英 語 科 学 習 指 導 案
月 日 平成３０年１２月１２日（水）
対 象 ２年１組 男 17 名 女 17 名 計 34 名
指導者 教諭 松野 雄介
１

題材名

「Lesson 7

World Heritage Sites」 （２／９）

２ ９年間を見通した学習指導～小・中学校における学習の系統性～
（１）学習内容の系統性
本単元「World Heritage Sites」は、地理・歴史が題材である。外国語科における地理・歴史の題材は、
小学校第５学年の We can!1 Unit6「I want to go to Italy.」及び中学校第１学年の Lesson9「A Letter from
Australia」、中学校第３学年の Lesson3「E-mails from Alaska and India」で扱われている。また、学区には
世界遺産登録を目指す国の特別史跡『三内丸山遺跡』があり、小学校及び中学校の総合的な学習の時間『三
内丸山学』で学習を行っている。言語材料については、『エ 文法事項（オ）形容詞及び副詞の比較変化』
を扱う。形容詞や副詞を用いた文は、小学校及び中学校１学年で学習しているものの、形容詞と副詞の比
較変化についての学習は本単元が初出である。
これらのことから、各国の世界遺産と三内丸山遺跡を比較しながら、世界の国々について理解するだけ
でなく、自分たちの住む地域への理解も深めながら、題材や言語材料についての学びを深めていく。
（２）小中一貫教育としての共通した学習指導法について
小学校での外国語活動では、単元の中で必ず Small Talk を扱っており、中学校においても授業の導入部
で 1-min conversation を帯活動として行っている。この活動と展開部の Picture Retelling は「自分の考えを
もち」、「相手に聞こえる声で話し」、「最後まで聞き反応を返す」という主体的に取り組む活動であり、
間違いを恐れず自分の考えを積極的に発表できるように指導を行っている。
３

校内研との関わり
≪自己有用感をもてる「分かる授業」の実践≫
○主体的・対話的（協働的）な学び合いの工夫（ペア・小集団）
・1-min conversation、単語学習や音読練習、発表においては、活動の中心をペアにすることによって、
必然的に学び合いの場を作り出す。これらの協働的な活動を通じて、自分の考えに新たな気付きや修
正を加えて、自己表現力を高めさせる。
○学習の振り返りの場の設定と評価の工夫（自己評価・相互評価)
・ツアーガイドとなってペアで教科書の内容を Retelling する場面では、発表を重ねるごとに発話量が増
えるようにペアでアドバイスを行い、相互評価させる。
・まとめの部分の自己評価では、小中一貫教育で取り組んでいる「主体的な学び」に関わる視点として、
以下の項目について A～D で自己評価させる。
➀ 写真を基に、自分の考えを練り、相手に聞こえる声で説明できたか。 A ・ B ・ C ・ D
➁ 相手の話を理解し、反応を返す(日本語でもよい)ことができたか。
A ・ B ・ C ・ D
A:よくできた B:どちらかといえばできた C:どちらかといえばできなかった D:ほとんどできなかった

４

ねらい
観光名所を紹介する表現について、本文を読解・音読する活動を通じて、ツアーガイドになったつもりで
写真を自分の言葉で説明することができる。

５

本時における「主体的・対話的で深い学び」の視点
・主体的な学びとして、文章のスキャニングを行うことを通じて文章全体の概要をつかみ、重要な情報に
のみ焦点を当てることで、課題への理解を円滑にする。
【見通しをもつ】
・対話的な学びとして、導入での 1-min conversation を通して、興味・関心を高める場を設定する。また、
Picture Retelling の活動ではペアで意見を交換することを通じて、生徒の表現する力を育てる。
【互いの考えを述べる、比較する】
・深い学びとして、本文を暗唱する活動のあとに、自分の言葉で本文に基づく写真を説明する場を設定す
る。さらにその文章を応用し、三内丸山遺跡の場所と六本柱についての説明も既習事項を用いて説明す
る課題を与える。
【知識・技能を活用する】

６

展 開
段階
導

部分は校内研究に関わる工夫点である。
教師の働きかけ
予想される生徒の反応
１ 1-min conversation をし
ましょう。

入

１

1-min conversation を行う。
・Do you like traveling?
・What country do you want to
visit?
・Why?

形態
ペア

評価・留意点
・課題への興味付けの
ため、正確さより発
話量に重点を置く。
【互いの考えを述べ
る、比較する】

・学習課題を確認しましょう。

・世界遺産の映像を見
せる。

観光地のツアーガイドとなって、写真やイラストを自分の言葉
で説明できるようになろう。
２

２ digraph を３つ口頭練習する。
・[au] mountain, loud, house
・[au] now, town, down
・[u] book, good, football

一斉

３

３ スライドで一斉に練習後、ペア
で確認を行う。
・スライドを見ながら教師の説明
を聞く。

一斉
ペア

４ 文章を読み、ワークシートの表
に当てはまるキーワードを書く。

個
ペア

digraph を練習しましょ
う。
・ou, ow, oo の音を導入し、
口頭で練習する。

展

新出単語を練習しましょ
う。
・スライドの写真を基に、本
文の要点を英語で説明す
る。

・課題解決の見通しを持ちまし
ょう。
４ 文章をスキャニングし、キ
リマンジャロについて表に
まとめよう。

開

ま
と
め

５ 教科書を暗唱しましょう。 ５ 教科書を音読練習する。
(1) 教師の後に続けて読む。
(1) 教科書を範読する。
(2) 1 分半個人で音読させる。 (2) 個人で音読練習する。
(3) 合いの手 Reading を行う。
(3) 合いの手で再生させる。

ペア

７ ツアーガイドになったつもり
で、原稿なしで写真を説明する。

ペア

ツアーガイドになったつ
もりで、完成したスピーチを
発表しましょう。
・５枚の写真をそれぞれ 12
秒ずつホワイトボードに
示す。

・This is Mt. Kilimanjaro.
・You can see many animals. They are zebras.
・Kilimanjaro National Park is in the eastern part of Africa.

・音読に入る前に、概
要を理解させる。
【見通しをもつ】

一斉
個
ペア

６ ツアーガイドの立場で、写 ６ ペアになって交代で説明する。
・This is Mt. Kilimanjaro.
真を観光客(ペアの相手)に
説明する英文を練習しまし
Ah… you see … animals.
・It’s eastern part of Africa.
ょう。
・Mt. Kilimanjaro is high.
・写真が切り替わるまでは自
・Top is cold and foot is hot.
然なスピードで話し続け、
・A lot of glaciers on the
切り替わったら途中でも
次の説明に移ることを伝
mountain.
える。
・発表内容を聞いたあとに、
反応(アドバイス)しなが
ら発表内容を練る。
７

・digraph については
毎回の授業で繰り返
し行うため、簡単に
導入する。

評価１
方法：机間指導、ワー
クシート

相手の話を聞いて理
解し、反応(アドバイ
ス)を返すことができ
たか。
手立て：教科書本文を
Read & look-up して
もよいことを伝える。
【互いの考えを述べ
る、比較する】

評価２

方法：机間指導、ワー
クシート

写真を基に、自信をも
って相手に説明する
ことができたか。
ま

手立て：ペアから手掛
かりとなる単語を与
えてもよいことを伝
える。
【知識・技能を活用す
る】

と
８

８ ワークシートに自己評価をす
る。

個

９

９

ペア

今日の授業の自己評価を
しよう。

め

三内丸山遺跡の位置と紹
介したい建造物についての
英文を考えて発表の準備を
しよう。
・三内丸山遺跡に関わる英単
語を示す。

三内丸山遺跡の位置と紹介した
い建造物についての英文を考えて
ワークシートに書く。
・英単語をもとに、教科書の英文を
用いながら紹介文を考える。

・ペアで教え合いなが
ら考えてもよい。次
回以降も発表練習
を行うため、この時
点で完璧に完成さ
せる必要はない。
【知識・技能を活用す
る】

