べた意

見を、教師が英語に直し、意

見を整理した上で、キーワー

ドのみ板書する。 

 

 

 

＊宿題として、自分の意見を

まとめ、またこの写真が撮ら

れた背景を調べてくるよう

指示する。 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

understand the story 

about “A Vulture and a 

Child and summarize 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の
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it.”  How well did you 

do today?  Choose one 

number and write your 

comments either in 

Japanese or English.」 

 

言葉をかける。 
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（９）第九時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：ペアディベート活動を通して、根拠を明確にしながら、自分の意見を聞き手に伝えることがで

きる。メモに基づいて、相手の意見に対応した反対理由を述べることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら、

対話を継続させ、意見

を交換したりしてい

る。 

 

①自分の立場（賛成・

反対）を踏まえて、根

拠を明確にしながら、

自分の意見を伝えるこ

とができる。 

②相手の意見に対応し

た反対理由を述べるこ

とができる。 

相手の意見を聞き、概

要や要点を理解するこ

とができる。 

意見を述べたりするた

め必要な語句や表現を

理解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m) 

1.  英語であいさつする。 1．Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示す

る。 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

T: 「Today’s goal is to 

express your opinion in 

a debate and 

understand the main 

points of your partner’s 

opinion.」 

 

＊Reflection Sheet 返却の際に

は、生徒のコメントをいくつか

紹介し、それに対して英語でコ

メントする。 

 

 

 

 

 

3. 教師３人によるパフォ

ーマンスを観た後、本日

の目標を設定する。 

3. T:「Now, watch the 

demonstration by 

teachers and set your 

goal. 」 

＊本時で扱うグループ活動の形

で行う。 

 

 

4. メモに基づいて自分の

意見を述べる練習を行

う。 
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(a) メモをもとに、自分の意

見を述べられるよう個別で

2 分間練習する。 

T: 「Let’s practice saying 

your opinion first.  I’d 

like you to speak clearly 

and keep talking for 1 

minute.」 

＊自分の意見をはっきりと述べ

ること、また 1 分間話し続ける

ことを目標に練習させる。 

展開 

(35m) 

1.  ペアディベートを行う。   

〈ディベートの流れ〉 

 

T:「Now let’s start a debate 

activity.」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊Timekeeper/Chairperson は

教師が行い、書画カメラでタイ

マーを表示しておく。 

 

＊１ラウンドが終了した後、ペ

アでの振り返りを行う。振り返

りを行う際には、 

①根拠を明確にして意見を述

べられたか 

②発音や目線などに気を付け

て話せたか 

③相手の意見に対応した反論

ができたか 

の３点について確認するよう伝

える。 

 

また全体でも振り返る。役割を

替えて、２ラウンドを行うよう

指示する。 

 

 

[関・意・態][表現] 

[理解][知・理] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express your opinion in 

a debate and 

understand the main 

points of your partner ’s 

opinion. How well did 

you do today?  Choose 

one number and write 

your comments either in 

Japanese or English.」 

 

＊本時でのポイントを英語で押

さえながら振り返させる。 

＊目標到達度について１～４の

どの段階に達したか、挙手で確

かめ、励ましや称賛の言葉をか

ける。 

生徒 A・・・Pro Speaker（賛成派） 

生徒 B・・・Con Speaker（反対派） 

Pro: Constructive Speech (1 min) （肯定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

    Con: Counterargument (1 min) （否定側反駁） 

    Con: Constructive Speech (1 min)（否定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

Pro: Counterargument (1 min)（肯定側反駁） 

            

【全体所要時間：約 10 分】 
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（１０）第十時 

英語Ⅱ: Voyager English Course II 

Lesson 6 The Perfect Picture 

 

到達目標：グループディベート活動を通して、根拠を明確にしながら、自分の意見を聞き手に伝えるこ

とができる。メモに基づいて、相手の理由に対応した反対意見を述べることができる。 

評価規準 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

互いに協力しながら、

対話を継続させ、意見

を交換したりしてい

る。 

 

①自分の立場（賛成・

反対）を踏まえて、根

拠を明確にしながら、

自分の意見を伝えるこ

とができる。 

②相手の理由に対応し

た反対意見を述べるこ

とができる。 

相手の意見を聞き、概

要や要点を理解するこ

とができる。 

意見を述べたりするた

め必要な語句や表現を

理解している。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 
学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教師の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(20m) 

1.  英語であいさつする。 1．Greeting  

2.  前時の Reflection 

Sheet を受け取り、本日

の目標を確認する。 

   

 

 

 

 

2.  Reflection Sheet を返却

し、本日の目標を提示する。 

T: 「Today’s goal is to make 

a statement with good 

reasons in a debate and 

make a good 

counterargument.」 

T:「S1 made the best 

comments on the 

Reflection Sheet.  He 

said “（コメント）.”  I 

was really happy to 

read his comments 

because …」 

＊Reflection Sheet 返却の際

には、生徒のコメントをいく

つか紹介し、それに対して英

語でコメントする。 

 

 

 

 

 

3．ALT のディベートパフ

ォーマンスを観た後、本

日の目標を設定する。 

3. T: 「I’ll show you the 

debate between two 

ALTs. Let’s watch it and 

find the good points of 

their performance.」 

＊ALT によるパフォーマン

スのよい点をペアで話し合

わせ、本日のディベートの目

標を意識させる。 

 

＊前時の Reflection Sheet を

確認し、前時よりもレベルア

ップしたパフォーマンスが

できるよう促す。 

展開 

(25m) 

1.  グループディベートを

行う。 
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(a)〈ディベートの流れ〉 

 

(a) T:「Now let’s start a 

debate activity.  

Chairperson, please 

start a debate.」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊Timekeeper は教師が行

い、書画カメラでタイマーを

表示しておく。また教師は、

活動の観察を行い、１ラウン

ドが終了した際に、全体に対

して簡単な感想を述べる。 

 

＊１ラウンドが終了した後、

ペアでの振り返りを行う。振

り返りを行う際には、 

①根拠を明確にして意見を

述べられたか 

②発音や目線などに気を付

けて話せたか 

③相手の理由に対応した反

論ができたか 

の３点について確認するよ

う伝える。 

 

また全体でも振り返る。教師

は、生徒のパフォーマンスを

スクリーンに投影し、良いと

ころを全体で共有する。その

後、役割を替えて、２ラウン

ドを行うよう指示する。（２

ラウンド後の振り返りは行

わない。） 

 

 

 

 

＊活動終了後、ディベートの

論題に対する自分の意見を

80 語程度でまとめる宿題を

出す。 

 

[関・意・態][表現] 

[理解][知・理] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) １グループが発表し、聞

き手はそのパフォーマンス

に対して感想（良い点）を

述べる。 

(b) T:「Let’s have one group 

demonstrate their 

debate.（代表グループが

出た後） 

   Let’s see their goal 

today. （代表グループの

目標を提示する） 

Take notes while you’re 

listening to their 

debate. Later I’d like 

you to talk about the 

good points of their 

debate. 」 

＊聞いている側もメモをと

り、どのような反論が可能か

考えるよう促す。 

 

＊発表の前に、書画カメラ

で、目標を書いたワークシー

トを提示し、クラス全体が発

表グループの目標が分かる

ようにする。 

 

＊発表を聞いた後、設定した

目標に対してどのようなパ

フォーマンスができたかな

生徒 A・・・Pro Speaker（賛成派） 

生徒 B・・・Con Speaker（反対派） 

生徒 C・・・Chairperson/Recorder（司会・録画） 

 

Pro: Constructive Speech (1 min) （肯定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

    Con: Counterargument (1 min) （否定側反駁） 

    Con: Constructive Speech (1 min)（否定側立論） 

-Preparation(1min)- （準備） 

Pro: Counterargument (1 min)（肯定側反駁） 

            

【全体所要時間：約 10 分】 
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T:「Their goal was to…  

Do you think they have 

reached their goal?  」

（ディベート後、何名か

の生徒によい点やアドバ

イスを述べさせる） 

ど、アドバイスや良い点を全

体でシェアする。 

 

 

 

[理解] 

(c) 本日設定した目標に到

達したか振り返る。 

(c) T:「Do you think you 

have reached the goal 

you set today?  Take a 

few minutes and check 

your performance.」 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本日の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

 

2. Can-do Check List を活

用して、単元の学習を振

り返る。 

 

3.  英語であいさつする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to ask 

good questions in a 

debate and make a good 

counterargument. How 

well did you do today?  

Choose one number and 

write your comments 

either in Japanese or 

English.」 

2. T:「Do you think you have 

reached all the goals?  

What did you learn from 

this lesson?  Write your 

ideas in Japanese.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

 

＊目標到達度について１～

４のどの段階に達したか、挙

手で確かめ、励ましや称賛の

言葉をかける。 
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