
  

 

 
                           

                             

  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中学校版 新学習指導要領に対応した外国語活動及び 

外国語科の授業実践事例映像資料 ２ 

 

 

 

 

内 容 

Ⅰ◆新潟県妙高市立妙高中学校 第１学年 

  (Sunshine English Course1  Program 5) 

Ⅱ◆青森県むつ市立田名部中学校 第１学年 

 ＜青森県立田名部高等学校 第３学年との交流授業＞ 

   (New Crown 1  Lesson 3)  

Ⅲ◆静岡県浜松市立南部中学校 第２学年 

   (Total English 2  Lesson 3) 

Ⅳ◆埼玉大学教育学部附属中学校 第２学年 

   (Sunshine English Course2 Program2～４まとめ)  

Ⅴ◆佐賀県鹿島市立東部中学校 第３学年 

   (Total English 3 Chapter 1 Project) 

 

 

  
 
 ◆小学校との接続を意識した授業①  
 
 ◆高校生との交流授業 
 
 ◆小学校との接続を意識した授業② 
 
 ◆ICT を活用した発信型の授業 
 
 ◆単元を通した「書くこと」の指導 

特 徴 

指導主事からのコメント 

Ⅰ  場面設定や掲示物を生かした新出事項

whereの導入が素晴らしい！チャンツなど小学

校で体験した活動を生かし、where の文を理解

させています。インフォメーション・ギャップ

を伴う活動で、どの表現を使うか自分で判断

し、表現させる工夫がされています。 

 

Ⅱ 限られた既習表現を使い、

何とか高校生に自分の思いを伝

えようとする中学 1 年生と、中

学生に分かるように簡単な英語

を使ってサポートする高校３年

生との温かい交流授業です。子

どもたちのチャレンジする姿に

寄り添い、自分のことのように

喜びを表す先生の姿が感動的で

す。 

Ⅳ  ICT（プレゼンソフト）を活用しての英語での発表に向

けて、多読・多聴活動やプレゼンテーションの資料作り、発

表に向けての様々な練習など、ゴールに向けてつながりのあ

る活動が仕組まれています。また、スピーチのポイントにつ

いて気付かせたり、話し手へのリアクションや質問をするこ

となど、聞き手を意識した話し方、話し手を意識した聞き方

の指導もすばらしい！発表は、３つの単元のまとめの活動と

して設定されており、４技能を総合的に育成する活動として 

 

Ⅴ 『日本文化を紹介する』題材は、今

回、どの新しい教科書にも取り入れられ

ています。ALT の small talk で単元のゴ

ールをもたせ、日本の伝統文化や自分の

ふるさとを紹介する（「書く」）までの指

導段階を、無理なく、生徒が楽しく、small 

stepで進めているところは、必見です。

こういう指導があったのかと、ぜひ、自

身の授業に取り入れたい、そんな授業で 

 

Ⅲ 既習の本文の音読からスター

トして、生徒全員がゴールに確実に

たどり着けるように工夫された指

導。小学校での学習の仕方と重なる

丁寧な指導。クラスルームイングリ

ッシュは的確でわかりやすい。派手

じゃないけど「ぜったいできる」と

思わせてくれる雰囲気＝安心感・信

頼感がすごい！！ 

高知県教育委員会事務局小中学校課 

 文部科学省から、授業実践事例映像資料の第２弾『中学校版 新学習指導要領に対応した外国語活動及び

外国語科の授業実践事例映像資料 ２』及び『Broaden Your Horizons with English-英語を使って羽ば

たく日本人―』が配付されました。平成２２年度に配付されたＤＶＤは、中学校英語授業改善プロジェクト

やＡＬＴ中間期研修等において視聴しましたが、視聴した先生方から授業改善の参考になるという意見をた

くさんいただいています。本ＤＶＤもぜひ視聴し、授業改善に役立ててください。また、教科部会や市町村

の外国語部会や等でご活用ください。 

 

大変参考になります。 

す。 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

授業者が留意

していること 

・小学校での「Hi.」「Here are you.」「Thank you.」などを活用 

・小学校で経験した活動などを活用 

・外国語活動の授業の流れを基本的に踏襲 

単元の目標 

①話すことの活動において、間違いを恐れずに積極的に話したり答えたりしてコミュニケーシ 

 ョンを続ける 

②be 動詞を用いた文の構造を理解し、身近にあるものや第三者を紹介する 

③場所を聞いたり表したりする表現を正しく理解し、ものがどこにあるかを尋ねたり答えたり

する 

本時のポイント 

・場面設定の工夫、状況から意味を推測させている 

・チャンツを用いた口頭練習、外国語活動で経験した活動を取り入れるなどの工夫をしている 

・２種類のワークシートを準備し、インフォメーション・ギャップを伴う活動を行っている 

 質問する生徒は、どのアイテムにするかを自分で決めて尋ね、答える側も、どの表現を使う

かを自分で考えて言うなど、思考、判断、表現する場面を工夫している 

・書くことで本時の学習をふり返っている 

授業者が留意

していること 

・日々の授業を通して Comfortable な授業づくり（生徒の学力や表現力を高め、やる気を引き 

 出すのは生徒との信頼関係である） 

・授業者が生徒の今できることを褒めて、認めて、よき理解者でありよき支援者であること 

 （どんな生徒も英語がわかるようになりたい、勉強ができるようになりたいと願っている） 

・生徒の「わかった！」という笑顔を引き出すこと 

単元の目標 

①ペアワークにおいて間違うことを恐れずに話す 

②好きなものや好きなことを説明する 

③一般動詞を用いた文の構成を理解する 

④疑問詞 what を用いた文の構造を理解する 

本時のポイント 

・英語で発表、友達に質問 

・高校生に自分の意見を伝えたり、質問したり、高校生の意見を聞いたりする 

・高校生との交流授業を通して、英語でコミュニケーションすることの喜びや通じたという達 

 成感を味わう 

授業者が留意

していること 

・実際に英語を聞く、話す、読む、書く機会を豊富に設定 

・プラス１センテンス・ダイアローグを意識 

・誰とでも積極的に話そうとする態度 

単元の目標 

①間違うことを恐れず、積極的に自分の予定を伝えようとしたり、相手に聞き返そうとしたり 

 する 

②助動詞 will や be going to～を用いて今後の予定や計画について話したり応答したりする 

③機内放送の概要や海外一人旅のタクが今後の予定について疑問点を解決していく様子を聞き 

 取る 

④助動詞 will や be going to～の運用についての知識を身に付ける 

本時のポイント 

・外国語活動での学びの流れに沿ったものとした上で、習得や活用の場面を工夫し、段階を経 

 て確実に定着 

・自分の考えや思いを発話する場面を豊富に設定 

・現在学んでいることが今後の学習に生きることを実感 

視聴のポイント

と 
Ⅰ◆新潟県妙高市立妙高中学校 第１学年  

   Sunshine  English Course 1  Program 5 国際フードフェスティバル 

   

 

Ⅲ◆静岡県浜松市立南部中学校 第２学年   

     Total English  2   Lesson 3  Flight to the U.K. 

 

 

Ⅱ◆青森県むつ市立田名部中学校 第１学年（青森県立田名部高等学校 第３学年） 

    NEW CROWN 1  Lesson 3  I like Kendama 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者が留意

していること 

・正しい発音やリズムで話せるようにするなど、基礎的・基本的な知識や技能の重視 

・聞いた内容をもとに話すなど、４技能が統合的に用いられる活動の設定を工夫 

単元の目標 
①夏休みの計画について、口頭で発表する 

②クラスで発表するにあたり、聞き手の様子に応じながら話す 

本時のポイント 
・プレゼンテーションソフトを用いることによる発表への動機付け、発信の仕方の工夫 

・聞き手を意識した話し方、話し手を意識した聞き方 

授業者が留意

していること 

・表現活動を行う際は、４技能を統合的に取り入れる 

・表現活動の題材は、身近な話題や生徒に考えさせたい話題などを盛り込む 

・作品を通して生徒が成長した様子を知らせ、表現することの楽しさを体験させる 

・小さな段階を踏んだ指導を取り入れながら表現活動につなげる 

単元の目標 ・日本の伝統文化や自分のふるさとを紹介する文章を書いて発表する 

本時のポイント 

・「読み手を意識する」ことを体感する場面に、教科書の例文を利用 

・文と文のつながりを考えて書くために、「特徴・形・色・用途」など関係ある内容ごとにワー 

 クシートを利用 

・実際に「ALTにおすすめのお土産を教えよう」という場面設定し、Show & Tell 

・書くことへの興味、動機付け・意欲付け 

 

◆学習指導案  文部科学省HP に掲載されています。 

 ○文部科学省：http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1322195.htm 

◆小学校版のＤＶＤ 各市町村教育委員会・各小学校に配付しています。 

 小学校外国語活動の理解のために、ぜひ視聴ください。 

 各教科研究センターにも、配付していますので、ご利用ください。 

 

資料等 

Ⅳ◆埼玉大学教育学部附属中学校 第２学年 

     Sunshine English Course 2  Program 2～4を学習した後１学期のまとめとして行う活動 

 

Ⅴ◆佐賀県鹿島市立東部中学校 第３学年 

     Total English 3  Chapter 1 Project 日本の伝統文化を紹介しよう 

 

 

 「Broaden Your Horizons with English! 

        －英語を使って羽ばたく日本人―」 

 本ＤＶＤは主に高等学校で活用することを想定しています。語彙レベルは、高等学校レベルに設定され

ていますが、日本語・英語字幕を利用するなどして、中学校の授業でも活用が可能です。 

 本ＤＶＤを授業で活用する際に用いることができる、ワークシート（例）を文部科学省の HP からダウ

ンロードが可能となっています。（語彙レベル等は、高等学校レベル） 

◆ワークシート（PDF形式） 

  ○文部科学省：http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm 

 

ノーベル医学・生

理学賞受賞の山

中伸弥氏も登場

しています。 

「国際共通語としての英

語力向上のための５つの

提言と具体的施策」に基づ

き作成されました。生徒の

英語学習のモチベーショ

ン向上にご活用を。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県  

白岡町立 

篠津中学校 

【ＡＬＴとのティーム・ティーチング】（２年生１２月） 

JTE・ALT の役割分担を明確にしたうえで、常に全体を見ながらも、随所で一人一

人の状況をきちんと把握しようと努めていました。言語活動についても、簡単なもの

から始め、少しずつ負荷をかけていくところは注目に値します。 

全体的に生徒が４領域を通してたくさんの英語にふれ、実際に使っていた点で工夫

の見られる授業でした。小学校での「素地」を踏まえた４技能の総合的な育成、さら

には高校への接続と中学校の果たすべき役割は大きいです。 

京都府 

京都市立 

京都御池中学校 

【本時は、相手に自分の意見や考えとその理由をわかりやすく伝え、意見交換をする

ことがねらい】 

 Which do you like better, Yoshi kun’s life or Nice kun’s life? 

（２年生１月 全９時間の単元の３時間目） 

 全体を通して、先生がゆったりと英語で授業を進める中で、生徒が自分の考えや意

見などを活発に出し合う場面が印象的でした。 

香川県 

宇多津町立 

宇多津中学校 

【習熟度別指導の「発展」クラス 自分の夢を語ろう】（３年生 １月）  

「読むこと」から「話すこと」へ、また、「話すこと」から「書くこと」へと４技能を

統合的に活用させる言語活動を意図的に設定しています。 

 国の調査等から課題となっている、まとまった内容の文章を書くことにおいて、い

かにすれば「書きたい」という意欲を高められるのか、書く前にどのようなプロセス

を経ておくのがよいのか、などの点で参考となる実践。 

愛媛県 

松前町立 

北伊予中学校 

【本時は、全７時間の単元の３時間目。スキット作りに挑戦しよう】（１年生１２月） 

 新出の文法事項である過去形を次々に実際のコミュニケーションの場面で使わせる

本実践は、まさに「活用を通して定着を図る」典型例でしょう。 

広島県  

廿日市市立 

大野東中学校 

【本時は、全１０時間の単元の６時間目】 （３年生１２月） 

 授業の最後に、読み方についてのアドバイスをしています。説明文の大切な部分を

正確に読み取らせるための指導の工夫について、多くの示唆が得られたのではないで

しょうか。 

 ペアワークやグループワークも適宜取り入れられていました。様々な学習形態のそ

れぞれの利点を最大限生かせるよう、指導計画の中でじっくり考えておきたいもので

ある。 

 

新学習指導要領への移行期間における指導改善のポイントとして強調しているもの 

☆ ４技能の総合的な育成 

☆ 小学校における外国語活動を踏まえた指導 

☆ 知識・技能の活用を図る言語活動の充実 

☆ 語彙の充実 

  中学校版 新学習指導要領に対応した外国語活動及び 

外国語科の授業実践事例映像資料 １(平成２２年度配付) 

 

 ☆上の埼玉県の中学校の 

１時間の授業の流れを掲載

しています。（Ｐ121～） 

 『高知県中学校外国語モデルプラン』 

 


