
本時の展開（本時：７／１４時） 

 （１）本時の目標

   住み続けられる町にするための自分の意見を相手に分かりやすく伝えるために、高速道路についての意見文を読んで、

考えたことを発表することができる。

（２）評価規準

      住み続けられる町にするための自分の意見を相手に分かりやすく伝えるために、高速道路についての意見文を読んで、

考えたことを発表している。

  （形成的評価）

（３）準備物

      ワークシート、Chromebook、ホワイトボード

（４）本時の展開 

 学習活動 指導上の留意事項 
評価規準 

（評価方法） 

導
入 

１. Hello Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. Feedback 

・モデルを示し、既習表現を想起させながら、やり取り

を継続させることを促す。 

・ペアを入れ替える際に中間評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前時の振り返りを行い、本時に繋げる。 

 

 

 

ひらく つなぐ とじる 

A: Hello, ○○.  

How are you? 

B: Hello, ○○.  

I’m fine.  

How are you? 

A: I’m good.  

B: Your mask is 

cute. 

A: Thank you.  

B: Your T-shirt 

looks nice. 

A: Thank you. 

B: I like the design. 

A: I like it too.  

Thank you for 

saying so. 

B: You’re welcome. 

A: All right. Let’s talk about the good points of 

Japan. OK? 

B: OK. Can I go first? 

A: Sure. Go ahead. 

B: I like Japanese food very much. I can eat 

traditional Japanese food. I think that it’s a 

good point of Japan. 

A: You think that the good point of Japan is 

Japanese food? I think so too. 

   What kind of Japanese food do you like the 

best? 

B: I like sushi the best. How about you? What is a 

good point of Japan for you? 

A: I think that Japan has very good places. For 

example, I like Okinawa very much. We can enjoy 

swimming and relaxing there. 

B: That’s right. 

A: Where is your favorite place in Japan? 

B: I like Kyoto because I can see many temples 

there. It’s amazing. 

A: OK. Nice talking 

to you, ○○. 

B: Nice talking to 

you too,○○. 

A: Have a good 

afternoon. 

B: You too. 

A: See you. Bye. 

B: See you. Bye. 

 



展 

開 

３． 学習のめあて 

・Reading→共有 

・本時の場面を把握させる。 

・大単元ゴールと、本時のテーマを読み取らせる。 

 

 

 

・同じ英文で要点を読み取らせる。 

・読んだあと、Retell させる。 

→読み終わった後の TF問題は家庭学習として 

取り組ませる。 

 

 

 

 

・Listening→共有 ・生徒に見通しを持たせるために、読んだ英文とは 

反対の意見になる映像を聞かせる。 

 

・マッピング ・テーマについて、岡部先生に分かりやすく伝えられ

るように自分の意見をマッピングしていく。 

・マッピングの内容に関しては、高速道路の拡大に 

賛成か反対か、どう思うか、ALTの意見について 

どう思うかなどから広げるように促す。 

 

・Speaking① 

 

・マッピングをもとに、ペアで高速道路に関する 

自分の意見を発表させる。 

 

 

・共有（Sharing）① 

 

・生徒の良いモデルから、聞き手により伝わる発表に

ついて、Keyポイントを使いながら、共有する。 

（内容面） 

 

 

・Thinking Time① ・共有の時間を経ての、目的・場面・状況に応じた 

内容になるように確認させる。 

 

・Speaking② 

 

 

・ペアを変えながら複数回、発表を行う。 

・発表し終わったペアは、マッピングを用いて、表現を

確認させる。 

 

 

 

・共有（Sharing）② ・内容面と言語面での共有を行う。  

・Thinking Time② ・共有の時間を経ての、目的・場面・状況に応じた 

内容になるように確認させる。 

・クロムを立ち上げ、教科書の表現で使えそうな 

表現をピックアップする。  

 

・Speaking③ 

（ペア） 

・本時で積み重ねてきたことと、今まで学習した 

内容や表現を想起させる。 

・撮影した動画を確認させる。 

・動画を提出させる。 

形成的評価 

住み続けられる町にするた

めの自分の意見を相手に分

かりやすく伝えるために、高

速道路についての意見文を

読んで、考えたことを発表し

ている。  （活動の観察） 

【めあて】住み続けられる町についての自分の意見や考えを知ってもらうために、「高速道路」に

ついての意見文を読んで、考えたことを基に聞き手を意識して発表しよう。

 



ま
と
め 

４. Reflection ・モデルとなる生徒の発表を全体で共有する。 

・ルーブリックを活用して、本時の自己評価を行う。 

・振り返りの視点に沿って書かせる。次時に繋がる 

振り返りを、学んだこと・共有したことなどと一緒に

書かせる。 

ワークシート 

（振り返り） 

（５）板書計画 

 

 

本時の生徒の各ゴールイメージ テーマ『高速道路』 

【ゴールイメージ（ 評価）】

「ひらく」 「つなぐ」 「とじる」

【ゴールイメージ（ 評価）】

「ひらく」 「つなぐ」 「とじる」



【ゴールイメージ（ 評価）】

「ひらく」 「つなぐ」 「とじる」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２年（          ）組（                              ） 

 

 
 

★これからの学習で、何ができるようになりたいですか 

                                                   

                                                   

                                                

5 

3 

１ 

 

時 学習内容 Key ポイント・質問、疑問点 

1 

についての資料を読み、

自分の考えたことや感じたことを発表

しよう。  （教科書７－①）

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

２ 
の意見文を基に、香南市の強み

を発表しよう。    （教科書７－②）

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

３ 
の意見文を基に、香南市の強み

を発表しよう②    （教科書７－③）

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点       

 

４ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう。 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点       

 

５ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう② 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

★単元を通して、何ができるようになっていますか（確認パフォーマンス＆中間評価）  【        】点 

                                                   

                                                   

                                                

5 

3 

１ 

７ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう。 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点       

 

８ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう② 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

【ゴール活動】 話すこと（発表） 

＃香南市貢献プロジェクト（ ） ～住み続けられる町についての自分の意見や考えを知ってもらうために、テーマについての意見文などを読んで考えたことを、

聞き手を意識して分かりやすく発表をしよう～

振り返りシート ７ 

 



９ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう。 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点     

 

１０ 

香南市の                に 

ついての意見文を基に、自分の意見や

考えを、聞き手を意識して発表しよう② 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

１１ 

の要望が書かれた文を読んで、

香南市のとっておきの情報を、聞き手を

意識して発表しよう。（教科書７－ ） 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点       

 

１２ 

の要望が書かれた文を読んで、

要望に沿った高知県の紹介を、聞き手

を意識して発表しよう。 

（教科書 ） 

【今日の目標】 内容 ・ 文法         点      

 

1３ 

【ゴール活動】 話すこと（発表）パフォーマンステスト

＃香南市貢献プロジェクト（ ）

～住み続けられる町についての自分の意見や考えを知ってもらうために、テーマについての意見文などを読んで考えたことを、聞き手を意識して分かりやすく発表をしよう～

内容 文法・表現 

５点 

テーマについて読んだことを効果的

に活用し、自分の考えを詳しく 

発表している。 

５点 

４点の基準を満たしていて、 

さらに聞き手を意識するような 

工夫をしている。 

５点 
伝えようとしている内容に対
して、使っている文法や表現
が適切かつ正確である。 

４点 

テーマについて読んだことを活用

し、自分の意見や感想を相手に 

発表している。 

４点 
自分の意見や感想を、理由や 

事実とともに話して伝えている。 
４点 

伝えようとしている内容に対
して、使っている文法や表現
が適切で、ほぼ正確である。 

３点 
テーマについて、自分の意見や 

感想を発表している。 
３点 

自分の意見や感想を、理由を 

加えて話して伝えている。 
３点 

文法や表現のミスがある
が、伝えたい内容は 
だいたい分かる。 

２点 

テーマについて、自分の意見や 

感想を述べているが、単純な要素を

並べて表現している。 

２点 

自分の感想や意見を述べている 

が、単純な要素を並べて表現し 

ている。 

２点 
自分の言葉で話せた 
内容が限定的である。 

１点 
テーマや読んだことについて、考え

や感想を伝えていない。 
１点 

自分の意見や感想を述べていな 

い、もしくは同じことを繰り返して

表現している。 

１点 
自分の言葉で話せた 
内容が極端に短く、 
限定的である。 

★これまでの学習でできるようになったことは何か。それはなぜできるようになったかその理由についても書きましょう。 

     （最後の行まで書こう） 
 

                                                                                           
 

                                                                                           
 

                                                                                           
 

                                                                                           

 【 主体的に学習に取り組む態度      点／ １５点満点   ・   思考力・判断力・表現力       点／ １５点満点】 

２年（        ）組（      ）番 名前（                        ） 

 


