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第１章  実践事例 

 
― 中学校 外国語 第２学年 ― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔中学校(第２学年)〕 

 

 
単 元 名：Program 6 A Work Experience Program   
単 元 目 標：職場体験についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理解することが

できる。また、自分の職場体験や将来の夢について、学習した表現を積極的に使いながら、スピーチをす

ることができる。 

新出言語材料：不定詞の用法（名詞的用法・副詞的用法・形容詞的用法） 

 

 

 

  

 主な言語活動 

 
今週の予定や週末にしたこ

とについて尋ねてみよう 

Basic Dialogue の練習／不定詞(名詞的・副詞的用

法)を使ったインタビュー活動(Task 1/Task 2) 

第２時 
由紀の職場体験について理

解しよう 

教員によるオーラル・イントロダクション／新出

単語練習／内容把握(Task 3/Task 4) 

第３時 
由紀の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 5)／再話活動(Task 

6)／要約文作成(Task 7) 

第４時 
武史の職場体験について理

解しよう 
新出単語練習／内容把握(Task 1/Task 2) 

第５時 
武史の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 3)／再話活動(Task 

4)／要約文作成(Task 5) 

第６時 

物当てゲームをしてみよう

／桃子の職場体験について

理解しよう 

Basic Dialogue の練習／不定詞(形容詞的用法)を使

ったインタビュー活動(Task 1)／新出単語練習／

内容把握(Task 2/Task 3) 

第７時 
桃子の立場で職場体験につ

いて話してみよう 

新出単語練習／音読活動(Task 4)／再話活動(Task 

5)／要約文作成(Task 6) 

第８時 スピーチ原稿を書こう スピーチ「My Work Experience」原稿作成 

第９時 スピーチを発表しよう スピーチ「My Work Experience」発表 

単元指導計画  

〔「CAN-DO リスト」を反映した目標設定〕 
   …「どのような英語を使って(Text)」  

   …「どのようなことをするのか(Task)」 

   …「どのような条件や状況で(Condition)」 

 

第１時 
 

 
Pre-reading Tasks 

「導入」 

 

Post-reading Tasks 

「表現」 

While-reading Tasks 

「理解」「音読」 

〔各２時間のタスクの流れ〕 
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１ 単元名 

  第２学年 「Program 6  A Work Experience Program」（開隆堂） 

 

２ 単元の目標 

職場体験についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理解す

ることができる。また、自分の職場体験や将来の夢について、学習した表現を積極的に使いながら、

スピーチをすることができる。 

 

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。 

中学生の由紀、武史、桃子が職業体験を通して学んだことを、ウッド先生に話したり、クラスの中

で将来の夢について発表したりする題材内容である。そこで、本単元では、職場体験で体験したこと

や将来の夢についてスピーチとして発表する活動を、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スピーチやその後の

やりとりにおいて、間違

うことを恐れず話すこ

とができている。 

 

①職場体験についての

話を読んで、その内容を

口頭で要約することが

できる。 

②職場体験についてま

とまりよく話すことが

できている。 

①まとまった文章を聞

いたり読んだりして、概

要や要点を的確に理解

している。 

①不定詞の意味や用法

について理解している。 

 

 

４ 主な言語活動と「CAN-DO リスト」との関連 （滋賀県モデル「CAN-DO リスト」を参考に作成） 

「CAN-DO リスト」形式の目標設定 言語活動 

ゆっくりはっきりと話されれば、自分や学校、地域など、身の回りに関する

簡単な内容を理解することができる。 
スピーチ 

身近な暮らしにかかわる事柄について、基本的な語句を用いてスピーチをし

たり、会話をしたりすることができる。 
スピーチ 

平易なまとまりのある文章を読み、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。 
概要把握のタスク 

簡単な語句や基礎的な表現を用いて、身近な暮らしにかかわる場面での出来

事や体験したことなどについて、まとまりのある文章で書くことができる。 
スピーチ原稿の作成 

 

５ 指導と評価の計画（９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 ○ 本単元で身に付ける技能や理解する内容を知る。 

 

  

○ 今週の予定や週末にしたことについて、学習した表

現を使って、話すことができる。 

・ 教員のオーラル・イントロダクションや教科書

Basic Dialogue を通して、不定詞の名詞的用法や副

詞的用法を理解する。 

・ 今週の予定や週末にしたことについて尋ね合うイ

ンタビュー活動を行う。 

 

 

 

知・理① 

 

 

知・理① 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

活動の観察 

２ ○ 由紀の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

することができる。 

・ 教員のオーラル・イントロダクションを聞き、単元

の内容についての興味・関心を高める。 

・ 本文に出てくる単語や熟語を練習する。 

・ 由紀の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

する。 

 

 

 

 

 

 

理解① 

 

 

 

 

 

 

筆記テスト 

３ ○ 教科書の内容をペアで再生することができる。 

○ 英語らしい発音やリズムで、教科書の内容を音読す

ることができる。 

・ 教科書の内容についての設問に答える。 

・ 音読練習を行う。 

・ 教科書の内容をペアで再生する。 

・ 再生した内容を書く。 

 

 

 

理解① 

 

 

表現① 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

活動の観察 

４ ○ 武史の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

することができる。 

・ 本文に出てくる単語や熟語を練習する。 

・ 武史の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

する。 

 

 

 

 

理解① 

 

 

 

 

筆記テスト 

５ ○ 教科書の内容をペアで再生することができる。 

○ 英語らしい発音やリズムで、教科書の内容を音読す

ることができる。 

・ 教科書の内容についての設問に答える。 

・ 音読練習を行う。 

・ 教科書の内容をペアで再生する。 

・ 再生した内容を書く。 

 

 

 

理解① 

 

 

表現① 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

活動の観察 

６ ○ 物の特徴について、学習した表現を使って、説明す

ることができる。 

○ 桃子の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

することができる。 

・ 教員のオーラルインタラクションや教科書 Basic 

Dialogue を通して、不定詞の形容詞的用法を理解

する。 

・ 物の特徴について尋ね合うインタビュー活動を行

う。 

・ 桃子の職場体験についての英語を聞き、概要を理解

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

知・理① 

 

 

知・理① 

 

理解① 

 

 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

活動の観察 

 

筆記テスト 
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７ ○ 教科書の内容をペアで再生することができる。 

○ 英語らしい発音やリズムで、教科書の内容を音読す

ることができる。 

・ 本文に出てくる単語や熟語を練習する。 

・ 教科書の内容について設問に答える。 

・ 音読練習を行う。 

・ 教科書の内容をペアで再生する。 

 

 

 

 

理解① 

 

表現① 

 

 

 

 

筆記テスト 

 

活動の観察 

８ ○ 職場体験について、まとまりのある文章を書くこと

ができる。 

・ メモを使って、書きたい内容を日本語でまとめる。 

・ 例を提示し、スピーチの構成について理解する。 

・ スピーチ原稿を書く。 

・ 書いた原稿をペアやグループで読み、日本語で感想

を述べあう。 

 

 

 

 

表現② 

 

 

 

 

 

 

ワークシート 

 

 

９ ○ 英語らしいリズムや発音で、職場体験についてスピ

ーチをすることができる。 

○ スピーチを聞いて、感想や意見を短い文で述べるこ

とができる。 

・ ペアでスピーチを練習する。パートナーを替えて何

度も練習を行う。 

・ 発表者（１人）、プロンプター（１人）、聞き役（３

人）の５人一組でスピーチを行う。聞き役の生徒は、

スピーチ後に発表者に対して感想を述べる。 

・ グループでの代表者が全体でスピーチ発表を行う。 

 

 

 

 

 

関・意・態① 

表現② 

 

関・意・態① 

表現② 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞﾃｽﾄ 

 

活動の観察 

活動の観察 

 

（注） 

・ 「○」は各時間のねらいを、「・」は具体の学習活動を表している。 

・ 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、「筆

記テスト」など授業後に別の機会を設けて行う場合（定期テストで測ることも含めて）もある。 
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第２学年                     単元→ Program 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 〇 

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 〇 

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 LSRW 

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〔第１時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 1  

 

言語材料：不定詞の名詞的用法 

到達目標：今週の予定や週末にしたことについて、学んだ表現を使いながら、短い会話をすることが

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 

つなぎ言葉を用いるな

どして話を続けてい

る。 

語句や表現などの知識

を活用して話すことが

できる。 

英語で話される内容に

ついて、話し手の意向

を理解することができ

る。 

不定詞の名詞的・副詞

的用法の特徴を理解し

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 単元の目標を確認する。 

「CAN-DO Checklist」

を見ながら単元の目標

を知る。 

 

 

 

2. 【単元目標提示】 

T:「Now let’s check the 

goals for this program. 

（日本語で目標を確認） 

You will make a speech 

about your future plan. 」 

＊「CAN-DO Checklist」に

ついては、単元の学習後に提

出するよう伝える。 

 

 

 

 

3. 本時の目標を確認する。 

 

3. T: 「今日の目標は、今週の

予定や週末にしたことにつ

いて、学んだ表現を使って、

簡単なやりとりをすること

です。」 

 

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

理解する。 

(b) Basic Dialogue の例文

を練習する。 

 

 

 

 

1.  【基本文導入】 

(a) T:「Let’s talk about this 

picture.  This is the 

picture when I was in 

junior high school. 

Where is this?」 

S1: 「Tokyo?」 

T:「No, this is Kyushu.  I 

went to Kyushu for a 

school trip when I was 

junior high school.  I 

really had a great time 

there.  Look at this 

picture.  Where is 

this?」 

S2: 「This is (修学旅行

＊生徒とのやりとりを交え

ながら文法導入を行う。 

＊写真を提示しながら行う。 

＊Basic Dialogue の例文練

習は、全体やペアでの練習を

繰り返し、音読用 ICT 教材を

使いながら行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 
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先). 」 

T:「That’s right.  We are 

going to (修学旅行先) 

next year.  What do 

you want to do in (the 

name of the place)?  

For example, I want to 

eat delicious food.  

How about you, S1?」 

S1: 「Shopping.」 

T: 「Okay.  So you want to 

go shopping.  」 

S1: 「Yes.  I want to go 

shopping in (the name 

of the place).」 

T: 「Very good.  So, S1 

wants to go shopping in 

(the name of the place.) 

（この後、不定詞の名詞

的用法について説明す

る。）」 

 (b) T: 「Okay, let’s practice 

Basic Dialogue.  Listen 

and Repeat.」 

「Now, let’s practice in 

pairs.  」 

「Now look at the screen 

and practice the key 

sentences more.」 

2.  

(a) 教科書 p.54 の Let’s Try 

の会話を練習する。(Task 

1) 

(b) 今週末の予定について尋

ね合う活動を行う。 

(c) 尋ねた内容について、ペ

アで報告し合う。 

 

2. 【Task 1: インタビュー活

動】 

(a) T:「Take a look at the 

dialogue on page 54.  

Now you are going to 

talk about your plan this 

weekend.  Let’s practice 

the dialogue.  Repeat 

after me. 」 

  「Now look up.  I’ll show 

you the model dialogue.  

I’ll ask the question, 

“What…」 

(b) T:「Now you are going to 

interview your 

classmates.  Write the 

name of the person and 

his or her plan on your 

worksheet.  」 

(c) T:「では、書いた内容を、

英語でペアに伝えよう。

For example, Yuika 

wants to go shopping 

＊インタビュー活動を行う

前に、モデルを提示し、

Really?  Oh, you do?  How 

about you?など、相づちをう

ち、できるだけ長く会話を続

けるような表現を提示し、発

音練習を行う。 
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this weekend. 」 

 

[表現] 

[関・意・態] 

3. 

(a) 授業者の話す英語を聞

き、新出文法事項について

理解する。 

(b) Basic Dialogue の例文

を練習する。 

 

 

 

 

3.  【基本文導入】 

(a) T:「We talked about a 

school trip.  For 

example, you can say “I 

want to go shopping 

when I go to….”  How 

many of you want to go 

shopping when you go 

there? Okay, then, 

why do you want to go 

shopping?」 

S1: 「お土産をたくさん買

いたいから。」 

T:「Right.  You can say “I 

want to go shopping 

because I want to buy 

souvenirs.  But you 

could also say, “I want 

to go shopping to buy 

souvenirs.” 」 

（この後、不定詞の名詞的

用法について説明す

る。）」 

 (b) T: 「Okay, let’s practice 

Basic Dialogue.  Listen 

and Repeat.」 

「Now, let’s practice in 

pairs.」 

「Now look at the screen 

and practice the key 

sentences more.」 

＊生徒とのやりとりを交え

ながら文法導入を行う。 

＊Basic Dialogue の例文練

習は、全体やペアでの練習を

繰り返し、音読用 ICT 教材を

使いながら、暗記するまで行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 

4.  

(a) 週末の行動について尋ね

合う活動を行う。(Task 2) 

(b) 尋ねた内容について、ペ

アで報告し合う。 

 

4. 【Task 2: インタビュー活

動】 

(a) T:「Now you are going to 

ask your partner a 

question.  “Did you go 

anywhere last 

weekend?”  Let’s 

practice the dialogue.  

Repeat after me. 」 

   T:「Now you are going to 

interview your 

classmates.  Write the 

name of the person and 

what he or she did last 

weekend.  Also, write 

the reason（理由） on the 

chart.」 

(b) T:「では、書いた内容を、

英語でペアに伝えよう。

＊インタビュー活動を行う

前に、モデルを提示し、

Really?  Oh, you did?  

How about you?など、相づち

をうち、できるだけ長く会話

を続けるような表現を提示

し、発音練習を行う。 
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For example, Ken went 

to Kyoto to buy computer 

games.」 

 

[表現] 

[関・意・態] 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、今週の

予定や週末にしたことに

ついて、学んだ表現を使

って、簡単なやりとりを

することでした。では今

日の学習について振り返

ってみましょう。チェッ

クできた人は、今日の感

想を具体的に書いてくだ

さい。」 
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６ 学習指導案〔第２時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 1  

 

言語材料：不定詞の名詞的用法 

到達目標：由紀の職場体験についての英語を聞いたり読んだりし、概要や要点を整理しながら理解す

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 

未知語があっても、前

後の流れから推測して

内容を読み取ってい

る。 

発音やアクセントに気

を付けながら、単語を

音読することができ

る。 

あらすじや大切な部分

などを読み取ることが

できる。 

職場体験の題材でよく

使用される語彙等を理

解することができる。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、由紀の

職場体験についての英語

を聞いたり読んだりし、

大まかな内容を理解する

ことです。」 

 

 

 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 

＊スピーチ発表に対する感

想やコメントもリストに含

め、練習するよう伝える。 

 

 

 

[表現] 

展開 

(35m) 

1. 

(a) 写真を見ながら、職場体

験について考え、キーワード

を聞き取る。 

1. 【Oral Introduction】 

(a) T:「Look at the picture 

here.  This is the 

picture of work 

＊教科書で扱われている

nursery school や

supermarket 以外にも、実際
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 experience at Koka 

Junior High School.  

Where is this?」 

S1: 「This is コンビニ.」 

T: 「That’s right.  Some of 

you worked at a 

convenience store（板書

する）.  Who worked at 

a convenience store?  

Raise your hand.  Did 

you have a good time 

there, S2?」 

S2: 「Yes.  I had a good 

time.」 

T: 「What did you do 

there?」 

S: 「食べ物を売りました。」 

T:「Oh, you sold food?（板書

する）  Good.」 

に生徒が訪れた施設の名前

をいくつか導入し、板書して

おく。またそれぞれの施設で

体験したことに関してもい

くつかキーワードを提示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[知・理] 

2. 

(a) 由紀の職場体験を聞き、

キーワードを書き込む。 

(b) ペアや全体で解答を確認

する。 

 

2. 【Task 3: Graphic 

Organizer で聞き取った内容

をまとめる】 

(a) T:「I’m going to play the 

dialogue.  Ms. Wood is 

asking questions to Yuki 

about her work 

experience.  Close your 

textbook and write down 

some keywords.」 

（一回目） 

T: 「Talk to your partner 

and check the answers.」 

（二回目） 

T: 「Listen to the dialogue 

one more time.」 

 (b) T:「Let’s check the 

answers in pairs.（ペア確

認後）Now let’s check the 

answers together. 

＊何度か音声 CD を聞かせな

がらキーワードを書き取ら

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[関・意・態] [理解] 

3.  

(a) 黙読をした後、Task 4 の

True or False に答える。 

(b) ペアで解答を確認する。

その後、全体で答え合わせを

行う。 

3. 【Task 4: True or False】 

(a) T:「Let’s work on Task 3.  

Read the text silently 

and find the answers.    

You have 2 minutes.  

When you find the 

answer, underline the 

sentence.」 

(b)T:「Now let’s check the 

＊タイマーを設定して、時間

内に取り組ませることとす

る。 

＊全体で答えを確認する際

には、どこに根拠があるのか

を明確にするために、答えの

箇所を音読するよう促す。 

 

 



   

- 13 - 

 

 

 

  

answer in pairs.  

Student A is going to 

read the sentence.  B is 

going to answer “True” 

or “False.”  B さん、答え

が、F なら正しい語を選ん

で文章を読んでみよう。

一文ずつ交替しながら進

めよう。」 

 

 

 

 

 

 

[関・意・態][理解] 

4. 

全体やペアでの音読練習を

行う。 

4. 【本文音読】  

T:「Now let’s practice the 

dialogue.  Repeat after 

me. 」 

T:「Now let’s practice the 

dialogue in pairs.」 

 

＊机間指導しながら、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。 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、由紀の

職場体験についての英語

を聞いたり読んだりし、

大まかな内容を理解する

ことでした。では今日の

学習について振り返って

みましょう。チェックで

きた人は、今日の感想を

具体的に書いてくださ

い。」 
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６ 学習指導案〔第３時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 1  

 

言語材料：不定詞の名詞的用法 

到達目標：由紀の立場になって、職場体験について話すことができる。英語らしい発音やリズムで、

教科書の内容を音読することができる。 

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 

間違うことを恐れず、

積極的に読んだ内容を

まとめて話している。 

①正しい強勢、イント

ネーション、区切りな

どを用いて音読するこ

とができる。 

②読んだ内容をペアで

協力しながら再生する

ことができる。 

目的に応じた適切な速

さで文章を読み取るこ

とができる。 

基本的な強勢やイント

ネーションなどの違い

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、由紀の立

場になって、職場体験に

ついて話すことができ

る。英語らしい発音やリ

ズムで、教科書の内容を

音読することができる、

です。」 

 

 

 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 
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展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) 教員と同時に音読する。

(Overlapping) 

(b) 教員の質問に対して英語

で答える。 

1.【本文音読練習】 

(a) T:「Let’s practice reading 

together.」 

(b) T:「内容について復習し

よう。I’m going to ask 

you some questions.  

Where did Yuki have 

her work experience?」 

S1:「保育園。」 

T:「How do you say “保育

園”in English?  

Anyone?」 

S2:「A nursery school.」 

T:「That’s right.  Yuki 

worked at a nursery 

school.  Repeat after 

me.」 

＊概要について、生徒にいく

つか質問を投げかける。日本

語で答えた場合も、必ず英語

に直し、意味を英語で定着さ

せる。また、教員が文章に直

し、繰り返させるなど、単語

ではなく、できるだけ文章で

の理解を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

2.  

(a) 本文からチャンクを抜き

出し、ワークシートに書きこ

む。 

(b) 全体で確認する。 

(c) ペアで練習する。 

2.【Task 5: Chunk List】  

(a) T:「これらは、意味のかた

まりで chunk と言いま

す。数字は語数を表してい

ます。今から３分間で、こ

れらの表現を抜き出して

みよう。」 

(b) T:「Let's check the 

answers.」 

(c) T:「Now let’s read in 

pairs.  Fold the handout 

in half.  Student A will 

say a number and B will 

say the English.  Now, 

let’s practice with the 

screen.」 

＊暗記できるようになるま

で、ペアで何度も練習を重ね

る。 

＊ペアでできるようになっ

たら、音読用 ICT 教材の

「chunks」を使って言えるよ

うになったか確認する。 

3.  

音読練習を行う。 

①Buzz Reading 

②文字と音声を一致させな

がら読む 

③Overlapping（モデル音声

と） 

④Speed Reading 

⑤Sight Translation 

3.【本文音読練習】 

T:「Let's practice the 

dialogue.  覚えるくらい

まで何度も練習しよう。

You have 2 minutes.」 

T:「Look at the screen now.  

カラオケのように文字が

反転するので、読んでみよ

う。」 

T:「今度は徐々に文字が表れ

ていくので読んでみよう」 

T:「では、モデルのスピード

に合わせて読んでみよう。

音声と同時に読もう。」 

T: 「次々と文字が消えていく

ので消える前に読んでみ

よう。」 

T:「日本語を見て、英語を言

＊音読用 ICT 教材を活用し

ながら展開する。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤った発音やリズムで読

んでいる場合は指摘し、ま

た、全体でも確認する。 
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ってみよう。」 [表現①][知・理] 

4. 

(a) 本文を音読する。 

(b) 教科書を閉じ、再話

(Retelling)を英語で行う。 

(c) ペアを替えて行う。 

 

4.【Task 6: Retelling】 

(a) T:「Let’s play janken and 

decide who is going to be 

Ms. Wood and who is 

going to be Yuki.  Now, 

let’s read the textbook 

again.  できる人は、本

文を見ないで自分のパー

トを読んでみよう。」 

(b) 「Now close your 

textbook and practice 

the dialogue. Everyone, 

stand up.  まず、教科書

を見ないで、相手の顔を

見ながらやってみよう。 

（２回目）次は、ジェスチャ

ーを使いながらやろう。」 

(c) T:「Let’s change a 

partner and play 

janken.」 

 

＊何度か繰り返す中で、生徒

に求めるパフォーマンスの

レベルを上げる工夫をする。

＊時間があれば、何名か指名

して、発表させてもよい。 

 

 

[関・意・態][表現②] 

5. 

本文の穴埋めを行う。 

5.【Task 7 Written 

Reproduction】  

(a) T:「Now, close your book 

and fill in the blanks in 

Task 6.」 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、由紀の

立場になって、職場体験

について話すことができ

る。英語らしい発音やリ

ズムで、教科書の内容を

音読することができる、

でした。では、今日の学

習について振り返ってみ

ましょう。チェックでき

た人は、今日の感想を具

体的に書いてください。」 
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６ 学習指導案〔第４時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 2 

 

言語材料：不定詞の副詞的用法 

到達目標：武史の職場体験についての英語を聞いたり読んだりし、概要や要点を整理しながら理解す

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 

未知語があっても、前

後の流れから推測して

内容を読み取ってい

る。 

発音やアクセントに気

を付けながら、単語を

音読することができ

る。 

あらすじや大切な部分

などを読み取ることが

できる。 

職場体験のトピックで

よく使用される語彙等

を理解することができ

る。 

 

本時の展開 

T：授業者  S：生徒 

 学習内容・学習活動 

Students’ Activities 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、武史

の職場体験についての

英語を聞いたり読んだ

りし、大まかな内容を理

解することです。」 

 

 

 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 

＊スピーチ発表に対する感

想やコメントもリストに含

め、練習するよう伝える。 

 

 

 

 

 

[表現] [理解] 

展開 

(35m) 

1. 

(a) 武史の職場体験を聞き、

キーワードを書き込む。 

(b) ペアや全体で解答を確認

する。 

 

1. 【Task 1: Graphic 

Organizer で聞き取った内容

をまとめる】 

(a) T:「I’m going to play the 

dialogue.  Ms. Wood is 

asking questions to 

Takeshi about his work 

experience.  Close your 

textbook and write down 

＊何度か音声 CD を聞かせな

がらキーワードを書き取ら

せる。 
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some keywords.」 

（一回目） 

T: 「Talk to your partner 

and check the answers.」 

（二回目） 

T: 「Listen to the dialogue 

one more time.」 

 (b) T:「Let’s check the 

answers in pairs.（ペア確

認後）Now let’s check the 

answers together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[関・意・態] [理解] 

2.  

(a) 黙読をした後、Task 4 の

True or False に答える。 

(b) ペアで解答を確認する。

その後、全体で答え合わせを

行う。 

2. 【Task 2: True or False】 

(a) T:「Let’s work on Task 3.  

Read the text silently 

and find the answers.    

You have 2 minutes.  

When you find the 

answer, underline the 

sentence.」 

(b)T:「Now let’s check the 

answer in pairs.  

Student A is going to 

read the sentence.  B is 

going to answer “True” 

or “False.”  B さん、答え

が、F なら正しい語を選ん

で文章を読んでみよう。

一文ずつ交替しながら進

めよう。」 

＊タイマーを設定して、時間

内に取り組ませることとす

る。 

＊全体で答えを確認する際

には、どこに根拠があるのか

を明確にするために、答えの

箇所を音読するよう促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[関・意・態][理解] 

3. 

全体やペアでの音読練習を

行う。 

3. 【本文音読】  

T:「Now let’s practice the 

dialogue.  Repeat after 

me. 」 

T:「Now let’s practice the 

dialogue in pairs.」 

 

＊机間指導しながら、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。 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、武史と

の職場体験についての英

語を聞いたり読んだり

し、大まかな内容を理解

することでした。では、

今日の学習について振り

返ってみましょう。チェ

ックできた人は、今日の

感想を具体的に書いてく

ださい。」 
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６ 学習指導案〔第５時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 2 

 

言語材料：不定詞の副詞的用法 

到達目標：武史の立場になって、職場体験について話すことができる。英語らしい発音やリズムで、

教科書の内容を音読することができる。 

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 

間違うことを恐れず、

積極的に読んだ内容を

まとめて話している。 

①正しい強勢、イント

ネーション、区切りな

どを用いて音読するこ

とができる。 

②読んだ内容をペアで

協力しながら再生する

ことができる。 

目的に応じた適切な速

さで文章を読み取るこ

とができる。 

基本的な強勢やイント

ネーションなどの違い

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、武史の立

場になって、職場体験に

ついて話すことができ

る。英語らしい発音やリ

ズムで、教科書の内容を

音読することができる、

です。」 

 

 

 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 
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展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) 教員と同時に音読する。

(Overlapping) 

(b) 教員の質問に対して英語

で答える。 

1.【本文音読練習】 

(a) T:「Let’s practice reading 

together.」 

(b) T:「内容について復習し

よう。I’m going to ask 

you some questions.  

Where did Takeshi have 

her work experience?」 

 

＊概要について、生徒にいく

つか質問を投げかける。日本

語で答えた場合も、必ず英語

に直し、意味を英語で定着さ

せる。また、教員が文章に直

し、繰り返させるなど、単語

ではなく、できるだけ文章で

の理解を促す。 

 

 

[理解] 

2.  

(a) 本文からチャンクを抜き

出し、ワークシートに書きこ

む。 

(b) 全体で確認する。 

(c) ペアで練習する。 

2.【Task 3: Chunk List】  

(a) T:「今から３分間で、本文

からキーワードを抜き出

してみよう。」 

(b) T:「Let's check the 

answers.」 

(c) T:「Now let’s read in 

pairs.  Fold the handout 

in half.  Student A will 

say a number and B will 

say the English.  Now, 

let’s practice with the 

screen.」 

＊暗記できるようになるま

で、ペアで何度も練習を重ね

る。 

＊ペアでできるようになっ

たら、音読用 ICT 教材の

「chunks」を使って言えるよ

うになったか確認する。 

3.  

音読練習を行う。 

①Buzz Reading 

②文字と音声を一致させな

がら読む 

③Overlapping（モデル音声

と） 

④Speed Reading 

⑤Sight Translation 

3.【本文音読練習】 

T:「Let's practice the 

dialogue.  覚えるくらい

まで何度も練習しよう。

You have 2 minutes.」 

T:「Look at the screen now.  

カラオケのように文字が反

転するので、読んでみよ

う。」 

T:「今度は徐々に文字が表

れていくので読んでみよ

う。」 

T:「では、モデルのスピー

ドに合わせて読んでみよ

う。音声と同時に読もう。」 

T: 「次々と文字が消えてい

くので消える前に読んでみ

よう。」 

T:「日本語を見て、英語を

言ってみよう。」 

＊音読用 ICT 教材を活用し

ながら展開する。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤った発音やリズムで読

んでいる場合は指摘し、ま

た、全体でも確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現①][知・理] 

4. 

(a) 本文を音読する。 

(b) 教科書を閉じ、再話

(Retelling)を英語で行う。 

(c) ペアを替えて行う。 

 

4.【Task 4: Retelling】 

(a) T:「Let’s play janken and 

decide who is going to be 

Ms. Wood and who is 

going to be Takeshi.  

Now, let’s read the 

textbook again.   

＊何度か繰り返す中で、生徒

に求めるパフォーマンスの

レベルを上げる工夫をする。

＊時間があれば、何名か指名

して、発表させてもよい。 
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   できる人は、本文を見な

いで自分のパートを読ん

でみよう。」 

(b) 「Now close your 

textbook and practice 

the dialogue. Everyone, 

stand up.  まず、教科書

を見ないで、相手の顔を

見ながらやってみよう。 

（２回目）次は、ジェスチャ

ーを使いながらやろう。」 

(c) T:「Let’s change your 

partner and play 

janken.」 

 

 

[関・意・態][表現②] 

5. 

本文の穴埋めを行う。 

5.【Task 7 Written 

Reproduction】  

 T:「Now, close your book 

and fill in the blanks in 

Task 4.」 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、武史の

立場になって、職場体験

について話すことができ

る。英語らしい発音やリ

ズムで、教科書の内容を

音読することができる、

でした。 

  では今日の学習について

振り返ってみましょう。

チェックできた人は、今

日の感想を具体的に書い

てください。」 
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６ 学習指導案〔第６時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 3 

 

言語材料：不定詞の形容詞的用法 

到達目標：物の特徴について、学んだ表現を使いながら、短い会話をすることができる。また、桃子

の職場体験についての英語を聞いたり読んだりし、概要や要点を整理しながら理解するこ

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 

間違うことを恐れず、

積極的に話し続けてい

る。 

語句や表現などの知識

を活用して話すことが

できる。 

英語で話された内容を

聞き、キーワードを書

き取ることができる。 

不定詞の形容詞的用法

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(5m) 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、物の特徴

についてペアで簡単なや

りとりをし、桃子の職場

体験について内容を理解

することです。」 

 

 

 

展開 

(40m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

(a) 授業者の話す英語を聞

き、新出文法事項について

理解する。 

(b) Basic Dialogue の例文

を練習する。 

 

 

 

 

1.  【基本文導入】 

(a) T:「I have something in 

this box.  It is long and 

yellow.  What do I 

have?  Anyone?  This 

is something to eat.（板

書する）」 

S1: 「banana?」 

T:「That’s right. 」 

（この後、不定詞の形容詞

的用法について説明す

る。」 

 (b) T: 「Okay, let’s 

practice Basic Dialogue.  

Listen and Repeat.」 

「Now, let’s practice in 

pairs.」 

「Now look at the screen 

and practice the key 

sentences more.」 

＊不定詞の名詞的用法と副

詞的用法の違いに気が付く

よう、生徒とのやりとりを交

えながら文法導入を行う。 

＊写真を提示しながら行う。 

＊Basic Dialogue の例文練

習は、全体やペアでの練習を

繰り返し、音読用教材を使い

ながら、暗記するまで行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [知・理] 
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2.  

(a) 教科書 p.58 の Let’s Try 

の会話を練習する。(Task 1) 

(b) 友達と物当てゲームを行

い、時間内にいくつ言い当て

られるかを競う。 

 

2. 【Task 1: 物当てゲーム】 

(a) T:「Take a look at the 

dialogue on page 58.  

Now you are going to 

play the game.  Let’s 

practice the dialogue.  

Repeat after me. 」 

  「Now look up.  I’ll show 

you the model dialogue.」 

（ペアでそれぞれ違う物がい

くつか書いてあるワーク

シートを配る） 

(b) T:「Now Student A, you 

can start first.  You 

have 3 minutes.  When 

your partner can say the 

answer, check the box.

（ペアを交替して行う） 」 

 

＊物当てゲームを行う前に、

モデルを提示し、Give me 

more hints.  What do you 

think?  I got it.など、会話を

豊かにする表現を提示する

などの工夫を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

[関・意・態] 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

(a) 桃子の職場体験を聞き、

キーワードを書き込む。 

(b) ペアや全体で解答を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 【Task 2: Graphic 

Organizer で聞き取った内容

をまとめる】 

(a) T:「I’m going to play the 

dialogue.  Momoko 

gives a speech about her 

work experience.  Close 

your textbook and write 

down some keywords.」 

（一回目） 

T: 「Talk to your partner 

and check the answers.」 

（二回目） 

T: 「Listen to the dialogue 

one more time.」 

（三回目：教科書を黙読して） 

T: 「Now open your 

textbook.  I’ll read the 

dialogue again so 

underline the answers.  

 

＊何度か音声 CD を聞かせな

がらキーワードを書き取ら

せる。最後は、黙読で答えの

箇所を確認できるよう、文字

を目で追いながら聞くよう

指示する。 
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   後でワークシートに記入

する時間は取るので、今は

黙読してみよう。」 

(b) T:「Let’s check the 

answers in pairs.（ペア確

認後）Now let’s check the 

answers together. 

 

 

 

 

 

 

[理解] 

5. 

(a) Task 3 の True or False

に答える。 

(b) ペアで解答を確認する。

その後、全体で答え合わせを

行う。 

5. 【Task 3: True or False】 

(a) T:「Let’s work on Task 3.  

You have 2 minutes.  

When you find the 

answer, underline the 

part.」 

(b)T:「Now let’s check the 

answer in pairs.  

Student A is going to 

read the sentence.  B is 

going to answer “True” 

or “False.”  B さん、答え

が、F なら正しい語を選ん

で文章を読んでみよう。

一文ずつ交替しながら進

めよう。」 

＊タイマーを設定して、時間

内に取り組ませる。 

 

＊全体で答えを確認する際

には、どこに根拠があるのか

を明確にするために、答えの

箇所を音読するよう促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、物の特

徴についてペアで簡単な

やりとりをし、桃子の職

場体験について内容を理

解することでした。では、

今日の学習について振り

返ってみましょう。チェ

ックできた人は、今日の

感想を具体的に書いてく

ださい。」 
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６ 学習指導案〔第７時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

Part 3 

 

言語材料：不定詞の形容詞的用法 

到達目標：桃子の立場になって、職場体験について話すことができる。英語らしい発音やリズムで、

教科書の内容を音読することができる。 

 

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 

間違うことを恐れず、

積極的に読んだ内容を

まとめて話している。 

①正しい強勢、イント

ネーション、区切りな

どを用いて音読するこ

とができる。 

②読んだ内容をペアで

協力しながら再生する

ことができる。 

目的に応じた適切な速

さで文章を読み取るこ

とができる。 

基本的な強勢やイント

ネーションなどの違い

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(10m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は桃子の立

場になって、職場体験につ

いて話すことができる、で

す。英語らしい発音を心が

けてみよう。」 

 

 

 

3. 

(a) 教員の後について単語を

発音する。 

(b) 個人で練習した後、ペア

で理解度をチェックする。 

3. 【新出単語練習】 

(a) T:「Now let’s check the 

new words.  Repeat 

after me.」 

(b) T:「You have 1 minute to 

practice and memorize 

the words.」 

 T: 「Now let’s work in 

pairs.  Student A will 

say the Japanese and B 

will say it in English.」 

＊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。 
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展開 

(35m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

(a) 本文からチャンクを抜き

出し、ワークシートに書きこ

む。 

(b) 全体で確認する。 

(c) ペアで練習する。 

1.【Task 4: Chunk List】  

(a) T:「今から３分間で、本文

中からキーワードを抜き

出してみよう。」 

(b) T:「Let's check the 

answers.」 

(c) T:「Now let’s read in 

pairs.  Fold the handout 

in half.  Student A will 

say a number and B will 

say the English.  Now, 

let’s practice with the 

screen.」 

＊暗記できるようになるま

で、ペアで何度も練習を重ね

る。 

＊ペアでできるようになっ

たら、音読用 ICT 教材の

「chunks」を使って言えるよ

うになったか確認する。 

2.  

音読練習を行う。 

①Buzz Reading 

②文字と音声を一致させな

がら読む 

③Overlapping（モデル音声

と） 

④Speed Reading 

⑤Sight Translation 

2.【本文音読練習】 

T:「Let's practice the 

dialogue.  覚えるくらい

まで何度も練習しよう。

You have 2 minutes.」 

T:「Look at the screen now.  

カラオケのように文字が反

転するので、読んでみよ

う。」 

T:「今度は徐々に文字が表

れていくので読んでみよ

う」 

T:「では、モデルのスピー

ドに合わせて読んでみよ

う。音声と同時に読もう。」 

T: 「次々と文字が消えてい

くので消える前に読んでみ

よう」 

T:「日本語を見て、英語を

言ってみよう。」 

＊音読用 ICT 教材を活用し

ながら展開する。 

＊生徒の様子を観察しなが

ら、誤った発音やリズムで読

んでいる場合は指摘し、ま

た、全体でも確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現①][知・理] 

3. 

(a) 本文を音読する。 

(b) 教科書を閉じ、再話

(Retelling)を英語で行う。 

(c) ペアを替えて行う。 

 

3.【Task 5: Retelling】 

(a) T:「Let’s play janken and 

decide who is going to be 

Ms. Wood and who is 

going to be Momoko.  

Now, let’s read the 

textbook again.  できる

人は、本文を見ないで自

分のパートを読んでみよ

う。」 

(b) 「Now close your 

textbook and practice 

the dialogue. Everyone, 

stand up.  まず、教科書

を見ないで、相手の顔を

見ながらやってみよう。 

 

＊何度か繰り返す中で、生徒

に求めるパフォーマンスの

レベルを上げる工夫をする。

＊時間があれば、何名か指名

して、発表させてもよい。 

 

 

[関・意・態][表現②] 
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（２回目）次は、ジェス

チャーを使いながらやろ

う。」 

(c) T:「Let’s change a 

partner and play 

janken.」 

 

4. 

本文の穴埋めを行う。 

4.【Task 6: Written 

Reproduction】  

T:「Now, close your book and 

fill in the blanks in Task 

5.」 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は桃子の立

場になって、職場体験に

ついて話すことができ

る、でした。では、今日

の学習について振り返っ

てみましょう。チェック

できた人は、今日の感想

を具体的に書いてくださ

い。」 
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６ 学習指導案〔第８時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

 

言語材料：不定詞（名詞的用法・副詞的用法・形容詞的用法） 

到達目標：自分の職場体験について、学んだ表現を使ってまとまりのある文章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、

スピーチの構造につい

て理解することができ

る。 

不定詞の働きについて

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(5m) 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting  

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、学ん

だ表現を使って、まとま

りのある文章を書くこ

とです。」 

 

 

 

展開 

(40m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

(a) Part 1～3 を通して読み、

概要を確認する。 

(b) 教員の英語の質問に答え

る。 

1. 【Program 6 の復習】 

(a)T:「Let’s review program 

6.  I’ll play the CD 

from Part 1.  Please 

listen carefully because 

I’m going to ask you 

some questions later.」 

(b) T:「Are you ready?  

Where did Yuki have 

work experience?」 

S: 「nursery school」 

T:「That’s right.  She 

worked at a nursery 

school.」 

＊英問英答の活動は、グルー

プ対抗にするなどの工夫を

行う。 

＊生徒の答えが単語である

ならば、必ず教員が文章にし

て言い換えておく（必要があ

れば、繰り返させる）。 

2.  

(a) メモにスピーチで話した

いことを書く。 

(b) メモをもとに、ペアでや

りとりする。 

 

2.【原稿メモ作成】 

(a) T:「スピーチを書く前に、

どんなことについて書き

たいか、メモでまとめてみ

よう。」 

(b) T:「体験場所や体験内容な

ど、書いた内容についてペ

アで話してみよう。Let’s 

read the model dialogue 

together.」 

＊体験場所や体験内容、体験

で学んだこと、将来の夢など

の項目について簡単に日本

語でまとめさせる。 
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3.  

(a) モデルスピーチを読み、

グループで要点を読み取る。 

(b) 全体で答えを確認し、ス

ピーチの構成について理解

する。 

(c) スピーチ原稿を書く。 

3.【モデルスピーチを読み、

構成を理解する】 

(a) T:「Let’s read the story in 

a group.  You have 5 

minutes.  周りの人と協

力して答えを見つけてみ

よう。」 

(b) T:「Now let’s check the 

answers. スピーチで分

かりやすく伝えるために

は、スピーチの構成を意

識することが大切です。

イントロダクション（導

入）、３つの体験内容、体

験で学んだこと、将来の

夢、などの要素を入れな

がら、情報を分かりやす

く配置することが大切で

す。実際にスピーチを書

く際にも、できるだけ、

構成を意識して書いてみ

よう。」 

(c) T:「Okay, let’s write a 

speech script.」 

＊ペアで協力しながら取り

組むよう促す。 

＊辞書を積極的に活用し、50

語程度で原稿を完成するよ

う伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現][理解] 

4． 

グループで回し読みをし、相

互評価表に記入する。 

4.【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

トが理解できるよう、分かり

やすい表現で書くよう促す。 

[知・理] 

5． 

友達からのフィードバック

を受けて、書き直す。また、

スピーチの際に使う絵を描

く。 

5.【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、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「今日の目標は、学んだ

表現を使って、まとまり

のある文章を書くことで

した。では、今日の学習

について振り返ってみま

しょう。チェックできた

人は、今日の感想を具体

的に書いてください。」 

   

＊希望者は、教員の添削を受

けるよう伝える。 
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６ 学習指導案〔第９時〕 

 

Sunshine English Course 2 

Program 6  A Work Experience Program 

 

言語材料：不定詞（名詞的用法・副詞的用法・形容詞的用法） 

到達目標：職場体験について、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、スピ

ーチを聞いて、短い文章で感想やコメント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 

聞き手が理解しやすく

なるように工夫して話

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スピーチを聞いた

後、短い文章で感想や

コメントを述べること

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。 

不定詞の働きについて

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

観点別評価分類と留意点 

Evaluation  

導入 

(5m) 

1. 英語であいさつをする。 

曜日や日付を答える。 

1. Greeting 

 

 

2. 本時の目標を確認する。 

 

2. 【本時の目標提示】 

T: 「今日の目標は、職場体験

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、です。

また、スピーチを聞いて、

短い文章で感想やコメン

トを述べることです。」 

 

 

 

展開 

(40m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

1.【音読練習】 

(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. 口

を大きく開けて練習しよ

う。」 

 

＊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] 
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2.  

教員によるデモを見た後、グ

ループ内で発表し、聞き手は

感想を述べる。 

〈役割分担〉 

①Speaker 

②Prompter 

③Listener 1 

④Listener 2 

⑤Listener 3 

 

 

2.【グループ内発表】 

T: 「Let’s make a group of 

five.  発表者、プロンプタ

ー、聞き手を決めよう。プ

ロンプターは、話す人の原

稿を持って、必要なら助け

てあげよう。聞き役の人

は、スピーチの後、コメン

トを用紙に記入し、全員の

発表が終わったら、感想を

一人ずつ述べよう。」 

＊発表前に教員によるデモ

を見せて、到達すべき目標を

確認する。特に感想に対して

は、「スピーチの印象（よか

った点）」「分かったこと」「自

分が思ったこと」「アドバイ

ス」などを中心に述べられる

ようにする。 

 

＊発表者は絵を見せながら

発表するよう指示する。その

際には、話し手の顔が隠れな

いよう注意させる。 

 

＊教員は、タイマーを使っ

て、全員が発表できるよう時

間の管理をする。 

 

＊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。 

 

[表現①②][理解] [関・意・態] 

3.  

グループ内での「おすすめ

speaker」を決める。 

3. 【代表者を決定する】 

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） 

＊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。 

 

 

4.  

グループで選ばれた代表者

がスピーチを発表する。 

 

 

4.【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、感想を述べられるよ

う、メモしよう。」 

2. T:「Okay, who is going to 

give a speech, Group 1?  

S1 is going to talk about 

his experience.  How 

was his speech, S2?」 

S2:「His speech was very 

interesting.」 

＊教員は原稿を預かり、

Prompter の役をする。 

 

 

＊必ず最後には教員のフィ

ードバックを与える。 

 

 

 

 

 

〈発表の流れ〉 

①一人ずつスピーチする。聞き手は、

発表後、評価とコメントを記入する。 

②全員の発表が終わった後、一人ずつ

口頭で、感想を述べ合う。 
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T:「Oh, it was?  Let’s hear 

his speech.  S1, please 

come up to the front.」 

 

（発表後） 

 

T:「Great job.  Any 

comments?」 

S3:「I think his speech was 

nice.  I want to work at 

a store, too. 

S1:「Thank you for your 

comment.」 

 

T：「Good job, S1.  Your 

speech was very 

interesting.  You had 

very good eye-contact.」 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

 

2.  英語であいさつをする。 

 

 

 

1. T:「今日の目標は、職場体

験について、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、で

した。また、スピーチを

聞いて、短い文章で感想

やコメントを述べること

ができる、でした。では、

今日の学習について振り

返ってみましょう。チェ

ックできた人は、今日の

感想を具体的に書いてく

ださい。」  
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第２章  実践事例 

 
― 高等学校 外国語 第２学年 ― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔高等学校(第２学年)〕 

 

 
単 元 名：Lesson 3  Eating Up the Sea? 

単元目標：水産資源減少についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理解することが

できる。また、水産資源減少に対する解決策について、自分の意見を理由とともに、述べることができる。 

 

 

 

 

  

 主な言語活動 

第１時 

レッスンを通して読み、概要を理解し
よう 

ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて概要を理解しよう(Part 1/2) 

教員によるオーラル・イントロダク
ション(Task 1)／レッスン全体の概
要理解(Task 2)／キーワード定義
(Task 3) 

第２時 
ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて詳細を理解しよう(Part 1/2) 

内容把握(Task 4/Task 5)／指示語
(Task 6) 

第３時 
ハワイの魚市場や水産資源の現状に
ついて自分の言葉でまとめよう (Part 

1/2) 

音読活動(Task 7)／再話活動(Task 8)

／要約文作成(Task 9) 

第４時 
水産資源減少に対する解決策につい
て概要を理解しよう(Part 3/4) 

キーワード定義(Task 1) ／内容把握
(Task 2) 

第５時 
水産資源減少に対する解決策につい
て詳細を理解しよう(Part 3/4) 

内容把握(Task 3)／指示語(Task 4) 

第６時 
水産資源減少に対する解決策につい
て自分の言葉でまとめよう(Part 3/4) 

音読活動(Task 5)／再話活動(Task 6)

／要約文作成(Task 7) 

第７時 
グループディスカッションの準備を
しよう 

ブレインストーミング／原稿作成 

第８時 
グループディスカッションをやって
みよう 

グループディスカッション 

単元指導計画  

〔「CAN-DO リスト」を反映した目標設定〕 
   …「どのような英語を使って(Text)」  

   …「どのようなことをするのか(Task)」 

   …「どのような条件や状況で(Condition)」 

 

〔各３時間のタスクの流れ〕 

 
Pre-reading Tasks 

「導入」 

 

While-reading Tasks 

「理解」「音読」 

Post-reading Tasks 

「表現」 
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１ 単元名 

  第２学年 「Lesson 3  Eating Up the Sea?」(第一学習社） 

 

２ 単元の目標 

水産資源減少についての文章を読み、知っている語句から内容を推察しながら、概要や要点を理

解することができる。また、水産資源減少に対する解決策について、自分の意見を理由とともに、

述べることができる。 

 

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、日本の将来にとって重要な課題である漁業について、その持続可能性を考える

ことをねらいとして設定されている。まず、ハワイの魚市場の競りの様子を読み、生徒が漁

業への興味を高めることをねらいとする。次いで、世界的規模の漁業の歴史と、漁業資源の

現状について読んだ後、日本人がこれまで当たり前に口にしてきた魚が将来的にも安定して

入手することが困難になるかもしれないことを理解させる。また、単元終末の自己表現活動

においては、水産資源の減少に対する解決策について話し合う活動を設定し、読んだことに

基づいて話し合ったり、意見の交換をしたりする能力を養うことを目指す。 

   

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日本の漁業の深刻な

実態に関心を持ち、自分

の考えを積極的に伝え

ようとしている。 

 

 

①説明文の内容を口頭

で要約することができ

る。 

②水産資源の減少につ

いての解決策を分かり

やすく伝えることがで

きる。 

①まとまった量の説明

文を聞いたり読んだり

して、概要や要点を的確

に理解している。 

①世界の漁業文化や水

産資源の減少及びその

原因と対策について理

解している。 

 

４ 主な言語活動と「CAN-DO リスト」の関連 (滋賀県モデル「CAN-DO リスト」を参考に作成） 

「CAN-DO リスト」形式の目標設定 言語活動 

はっきりとした発音で話されれば、身近な話題に関する説明や意見、物語を

聞いて、必要な情報を取捨選択しながら、内容を把握することができる。 
内容理解のタスク 

興味関心のある事柄について、読んだり経験したりしたことに基づき、意見

交換したり質疑応答したりすることができる。 

単元終末のディスカッシ

ョン 

比較的社会性の高いテーマを扱った物語や説明文を、120WPM 程度の速度

で読み進め、概要や要点をとらえたり、目的に応じた読み方をしたりするこ

とができる。 

内容理解のタスク 

日常生活の様々な話題に関する報告や評論などについて、その概要や要点、

自分の考えや気持ちをまとまりのある論理的な文章で報告することができ

る。 

単元終末のディスカッシ

ョン 

 

５ 指導と評価の計画(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、指導上の留意点 
単元の 

評価規準 
評価方法 

１～

６ 

［ねらい］ 

 本文を通して読み、概要を捉えることができる。その後、

本文を二つに分け、各セクションの内容を読んで、概要や要

点を的確に理解する。また、読んだ内容を整理して要約する

ことができる。(§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．映像を視聴したり、教員のオーラル・イントロダクショ

ンを聞いたりして、単元内容についての背景となる知識

(スキーマ）を高める。(Task 1） 

２．本文を通して読み、英語の設問に答える。（Task 2） 

３．新出単語について、発音や意味を確認するとともに、派

生語、発音記号、例文などを確認する。 

４．キーワードとその定義をマッチングさせる活動を行う。

答え合わせ後、ペアでキーワードを当てる活動を行う。

(Task 3） 

５．教員の音読を聞きながら本文を黙読し、それぞれの段落

の概要としてふさわしいものを選ぶ。(Task 4） 

６．本文の内容に合うもの(True）、合わないもの(False）を確

認する。(Task 5）  

７．指示語が指している内容を確認する。(Task 6） 

８．全体の音読練習を行う。 

９．日本語の意味に合う英語のチャンクを本文中から抜き出

し、音読練習を行う。(Task 7） 

10．写真をもとに、再話（Retelling）を行う。(Task 8） 

11．要約文を書く。(Task 9） 

［指導上の留意点］ 

・ (活動１）教員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５）教員は段落ごとに生徒が問題に取り組む時間を

設ける。 

・ (活動６）ペアで活動する際には、ワークシートに頼らず

に、できるだけ「Read and Look up」で答え合わせを行う

よう促す。 

・ (活動８・９）音読用 ICT 教材を活用する。また、スピー

ドを調節しながらシャドーイングを行う。最終的には

120wpm を意識して音読する。音読活動は、ペアでの活動

を中心とし、「Overlapping」「Read and Look up」などを取

り入れ、生徒が飽きないよう工夫する。 

・ (活動９）ここで扱うチャンクは、後の要約活動における

キーワードとなっているため、暗唱できるまで何度もペア

で練習するよう促す。 

・ (活動 10・11）教科書を閉じて行う。 

(§２も§１と同じ指導の流れを踏まえる） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解の① 

 

 

 

 

 

 

理解の① 

 

 

 

 

 

 

 

表現の① 

知・理の① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

 

 

 

 

 

活動の観察 

筆記テスト 
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７～

８ 

［ねらい］ 

水産資源の減少を食い止めるには、何ができるかを考え、

ペアやグループで話し合うことができる。 

［学習活動］ 

１．教科書を通して読み、概要を理解する。 

２．水産資源の減少を食い止めるにはどんな解決策があるか

について、個人やペアで意見を出し合う。 

３．自分の意見を書いてまとめる。 

４．原稿をペアで推敲する。 

５．原稿をもとに、ペアで意見交換する。 

６．グループで意見を交換する。 

［指導上の留意点］ 

・  (活動６)解決策を聞いた後に、必ず相手の意見を要約し、

質問したり感想を述べたりする場面を設ける。 

 

 

 

 

 

理解の① 

 

 

 

 

表現の② 

関・意・態 

 

 

 

 

 

筆記テスト 

 

 

 

 

活動の観察 

活動の観察 
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６ 学習指導案 〔第１時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

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。 

発音、リズムやイント

ネーションなどの音声

的な特徴をとらえて単

語の発音ができてい

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。 

段落におけるトピッ

ク・センテンスの働き

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting  

2.  単元の目標を確認する。 

「CAN-DO Checklist」

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 pair discussion at 

the end of this lesson.」 

＊「CAN-DO Checklist」に

ついては、単元の学習後に提

出するよう伝える。 

 

 

3.  本時の目標を確認する。 

 

3.  本時の目標を提示する。 

T: 「Today’s goal is to 

understand the main 

idea of the whole lesson 

as well as Part 1 and 2.」 

 

4.  オーラル・イントロダク

ションで、題材内容を導

入する。(Task 1) 

4.  【YouTube の映像活用】 

T: 「In this lesson, we will 

be reading about fish.  

Now, take a look at the 

picture of page 36.  

What do you think this 

fish is called?」 

S: 「Tuna?」 

T: 「That’s right.  Now, 

look at the title, “Eating 

Up the Sea?”  What do 

you think this lesson is 

about?」 

S:「About catching fish?」 

T:「Good.  Now I’m going to 

show you the video about 

this lesson.   

 

 

＊教科書の写真を提示した

り、タイトルから本文の内容

を予測させる。日本語で答え

た場合も、英語に直して繰り

返させるなどの工夫をする。 

＊ビデオを見た後、答え合わ

せを行いながら、オーラルイ

ントロダクションを行う。 
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But before you watch the 

video, I would like you to 

answer the T or F 

questions.  I’d like you 

to guess the answers.  

You have 2 minutes.」 

（ビデオを視聴） 

T: 「Now let’s check the 

answers together.」 

 

 

 

[理解①] 

展開 

(30m） 

1. 教科書を通して読み、概

要を捉える。(Task 2) 

 

 

 

 

 

 

 

(a）CD に合わせて、キーワ

ードに下線を引きながら

読む。 

(a）T:「Now let’s read the 

whole lesson.  Let’s 

read the questions first.  

“No.1.  The seafood 

auction takes place…

（３つまで読む）.”  Now 

I’m going to play the 

CD.  Listen and 

underline the answers. 

  （同様に Part 2,Part3 も

行う) 

＊設問を確認してから、CD

をパート毎に流し、解答する

時間を確保する。 

 

 

[関・意・態] 

[理解②] 

(b） ペアで答えを確認し、そ

の後、全体で答えを確認す

る。 

 

 

(b）T：「Now talk to your 

partner and compare 

the answers.」  

 T：「Let’s check the 

answers together.」 

 

[知・理] 

2. Part 1/2 で扱われている

新出単語の意味等を確認

する。 

  

(a)教員の後について新出単

語を発音し、意味を確認す

る。 

 

 

 

(a)T: 「Let’s practice the new 

words for Part 1 and 2.  

Repeat after me.」 

T:「Let’s go over the 

meaning for each word.  

What does “dawn” 

mean?」 

S1:「It means “夜明け”」 

T:「Good. How about the 

opposite word?」 

S2:「…dusk?」 

T:「That’s right.」 

＊日本語の意味は短時間で

確認し、派生語や反意語等に

ついても必要に応じて触れ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現] 
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（b）ペアで単語の発音練習

を行う。 

(b) T: 「Now let’s practice 

the words.  You have 1 

minute to practice the 

words by yourself.  Then, 

let’s check in pairs.」 

＊ペアで行う前に、1 分間の

練習時間を確保する。 

＊英語→日本語、日本語→英

語、とパターンを変えてペア

でチェックさせる。 

＊教員は生徒の発音を確認

し、誤った発音やイントネー

ションについて、全体で確認

する。 

[表現] 

3. キーワードを英語で説

明するタスクに取り組

む。(Task 3) 

 

 

 

 

 

 

(a) 個人でタスクに取り組

み、全体で解答を確認す

る。 

(a）T:「Now let’s try Task 3.  

You have 2 minutes. (2 

minutes later) Let’s go 

over the answers.」 

＊タイマーを活用する。 

(b) ペアで定義とキーワー

ドをマッチングさせる

活動を行う。 

(b) T:「S1, you will choose a 

definition.  S2, you 

answer the keyword.  

S2, try not to look at the 

worksheet.」 

＊ペアがうまくキーワード

を言い当てられない場合は、

ヒントを出しながら活動を

続けるよう伝える。 

4. 段落ごとに CD 音声を聞

き、主題を表す語句を選

ぶ（Task 4）。その後、

ペアや全体で解答を確

認する。 

T:「You will listen to each 

paragraph and choose 

the main idea in Task 4.  

As you listen, underline 

the keywords and topic 

sentence.」 

T: 「Now check the answers 

in pairs.」 

T: 「Let’s go over the 

answers together.」 

＊段落ごとに CD を止め、生

徒が解答できるよう時間を

確保する。また、段落におけ

るキーワードやトピックセ

ンテンスに下線を引きなが

ら聞くよう促す。 

 

[関・意・態] 

[理解②] 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習につい

て振り返り、記入後提出

する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

understand the main 

idea of the whole lesson 

as well as Part 1 and 2.  

How well did you do 

today?  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。 
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６ 実証授業案 〔第２時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：本文を読んで(Part1/2）設問に答えながら詳細を理解することができる。また、身近な題

材についての自分の考えを、即興で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聞き手に伝わるよう

設問を音読することが

できる。 

説明文を読んで、詳細

を的確に理解すること

ができている。 

水産資源の減少とその

原因について理解する

ための語句や文構造、

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m） 

1.  英語であいさつをする。 1．Greeting  

 2.  本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T: 「Today’s goal is to 

understand the details of 

the story.」 

 

3.  新出単語の練習を行う。

(全体→ペア） 

 

 

 

1.  T:「Let’s practice the 

new words.  Repeat 

after me/the CD.」 

T:「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊タイマーを活用し、テンポ

よく行う。 

 

 

展開 

(30m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 本文の詳細を理解する。   

(a)CD の音声を聞き、Task 

5 に取り組む。 

 

2. T:「Take a look at Task 5.  

Now you’ll read Part 1 

and 2 to find the answer 

for each sentence.  

Number 1 is “Fish 

buyers use…（設問を確

認後）…Okay, let’s listen 

to the CD. （CD を聞い

た後）Now, choose the 

correct word for each 

sentence.  You have 2 

minutes.」 

＊音声を流す前に、設問を読

み、生徒がつまずきやすい語

彙などは、生徒とのやりとり

を通して確認しておく。 

＊本文中の該当箇所（解答の

根拠）に下線を引きながら答

えるよう指示する。 

 

 

 

[理解] 
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(b) ペアで答えの確認を行

う。さらに、全体で答えの

確認を行う。 

 

 

(a） T:「Let’s check the 

answer in pairs.  S1, 

read the sentence aloud 

to S2.  S2 will make a 

judgment whether the 

sentence is true or not.  

If it is false, S2 needs to 

correct the sentence.」 

  

＊ペアでできるだけアイコ

ンタクトをとりながら解答

を確認するよう促す。 

＊生徒のつまずきに応じて

教科書の本文に戻り、文構造

や文法事項について説明を

加える。 

 

 [表現①][知・理] 

2. 指示語が表す内容を読

み取る。(Task 6) 

  

(a) 指示語が表す内容を、本

文中から探し、ワークシー

トに書き入れる。 

(a)T:「Let’s read the story in 

details.  Look at these 

underlined words.  

What do these words 

refer to?  Find what 

they refer to and answer 

either in English or 

Japanese.」 

 

 

 

 

[理解] 

[知・理] 

(b) ペアで答えを確認し、そ

の後、全体で確認する。 

(b) T:「Now talk to your 

partner and check the 

answers.」 

  T:「Let’s go over the 

answers together.」 

 

まとめ 

(5m) 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

understand the details 

of Part 1 and 2.  How 

well did you do today?  

Write your comments 

either in Japanese or 

English.  Also, work on 

Task 7 at home.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊タスク７は家で取り組む

よう指示する。 
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６ 実証授業案 〔第３時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

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、教科書で学習した表現を使っ

て、読んだ内容を自分の言葉でまとめることができる。 

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、ペアなどでの

音読に積極的に取り組

んでいる。 

①身近な題材につい

て、ペアで話し合うこ

とができている。 

②読んだ内容の概要を

聞き手に分かりやすく

伝えることができてい

る。 

説明文を読んで、概要

や要点を的確に理解す

ることができている。 

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting  

 2.  本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T: 「Today’s goal is to read 

the story with good 

rhythm and 

pronunciation. Also you 

are going to retell the 

story in your words.」 

 

3．Mini Discussion (Part 1)   

(a） 本文に関するトピック

について意見交換を行う。 

 

(a） T:「At the end of this 

lesson, you will be 

discussing how we can 

solve the problem of 

seafood crisis.  To 

prepare for the activity, I 

would like you to have a 

pair discussion at the 

beginning of the class.  

It is said that while 

many people in the world 

have begun to eat more 

fish, Japanese people eat 

less fish.  Why do you 

think Japanese people 

eat less fish?  Think 

about this question for 1 

minute.」 

 

 

＊ Mini Discussion 

Worksheet をもとに進める。

I have one reason, You 

said…  などの定型表現を使

うよう促す。 

＊聞き手はメモを取りなが

ら聞くよう指示する。 

＊席を一つずつずらしなが

ら、ローテーションをして数

回練習する。 

＊時間があれば、数名に意見

を発表させる。 

＊宿題として、自分の意見を

ワークシートに書くよう、指

示する。 
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（教員のモデルを見せる） 

T: 「S1, are you ready?  

Now, S1, please talk 

about the reasons why 

you think Japanese eat 

less fish.」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表現①][関・意・態①] 

展開 

(35m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．新出単語の練習を行う。 

(全体→ペア） 

 

 

 

1. T:「Let’s practice the new 

words.  Repeat after 

me/the CD.」 

T:「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

 

 

2. 音読を行う。(Task 7)  

 

 

(a) 教員の音読に合わせて

読む。その後、ペアで交替

しながら読む。 

 

 

 

 

(a） T: 「Now let’s read the 

text together.  (教員の

音読に合わせて読んだ

後） Now let’s try pair 

reading.  S1 reads one 

sentence and S2 reads 

the next.」 

＊ペアで読む場合は、できる

だけ「Read and Look up」を

心がけて読むよう促す。 

 

 

 

 

[関・意・態②] 

(b） 音読用 ICT 教材を活用

し、キーセンテンスを音読

する。 

(b） T: 「Now, let’s practice 

the key sentences.  

Look at the screen.  

First you see the 

Japanese, and then you 

see the English sentence 

with the sound.  Read 

together with the sound.  

Then, the words 

disappear as you read.  

Try to keep up with the 

speed. できるだけ意味を

考えながら、暗唱できる

ようになるまでやってみ

よう。」 

＊生徒の口を観察し、誤った

読み方をしている場合は、活

動終了後、全体で共有する。 

 

 

 

 

(c) Task7 の表を活用し、ペ

アで音読する。 

 

 

 

 

(c) T: 「Now let’s practice 

the key phrases. S1, 

read the English 

phrases.  S2, repeat 

after S1 without looking 

at the worksheet.」 

  （交替して繰り返す） 

   

＊教員は生徒の様子を観察

し、誤った読み方をしている

場合は、活動終了後、全体で

共有する。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

Mini Discussion ―手順― 

①トピックについて個人で考える（１分） 

②S1 が自分の意見を述べる（１分） 

③S2 が S1 の意見を要約し、自分の意見を述べる（１分半） 
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T: 「Now you will have 2 

minutes to practice the 

phrases by yourself.」 

T: 「Now S1 will say a 

number and S2 will say 

a phrase in English. S2 

can look at only 

Japanese.  S1, please 

check S2’s performance 

and help him/her if 

necessary.」 

3. 写真を使って、再話

(Retelling)をペアで行う。

(Task 8) 

  

(a) 黙読し、重要な情報に注

意を向ける。 

 

(a) T:「Now you will tell the 

story to the person who 

doesn’t know anything 

about it.  S1 is going to 

read Part 1 and S2 is 

going to read Part 2.  

You have 2 minutes to 

prepare.」 

＊黙読の際に、キーワードを

抜き出したり、下線を引いた

りするよう促す。 

 

 

 

[理解] 

(b) ペアで分担しながら再

話を行う。 

(b) T: 「S1, you have 1 

minute to retell the 

story.  Do not use any 

difficult words.  Use 

pictures as you tell the 

story.」 

 

＊できるだけ自分の言葉で

まとめるよう促す。 

＊Part 1 の生徒をローテー

ションさせ、ペアを替え、同

じ発話内容を繰り返させる。 

[表現②] 

4. 要約文を完成させる。 4. T:「Now, S1 is going to 

write a summary of Part 

1.  S2 is going to write a 

summary of Part 2.  

You have 5 minutes.  

Good.  Your homework 

will be making a 

summary for the Part 

you didn’t cover today.」 

＊教科書を閉じた状態で取

り組ませる。 

＊時間を測りながら行う。 

＊再話（Retelling）の活動で

担当した箇所の要約文を完

成させる。（残りのパートは

宿題） 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to read 

the story with good 

rhythm and 

pronunciation and retell 

the story in your words.  

How well did you do 

today?  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。 
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６ 学習指導案 〔第４時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：本文全体を読み、キーワードを意識しながら、Part3/4 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。 

発音、リズムやイント

ネーションなどの音声

的な特徴をとらえて単

語の発音ができてい

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。 

段落におけるトピッ

ク・センテンスの働き

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(20m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1.  Greeting  

2.  本時の目標を確認する。 

 

2.  本時の目標を提示する。 

T: 「Today’s goal is to 

understand the main 

idea of Part 3 and 4.」 

 

3.  Mini Discussion  

                (Part 2) 

  

前時で扱った Mini 

Discussion のテーマにつ

いてペアで意見交換を行

う。 

 

T:「Now let’s start a pair 

discussion.  Today, I 

would like you to express 

your opinions without 

depending on the 

handout too much.  You 

have 1 minute for 

preparation.」 

＊自分の意見を述べる際に

は、できるだけワークシート

を見ないように指示する。 

＊時間があれば、ペアを替え

て何度か活動を繰り返す。 

＊時間があれば、数名に意見

を発表させる。 

 

[表現①][関・意・態①] 

 

 

 

 

 

 

 

1. Part 3/4 で扱われている

新出単語の意味等を確認

する。 

  

Mini Discussion ―手順― 

①S1 が自分の意見を述べる（１分） 

②S2 が S1 の意見を要約し、自分の意見を述べる（１分半） 
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展開 

(25m） 

 

 

 

 

 

 

 

(a)教員の後について新出単

語を発音し、意味を確認す

る。 

 

 

 

(a)T: 「Let’s practice the new 

words for Part 3 and 4.  

Repeat after me.」 

T:「Let’s go over the 

meaning for each word.  

What does “marine” 

mean?」 

S1:「It means “海の”」 

T: 「Good. Be careful 

with the stress.」 

 

＊日本語の意味は簡単に確

認し、派生語や反意語等につ

いても必要に応じて触れる。 

 

 

 

 

 

 

[表現] 

 

（b）ペアで単語の発音練習

を行う。 

(b) T: 「Now let’s practice 

the words.  You have 1 

minute to practice the 

words by yourself.  Then, 

let’s check in pairs.」 

＊ペアで行う前に、1 分間の

練習時間を確保する。 

＊英語→日本語、日本語→英

語、とパターンを変えてペア

でチェックさせる。 

＊教員は生徒の発音を確認

し、誤った発音やイントネー

ションについて、全体で確認

する。 

[表現] 

 

2. キーワードを英語で説明

するタスクに取り組む。

(Task 1) 

  

(a) 個人でタスクに取り組

み、全体で解答を確認す

る。 

(a）T:「Now let’s try Task 1.  

You have 2 minutes. (2 

minutes later) Let’s go 

over the answers.  」 

＊タイマーを活用する。 

(b) ペアで定義とキーワー

ドをマッチングさせる

活動を行う。 

(b) T:「S1, you will choose a 

definition.  S2, you 

answer the keyword.  

S2, try not to look at the 

worksheet.」 

＊ペアがうまくキーワード

を言い当てられない場合は、

ヒントを出しながら活動を

続けるよう伝える。 

3. 段落ごとに CD 音声を聞

き、主題を表す語句を選

ぶ（Task 2）。その後、

ペアや全体で解答を確

認する。 

T:「You will listen each 

paragraph and choose 

the main idea in Task 2.  

As you listen, underline 

the keywords and topic 

sentence.」 

T: 「Now check the answers 

in pairs.」 

T: 「Let’s go over the 

answers together.」 

＊段落ごとに CD を止め、生

徒が解答できるよう時間を

確保する。また、段落におけ

るキーワードやトピックセ

ンテンスに下線を引きなが

ら聞くよう促す。 

 

[関・意・態] 

[理解②] 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.   

 

 

 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 
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Today’s goal was to 

understand the main 

idea of the whole lesson 

as well as Part 3 and 4.  

Write your comments 

either in Japanese or 

English.」 
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６ 実証授業案 〔第５時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：本文を読んで(Part3/4）設問に答えながら詳細を理解することができる。また、身近な題

材についての自分の考えを、即興で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読んだ内容について

口頭で要約するととも

に、自分の意見とその

理由を伝え合うことが

できている。 

②聞き手に伝わるよう

設問を音読することが

できる。 

説明文を読んで、詳細

を的確に理解すること

ができている。 

水産資源の減少とその

原因について理解する

ための語句や文構造、

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(15m） 

1.  英語であいさつをする。 1．Greeting  

 2.  本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T: 「Today’s goal is to 

understand the details of 

the story.」 

 

3．Mini Discussion (Part 3)   

本文に関するトピックにつ

いて意見交換を行う。 

 

T:「Now let’s start today’s 

mini discussion.  

Today’s topic is “What do 

you pay attention to 

when you buy food at the 

supermarket? And why?  

Okay, think about this 

topic for 1 minute.」 

T: 「Now let’s start a 

discussion.」 

 

＊ Mini Discussion 

Worksheet をもとに進める。

I have one reason, You 

said…  などの定型表現を使

うよう促す。 

＊聞き手はメモを取りなが

ら聞くよう指示する。 

＊席を一つずつずらしなが

ら、ローテーションをして数

回練習する。 

＊時間があれば、数名に意見

を発表させる。 

＊宿題として、自分の意見を

ワークシートに書くよう、指

示する。 

 

 

 

 

 

Mini Discussion ―手順― 

①トピックについて個人で考える（１分） 

②S1 が自分の意見を述べる（１分） 

③S2 が S1 の意見を要約し、自分の意見を述べる

（１分半） 
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[表現①][関・意・態①] 

展開 

(30m） 

1.  新出単語の練習を行う。 

(全体→ペア） 

 

 

 

1.  T:「Let’s practice the 

new words.  Repeat 

after me/the CD.」 

T: 「Now I’d like you to 

practice the words with 

your partner.」 

＊タイマーを活用し、テンポ

よく行う。 

 

 

2. 本文の詳細を理解する。 

 

 

 

 

 

(a)CD の音声を聞き、Task 

5 に取り組む。 

 

(a) T:「Take a look at Task 3.  

Now you’ll read Part 3 

and 4 to find the answer 

for each sentence.  

Number 1 is “Fish 

buyers use…（設問を確

認後）…Okay, let’s listen 

to the CD. （CD を聞い

た後）Now, choose the 

correct word for each 

sentence.  You have 2 

minutes.」 

＊音声を流す前に、設問を読

み、生徒がつまずきやすい語

彙などは、生徒とのやりとり

を通して確認しておく。 

＊本文中の該当箇所（解答の

根拠）に下線を引きながら答

えるよう指示する。 

 

 

 

 

[理解] 

(b) ペアで答えの確認を行

う。さらに、全体で答えの

確認を行う。 

 

 

(b） T:「Let’s check the 

answer in pairs.  S1, 

read the sentence aloud 

to S2.  S2 will make a 

judgment whether the 

sentence is true or not.  

If it is false, S2 needs to 

correct the sentence.」 

  

＊ペアでできるだけアイコ

ンタクトをとりながら解答

を確認するよう促す。(Read 

and Look up の活用) 

＊生徒のつまずきに応じて

教科書の本文に戻り、文構造

や文法事項について説明を

加える。 

 

 [表現②][知・理] 

3. 指示語が表す内容を読み

取る。(Task 4) 

  

(a) 指示語が表す内容を、本

文中から探し、ワークシー

トに書き入れる。 

(a)T:「Let’s read the story in 

details.  Look at these 

underlined words.  

What do these words 

refer to?  Find what 

they refer to and answer 

either in English or 

Japanese.」 

 

 

 

 

[理解] 

[知・理] 

(b) ペアで答えを確認し、そ

の後、全体で確認する。 

(b) T:「Now talk to your 

partner and check the 

answers.」 

  T:「Let’s go over the 

answers together.」 
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まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

understand the details 

of Part 3 and 4.  How 

well did you do today?  

Write your comments 

either in Japanese or 

English.  Also, work on 

Task 4 at home.」 

＊本時でのポイントを英語

で押さえながら振り返させ

る。 

＊タスク４は家で取り組む

よう指示する。 
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６ 実証授業案 〔第６時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：音読に積極的に取り組むとともに、教科書で学習した表現を使って、読んだ内容を自分の

言葉でまとめることができる。 

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、ペアなどでの

音読に積極的に取り組

んでいる。 

①身近な話題につい

て、ペアで話し合うこ

とができている。 

②読んだ内容の概要を

聞き手に分かりやすく

伝えることができてい

る。 

説明文を読んで、概要

や要点を的確に理解す

ることができている。 

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1. Greeting  

2. 本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T: 「Today’s goal is to read 

Part 3 and 4 with clear 

pronunciation. Also you 

are going to retell the 

story in your words.」 

 

3. Mini Discussion  

                (Part 4) 

  

前時で扱った Mini 

Discussion のテーマにつ

いてペアで意見交換を行

う。 

 

T:「Now let’s start a pair 

discussion. Today, I 

would like you to express 

your opinions without 

depending on the 

handout too much.  You 

have 1 minute for 

preparation（一分間原稿

を読み、キーワード等を確

認する）.」 

＊自分の意見を述べる際に

は、できるだけワークシート

を見ないように指示する。 

＊時間があれば、ペアを替え

て何度か活動を繰り返す。 

＊時間があれば、数名に意見

を発表させる。 

 

[表現①][関・意・態①] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini Discussion ―手順― 

①S1 が自分の意見を述べる（１分） 

②S2 が S1 の意見を要約し、自分の意見を述べる

（１分半） 
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展開 

(35m） 

 

 

1. 音読を行う。(Task 5)  

 

 

(a) Task5 の表を活用し、ペ

アで音読する。 

 

 

 

 

(a) T: 「Now let’s practice 

the key phrases. S1, 

read the English 

phrases.  S2, repeat 

after S1 without looking 

at the worksheet.」 

  （交替して繰り返す） 

  T: 「Now you will have 2 

minutes to practice the 

phrases by yourself.」 

 T: 「Now S1 will call a 

number and S2 will say 

a phrase in English. S2 

can look at only 

Japanese.  S1, please 

check S2’s performance 

and help him/her if 

necessary.」 

＊教員は生徒の様子を観察

し、誤った読み方をしている

場合は、活動終了後、全体で

共有する。 

 

 

[関・意・態②][知・理] 

(b） 音読用 ICT 教材を活用

し、キーセンテンスを音読

する。 

 

(b） T: 「Now, let’s practice 

the key sentences.  

Look at the screen.  

First you see the 

Japanese, and then you 

see the English sentence 

with the sound.  Read 

together with the sound.  

Then, the words 

disappear as you read.  

Try to keep up with the 

speed. できるだけ意味を

考えながら、暗唱できる

ようになるまでやってみ

よう。」 

＊生徒の口を観察し、誤った

読み方をしている場合は、活

動終了後、全体で共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 写真を使って、再話

(Retelling)をペアで行う。

(Task 6) 

  

(a) ペアで分担し、Part 3

と Part 4 の文章を黙読し、

キーワードを記入する。 

(a) T:「Now you are going to 

tell the story Part 3 and 

4 in your words.  

Students on the window 

side are going to 

summarize Part 3.  

Students on the door 

side are to summarize 

Part 4.  You have 2 

minutes.」 

 

 

 

 

＊教員は、生徒が記入してい

る日本語に該当する英語（キ

ーワード）を板書する。 
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(b)教員のモデルを聞く。

（Part 3 のみ） 

(b) T:「I’m going to 

demonstrate the 

summary of Part 3.  

Listen carefully.」 

＊ゆっくりとしたスピード

で、モデルを提示する。 

 

[理解] 

(c) Part 3 の内容を話す（窓

側生徒）。聞いている生徒

は、チェックシートを使っ

て、相手が言えた内容をチ

ェックする。 

 

 

 

(c) T: 「Students on the 

window side, be ready 

for the summary.  You 

have 1 minute and 30 

seconds.  Students on 

the door side need to 

help your partner and 

also check your 

partner’s summary.」 

＊ペアで協力しながら取り

組むように伝える。 

 [表現②] 

(d)教員のモデルを聞く。

（Part 4 のみ） 

(d) T:「I’m going to 

demonstrate the 

summary of Part 4.  

Listen carefully.」 

＊ゆっくりとしたスピード

で、モデルを提示する。 

 

[理解] 

(e) Part 4 の内容を話す（ド

ア側生徒）。聞いている生徒

は、チェックシートを使っ

て、相手が言えた内容をチ

ェックする。 

 

 

 

 

(e) T: 「Students on the door 

side, be ready for the 

summary.  You have 1 

minute and 30 seconds.  

Students on the window 

side need to help your 

partner and also check 

your partner ’s 

summary.」 

＊ペアで協力しながら取り

組むように伝える。 

 [表現②] 

3. 要約文を完成させる。 3. T:「I would like you to 

write a summary of Part 

3 and 4.  If you have 

summarized Part 3, 

your summary will be 

about Part 3.  If you 

talked about Part 4, you 

will summarize Part 4.  

You have 5 minutes.  

Good.  Your homework 

will be finishing the 

summary of Part 3 and 

4.」 

＊教科書を閉じた状態で取

り組ませる。 

＊時間を測りながら行う。 

＊再話（Retelling）の活動で

担当した箇所の要約文を完

成させる。（残りのパートは

宿題） 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to read 

the story with clear 

pronunciation and retell 

the story in your words.  

How well did you do 

today?  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。 
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６ 実証授業案 〔第７時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：水産資源の現状について関心を持ち、資源の減少を食い止める対策について、まとまった

文章で表現することができる。 

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 

教科書で読んだ内容な

どを活用して、ペアで

積極的に話している。 

 

水産資源の減少を食い

止める対策について、

英文の段落構成を意識

しながら自分の意見を

書くことができる。 

説明文を読んで、概要

や要点を的確に理解す

ることができている。 

英語の質問に答えるた

めの必要な語句や表現

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(20m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1.  Greeting  

 2. 本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T: 「Today’s goal is to 

express your opinion on 

what we can do to 

maintain fishery stocks.」 

 

3．本文全体を通して読み、

英語の質問に答える。 

  

(a） 設問を読み、答えの箇

所に下線を引く。 

 

(a） T:「Read the questions 

first.  Number one is 

“What is…?”  Now, let’s 

find the answers in the 

textbook.  If you find 

the answers, underline 

that part.」 

＊答えを書き込まずに、下線

だけを引くように指示する。 

 

 

 

 [理解] 

(b) ペアで答えを確認し合

う。 

(b) T:「Now, you are going to 

ask the first question to 

your partner.」 

（ペアで交替して行う） 

 

＊ペアで１問ずつ交替しな

がら、答えを言う。答えを言

う際には、Read and Look up

を徹底するよう促す。 

＊活動終了後、解答を配る。 

 

 

 

[理解][知・理] 
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展開 

(25m） 

1．自分の意見を整理する。   

(a) 水産資源の減少を食い

止める対策について、個人

で考える。 

 

 

 

(a) T:「There were two 

solutions suggested in 

the textbook.  What are 

they?  Okay.  Now I’d 

like you to think about 

what you can do to 

maintain seafood 

resources.  It’s okay to 

write down your ideas in 

Japanese.  When you 

finish writing your ideas, 

write the keywords in 

English.」 

＊日本語で考えをメモし、キ

ーワードとなる単語は英語

に置き換えるよう促す。 

 

(b) 水産資源の減少を食い

止める対策について、ペア

で考える。 

(b) T:「Based on what you 

wrote as a memo, I’d like 

you to share your 

opinion with your 

partner.  」 

＊教員に向かって一斉練習

を行う際には、アイコンタク

トをとるよう促す。また声の

大きさについても注意する

よう促す。 

[関・意・態] 

(c) 個人やペアで出し合っ

た考えを全体で共有する。 

(c) T:「I’d like some of you to 

share your ideas.」 

 

 

 

＊解決策として考えられる

ものを生徒から出させ、英語

に直して、板書する。 

(d) 自分の意見を書いてま

とめる。 

(d) T:「Now I’d like you to 

write your idea on your 

worksheet. 」 

 

 

 

 

[表現] 

(e) 原稿をペアで読み合い、

推敲する。 

(e) T:「Now share your 

ideas with your partner. 

First I’d like to point out 

some of the important 

points when you write 

your idea.」 

＊教科書の Part 4 の英文を

活用し、英文の段落構成を意

識させる（トピック・センテ

ンスや具体例などを盛り込

みながら英文が書けている

か、ペアでチェックするよう

促す）。 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express your opinion on 

how we can maintain 

seafood resources.  How 

well did you do today?  

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。 

＊宿題として、原稿を書き直

すよう指示する。 
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６ 実証授業案 〔第８時〕 

 

コミュニケーション英語Ⅱ: Perspective English Communication II 

Lesson 3 Eating Up the Sea? 

 

到達目標：水産資源の現状について関心を持ち、資源の減少を食い止める対策について、聞き手に分

かりやすく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 

教科書で読んだ内容な

どを活用して、積極的

に話している。 

 

水産資源の減少を食い

止める対策について、

意見交換できている。 

 

水産資源の減少を食い

止める対策についての

意見を聞いて、内容を

的確に理解することが

できている。 

水産資源の減少を食い

止める解決策について

話すための必要な語句

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 

教員の指導・支援 

Teacher ’s Activities 

指導上の留意点と 

[観点別評価] 

Evaluation  

導入 

(10m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 英語であいさつをする。 1.  Greeting  

 2.  本時の目標を確認する。 

   

2. 本時の目標を設定する。 

T:「Today’s goal is to express 

your opinion on how can 

maintain seafood 

resources.  」 

 

3. 原稿をもとに、自分の意

見を表現する練習を行う。 

 

  

(a) 原稿を黙読し、話す際に

キーワードをとなる語に下

線を引く。 

 

 

 

 

 

 

 

(a) T:「Read your opinion 

carefully and underline 

the keywords.  You 

cannot look at your script 

while you are talking, so 

make sure you put the 

main idea in your head.」 

＊話合いの際に、原稿に頼ら

ないためにも、きちんとキー

ワードを覚えておくよう伝

える。 

(b) 声を出して練習する。 (b) T:「Stand up, everyone.  

Now you are going to 

express your opinion to 

ME.  Look up and use 

gestures when you talk.」 

＊アイコンタクト、表情、ジ

ェスチャーなどに気を配り、

適切な声の大きさで練習す

るよう促す。 

展開 

(35m） 

1. ペアによる話合いを行

う。 

T:「Now, today you are 

going to have a pair 

discussion about how to 

maintain seafood 

resources.   
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You need to have eye 

contact with your 

partner.  Don’t depend 

on the script too much.」 

 

 

 

 

 

 

 

2. グループによる話合いを

行い、意見交換をする。 

 

 

 

(a) グループに分かれ、発表

の順番を決める。 

(a) T:「Now, let’s make a 

group of four and share 

your ideas.  Your goal is 

to decide whose plan is 

the best one in your 

group.  First, I’d like 

you to share your ideas.  

Decide who is going to 

speak first in your 

group.  （発表する順番

を決める）  

＊グループでの活動の際に

は、原稿は見ないように指示

する。 

(b) 一人ずつ考えをグルー

プ内で発表する。聞き手は

メモを取る。 

(b)T:「The first speaker, 

please stand up.  Are 

you ready?  I’d like the 

listeners to take notes.  

You have 1 minute to 

express your opinion.  

（2 番目、3 番目と順番に

発表させる）」 

 

＊発表する際には、以下の点

に気を付けて発表するよう

促す。 

①はっきりとした発音で話

す 

②アイコンタクトを取る 

＊Chairperson を置かないた

め、教員がタイムキーパーの

役割を果たす。 

 

[関・意・態] 

[理解] 

[知・理] 

(c) 互いに質問をする。 (c) T:「I’d like you to think 

about what questions 

you can ask to each 

other.  You have 2 

minutes.  Before you 

ask questions, do not 

forget to summarize the 

person’s idea.  For 

example, ..（教員がモデ

ルを示す） All right, you 

have 3 minutes for the 

question session.」 

 

＊質問をする前に、時間を与

え、個人で考えさせる。 

＊質問をする前に、相手の意

見を簡単にまとめるよう促

す。 

＊教員が質問の仕方につい

てモデルを提示する。 

 

 

 

[表現] 

Discussion ―手順― 

①S1 が自分の意見を述べる（１分） 

②S2 が S1 の意見を要約し、自分の意見を述べる（１分半） 
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(d) 感想を用紙に書き、ベス

トプランを決める。 

(d) T:「Now I’d like you to 

decide who’s plan is the 

best.  Write your 

comments and the 

person’s name on your 

handout.  Now tell your 

group members who you 

thought had the best 

idea.」 

＊ベストプランを提示した

生徒の名前を用紙に記入し

た後、グループで共有するよ

う促す。 

＊時間があれば、数人に発表

させて、全体で共有する。 

まとめ 

(5m） 

1．「Reflection Sheet」を活

用し、本時の学習について

振り返り、記入後提出する。 

2.  英語であいさつをする。 

 

1. T:「I’d like you to check 

your performance today.  

Today’s goal was to 

express your opinion in 

your group.  How well 

did you do today?  

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。 

 

 

 

 


