
須崎市立朝ヶ丘中学校 外国語科学習指導案 第３学年 What Is the Most Important Thing to You? 授業者：國澤 友美 令和２年１１月１０日（火）

１．単元目標

友達に、自分にとって一番大切にしていることを知ってもらうために、自分自身がどんなことを考え、何を大切にしていきたいかについて、その理由などを、簡

単な語句や文を用いて、話すことができる。

２．生徒の実態と指導観

本学級の生徒は意欲的に学習に取り組み、英語運用力を着実に身に付けてきた集団である。 授業アンケートでは、ほぼ１００％の生徒が「英語の授業は楽

しい」と回答しており、家庭学習にも丁寧に取り組むことができる生徒が多い。高知県学力定着状況調査（2019.12 月実施）では、「聞くこと」「読むこと」「書

くこと」のすべての領域で全国平均と同等もしくは全国平均を上回っている。GTEC（2019.10 月実施）の結果を４技能別で見てみると、「書くこと」が A1.3(ALT

と日常的な会話をし、英語体験を楽しめるレベル)と比較的高いスコアであるのに対し、「聞くこと」と「読むこと」は A1.2（身近で表現で簡単なコミュニケー

ションができるレベル）、「話すこと」に関しては最も低く、A1.1（身近な単語や定見表現でコミュニケーションができるレベル）であった。このことから、書

いて表現することは得意な生徒が多いが、話して表現することに弱さがある集団であると言える。

課題である「話して表現する力」をつけるため、これまでの授業やパフォーマンステストでは、即興や発表などのスピーキング活動に重点を置いて取り組ん

できた。その結果、思考・判断・表現の観点から見ると、自分の意見を述べる、接続詞を使う、順序立てて話すなどのことを意識しながら、伝えたい大まかな

内容が理解できるように話せる（あるいは、話そうとする）生徒が増えてきた。1学期の話すことにおけるパフォーマンステストでは、B評価以上が９５％を超

えている。しかし一方で、伝えたい大まかな内容はわかるものの、根拠を明らかにして自分の考えを述べることには課題がある。

本単元では、国際協力師として世界中でボランティア活動を行う医師、山本敏晴さんの活動について学ぶ。本単元に登場する世界の子ども達が描く「一番大

切なもの」についての絵や、途上国のために働く人材の育成に尽力する山本さんの生き方を通して、生徒自身がどんなことを考え、これから何を大切にしてい

きたいかについて、その理由などを、簡単な語句や文を用いて、話すことをゴール活動とする。本単元で扱う文法事項である、関係代名詞の主格（who,

which, that）を用いることで、今までよりも幅広い表現で人やものについて詳しく伝えることができるようになる。

自分の考え等を話して伝える際には、聞いたり読んだりしたことについて、なぜそのように考えたり感じたりしたのか、簡単な理由や根拠、例示などを伝え

させる力をつけさせたい。そのために、生徒の発話に対して、中間評価で発表の内容や構成、表現などについて具体的な助言を与えたり、良いモデルを共有し

たりするなどして、生徒自身が新たな課題を把握できるように促したい。特に、手立ての必要な生徒については個別に発話を聞き、アドバイスする時間を設け

たい。また、ペアやグループでお互いのスピーチを聞き合い、質問や助言し合う活動の後には推敲の時間を確保し、再構築を促すようにしていきたい。

３．単元の評価規準

評価規準（「話すこと」（発表）の評価規準）

【CAN-DO リスト形式での学習到達目標（第３学年 話すこと）】

社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、その理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができる。

【単元を通して付けたい力】

話すこと

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、その理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができるよ

うにする。

【単元ゴールとしての言語活動】

The Most Important Thing to Me.

自分にとって一番大切にしていることを知ってもらうために、自分自身がどんなことを考え、何を大切にしていきたいかについて、友達に伝えよう。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

[知識]

関係代名詞（主格）の用法や文の構造を理解してい

る。

[技能]

国際協力や海外の子ども達の大切なものについ

て、考えたことや感じたことなどを、関係代名詞

（主格）などを用いて話す技能を身に付けている。

友達に、自分にとって一番大事なものを知っても

らうために、国際協力や、海外の子ども達の大切な

ものについて書かれた文を読み、考えたことや感

じたことなどを、話している。

友達に、自分にとって一番大事なものを知っても

らうために、国際協力や、海外の子ども達の大切な

ものについて書かれた文を読み、考えたことや感

じたことなどを、話そうとしている。

「英語科授業づくり講座」においては、学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）に示された育成すべき資質･能力の 3本柱に基づいた評価の研究を行ってお

り、評価規準についても新しい観点で評価します。本指導案を本年度中に自校でご活用の際は、平成 29年 7月 7日付け「小学校及び中学校の学習指導要

領に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について」（文部科学省 通知）に記載されておりますように、現行の学習指導要領の下の評価

規準等に基づいて適切に指導･評価を行うようにしてください。

The most important thing to me is kindness. First, my classmates are friendly and kind, so they always help me with my work. I become very happy
when they help me. Second, I learned that there are many people who help the children in developing countries. I think they are very kind and I
respect them. So, I want to be a person who is kind to other people.



４．指導と評価の計画 (全１１時間)

言語活動 学習内容 ◇単位時間内のめあて ★指導上の留意点 評価規準

１

「こんな人になりた

い」をテーマに、理

由を付け加えて自分

の考えを述べる。

■本単元の見通しを持つ

The Most Important Thing to Me～私が考える、一番大切なもの～

★生徒に「今、自分が思う一番大切なものは何か」問いかける。（単元の最初と最後での変容を狙う）

◇「こんな人になりたい」をテーマに、理由を付け加えて自分の考えを述べる。

1. Listening Comprehension

★名詞のあとに who を伴い、説明されている形に注目させる。

2. Pattern Practice

★飽きないよう、様々なパターンで取り組ませる。

3. Reading Comprehension

★Listening の時よりも１つ以上多く情報を伝えるよう促す。

4. Reading（音読）

★飽きないよう、また必然的に思考するよう、様々なパターンで取り組ませる。

5. Speaking

「こんな人になりたい」をテーマに自分の考えを述べる。

6. Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

関係代名詞（who）を用いて、なりたい人物像について、

自分の考えを話す技能を身に付けている。[知]（形成的

評価）

２

山本医師やその活動

について書かれた文

を読み、引用するな

どしながら、それに

ついての自分の考え

を述べる。

◇山本医師やその活動についてリテリングし、自分の考えを述べる。

1. Reading（音読）

★前時とは違うパターンで取り組ませる。

2. Mapping

★話す順番を考え、ナンバリングするようアドバイスする。

★山本医師の活動について、自分の考えや意見を入れるように伝える。

3. Speaking

・相手を変え、修正・情報追加をしながら伝え合う。

★主語、動詞を使った「文」で話すように指導する。

★構成や Useful Phrases を意識して話せるよう、中間評価を入れる。

★山本医師の活動について、自分の考えや意見を伝えるよう中間評価を入れる。

4. Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

山本医師やその活動について書かれた文を読み、考えた

り感じたりしたことを、英文を引用するなどしながら、

話している。[思]/話そうとしている。〔主〕（形成的評価））

３

「社会をよりよくす

るこんなアプリが欲

しい」をテーマに、

根拠を付け加えて自

分の考えを述べる。

◇「社会をよりよくするこんなアプリが欲しい」をテーマに、根拠を付け加えて自分の考えを述べ

る。

1. Listening Comprehension

★名詞のあとに which を伴い、説明されている形に注目させる。

2. Pattern Practice

★飽きないよう、様々なパターンで取り組ませる。

3. Reading Comprehension

★Listening の時よりも１つ以上多く情報を伝えるよう促す。

4. Reading（音読）

★飽きないよう、また必然的に思考するよう、様々なパターンで取り組ませる。

5. Speaking

・「社会をよりよくするこんなアプリがほしい」をテーマに自分の考えを述べる。

6. Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

関係代名詞（which）を用いて、社会をよりよくするアプ

リについて、自分の考えを話す技能を身に付けている。

[知]（形成的評価）

４

本

時

海外の子どもたちの

大切なものについて

書かれた文を読み、

引用するなどしなが

ら、それについての

自分の考えを述べ

る。

◇海外の子どもたちの大切なものについてリテリングし、意見を述べる。

1. Reading（音読）

★前時とは違うパターンで取り組ませる。

2. Mapping

話す順番を考え、ナンバリングするようアドバイスする。

海外の子どもたちの「大切なもの」について、自分の考えや意見を入れるように伝える。

3. Speaking

・相手を変え、修正・情報追加をしながら伝え合う。

★主語、動詞を使った「文」で話すように指導する。

★構成や Useful Phrases を意識して話せるよう、中間評価を入れる。

★海外の子どもたちの「大切なもの」について、自分の考えや意見を伝えるよう中間評価を入れる。

4.Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

海外の子ども達の大切なものについて書かれた文を読

み、考えたり感じたりしたことを、英文を引用するなど

しながら、話している。[思]/話そうとしている。〔主〕

（形成的評価）

５

「私が総理だったら

こんな日本にした

い」をテーマに、根

拠を付け加えて自分

の考えを述べる。

◇「私が総理だったらこんな日本にしたい」をテーマに、根拠を付け加えて自分の考えを述べる。

1. Listening Comprehension

★名詞のあとに that を伴い、説明されている形に注目させる。

2. Pattern Practice

★飽きないよう、様々なパターンで取り組ませる。

3. Reading Comprehension

★Listening の時よりも１つ以上多く情報を伝えるよう促す。

4. Reading（音読）

★飽きないよう、また必然的に思考するよう、様々なパターンで取り組ませる。

5. Speaking

・「私が総理だったらこんな日本にしたい」をテーマに自分の考えを述べる。

6. Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

関係代名詞（that）を用いて、日本をどんな国にしたい

かについて、自分の考えを話す技能を身に付けている。

[知]（形成的評価）

６

山本医師が行うお絵

かきイベントについ

て書かれた文を読

み、引用するなどし

ながら、大切なもの

についての自分の考

えを述べる。

◇お絵かきイベントの意義についてリテリングし、自分の意見を述べる。

1. Reading（音読）

★前時とは違うパターンで取り組ませる。

2. Mapping

★話す順番を考え、ナンバリングするようアドバイスする。

3. Speaking

・相手を変え、修正・情報追加をしながら伝え合う。

★主語、動詞を使った「文」で話すように指導する。

★構成や Useful Phrases を意識して話せるよう、中間評価を入れる。

★お絵かきイベントの意義について、自分の考えや意見を伝えるよう中間評価を入れる。

4. Summary / Reflection

・話したことや考えたことについて、整理して記述する。

山本医師が行うお絵かきイベントについて書かれた文

を読み、考えたり感じたりしたことを、英文を引用する

などしながら、話している。[思]/話そうとしている。

〔主〕（形成的評価）

【目指す子どもの姿】
I want to be a person who is kind to everyone.
When my friends help me, I become happy.
So, I want to be a kind person who can help other
people.

【目指す子どもの姿】
I ’ ll tell you about Mr. Yamamoto. When he was
young, he visited Africa. He saw many people who
were suffering from hunger and illness there. So
he became a doctor, and helped people. In 2004, he
made a group to increase the number of local people
who are willing to work in developing countries. I’d
like to work for the other people like him. I ’ m
proud of him as a Japanese,

【目指す子どもの姿】
I want an app which helps us with learning English.
Foreign people who visit Japan is increasing every
year, so we have to study English more. That's
why I want an app which helps us with learning
English.

【目指す子どもの姿】

I want to know more about the pictures drawn by the
children in other countries. A boy who lives in Tuvalu
says the most important thing to him is the earth. He
also says we should stop the climate change. I've never
thought of it. I also learned the important things of the
children in other countries. They drew different things.
I want to know more about the pictures. What about
Japanese children?

【目指す子どもの姿】
I want to make a country that is friendly to
everybody. For example, disabled people or
LGBTs are discriminated in our society. I think
that is very sad. So I want to make a country that
is friendly to all the people.

【目指す子どもの姿】

I want to think more about the important thing to me.
Through Mr. Yamamoto's project, children will learn some
differences in the world, and pay more attention to things
happening in the world. Mr. Yamamoto wants more
people act for the world. I think the important things of
the children reflect the situation of each country. I’ve
never thought that my country is important. I’d like to
think more seriously about the important thing to me.



7

プレゼンテーション

のイメージを具体的

にし、相手にわかり

やすい発表にするた

めに、構成に沿って

完成させたメモを見

ながら、既習表現を

活用して話す。

◇自分の一番大切なものについて、構成を意識してメモを完成させ、友達のアドバイスをもとに加

筆・修正する。

1. いくつかの抽象的な価値観を提示し、どれが一番大切と思うか問う。意見交換させる。

★全体でシェアし、黒板に掲示したフォーマットにメモを書き入れて例を完成させる。

2. Making Notes

・フォーマット（opening-body-ending）に沿って英語でメモを作成する。

★これまでの学習で感じたことを入れるなど、既習事項と関連付けた内容となるよう促す。

3. Speaking

・個人でプレゼンテーションの練習をする。

・グループ内でプレゼンテーション、アドバイス、修正をする。

★論理的な展開となるようアドバイスする。

4. Reflection

・次回に生かしたいことや、気を付けたいことを書く。

一番大切なものについて、伝えたい内容をまとめて、話

している。[思]/話そうとしている。〔主〕（形成的評価））

８

よりよいプレゼンテ

ーションにするため

に、ルーブリックを

意識したり、友達の

アドバイスを参考に

したりしながら発表

内容を修正する。

◇単元目標に対するルーブリック（Presentation のポイント）を作成する。

1. Group Work

・前回の振り返りを参考に、ルーブリックに入れたい項目を付箋に書き出し、グルーピングす

る。

★内容だけでなく、構成や正確性にも注目させる。

2. Make rubrics

・発表の仕方に関すること、内容に関すること、文法に関することを含んだルーブリックを作成

する。

★生徒をファシリテーターにして決定していく。

3. Practice Speaking

・ルーブリックに沿って修正しながら練習する。

・グループ内でプレゼンテーションを見せ合う。

・ルーブリックに沿って友達にアドバイスをする。

・友達のアドバイスを受けて、プレゼンテーションを修正する。

★前時よりもよくなるように意識させる。

4. Reflection

・次回に生かしたいことや、気を付けたいことを書く。

一番大切なものについて、伝えたい内容をまとめて、

話している。[思]/話そうとしている。〔主〕（形成的評

価）

９

10

友達のアドバイスや

質問を受けること

で、自分の伝えたい

内容を深めたり、正

確な英語で話したり

できるよう、相手を

変えて複数回プレゼ

ンテーションを行

う。

◇プレゼンテーションを行うごとに、アドバイスや質疑応答から多角的に考え、内容を修正する。

1. Make a Presentation

・画像を使い、関係代名詞などを正しく使いながら、友達にプレゼンテーションを行う。

★６つのブースを作り、６名の発表者（各班の 1st speakers）がブース前に準備する。

・発表者以外はオーディエンスとして６つのブースを順に回り、プレゼンテーションを見て、質問

やアドバイスをする。

・発表者はアドバイスをもとにしてプレゼンテーションを修正し、回を重ねるごとにより良い内容

になるようにする。

・オーディエンスは、ルーブリックに沿って評価をしながらプレゼンテーションを聞く。

・発表者がプレゼンテーションを６回終えたら、発表者を交代(2nd speakers)し、同じ手順をあと

３回繰り返す。（このあと、個人で ALT もしくはＪＴＥに発表させる時間をとりたい。）

2. Writing

・全員のプレゼンテーションが終わったら、自分が話した内容を書く。

★さらに修正を加えて書いてもよいことを伝える。

3. Reflection

・友達の成長について振り返りを記入する。

・自己目標の達成状況を振り返り、次の課題を明確にする。

友達に、自分にとって一番大切なものを知ってもらう

ために、国際協力や、海外の子ども達の大切なものに

ついて書かれた文を読み、考えたことや感じたことを

話している。〔思〕

友達に、自分にとって一番大切なものを知ってもらう

ために、国際協力や、海外の子ども達の大切なものに

ついて書かれた文を読み、考えたことや感じたことを

話そうとしている。〔主〕

【単元終了後】友達からの感想をシェア

【目指す子どもの姿】

The most important thing to me is kindness. First, my

classmates are friendly and kind, Second, I learned

that there are many people who help the children in

developing countries. So, I want to be a person who is

kind to other people.

【目指す子どもの姿】

The most important thing to me is kindness. First, my

classmates are friendly and kind, so they always help me

with my work. Second, I learned that there are many

people who help the children in developing countries. I

think they are very kind. So, I want to be a person who

is kind to other people.

【目指す子どもの姿】

The most important thing to me is kindness. First, my

classmates are friendly and kind, so they always help me

with my work. I become very happy when they help me.

Second, I learned that there are many people who help

the children in developing countries. I think they are

very kind and I respect them. So I want to be a person

who is kind to other people.



５．本時の指導（4/10）

(1) 目標

海外の子ども達の大切なものについて書かれた文を読み、引用するなどしながら、考えたり感じたりしたことを話すことができる。

(2) 評価規準

海外の子ども達の大切なものについて書かれた文を読み、引用するなどしながら、考えたり感じたりしたことを話している。【思考・判断・表現】

海外の子ども達の大切なものについて書かれた文を読み、引用するなどしながら、考えたり感じたりしたことを話そうとしている。【主体的に学習に取り

組む態度】

(3）学習の展開

６．板書計画

時間 学習活動 指導上の留意点及び評価

導入

１０分

帯活動 ・先生、ペアとあいさつをする。 ・英語で話す雰囲気をつくる。

・Small Talk

・既習事項を使いながら質疑応答を行う。

・言いたいが言えなかった表現をシェアし、相手を変えて再

び話す。

・英語を学習する雰囲気をつくる。

・質問をしながら会話を継続するよう促す。

展開

3３分

Reading（音読）

・前時の振り返りを兼ねて音読する。

・本時の目標と流れを確認する。

・前時とは違うパターンで取り組ませる。

・自分たちがこれから取り組むことのイメージを持たせる。

1. Story Mapping

・本文の内容を絵やキーワードでマッピングする。

2. Speaking

・モノローグで話す練習をする。(１分)

①Speaking-1

・マッピングを使いながらペアの片方(A)がもう片方(B)

に伝える。(１分)

・Bが Aに質問やアドバイスをする。(３０秒)

・Aと Bが役割を交代し、同じ手順を繰り返す。

【中間評価①＋再構築①】

②Ｓｐｅａｋｉｎｇ-2

・ペアの相手を変え、１回目に修正を加えて伝え合う。

【中間評価②＋再構築②】

・数名が前で発表する。

・よかったところをシェアする。

③Speaking-3

・再びペアの相手を変えて、伝え合う。

【中間評価③＋再構築③】

・教科書の絵や写真が印刷されたワークシートを配布し、キーワードや付け

足したい情報の絵を描かせる。

・slow learners への支援（話す順番、表現のしかたなど）

・内容・構成・表現について【中間評価】を入れ、修正をかけさせる。

［Speakers］

-主語、動詞を使って話すこと。(複文、重文)

-代名詞を具体的に言い換えること。

-Opening-Body-Ending の構成を意識し話すこと。

-自分の考えを根拠とともに付け加えること。

［Listeners］

-相手の意見・考えの根拠が明確でなければ問い返すこと。

（Why? / For example? / You mean...）

７分 Summary and Reflection

・内容について分かったことを、整理して記述する。

・新たに浮かんだ疑問なども書き留めさせる。

・今日の１時間で意識したことや、できるようになったこ

とを書き留めさせる。

・振り返りの内容をペアで共有する。

・相手を変えて３回話した発話内容を、英語で記述しまとめていく。中間評価

でよかった友達の表現や、板書で共有したことを生かして書くように指導す

る。（Summary）

・意識したこと、できるようになったことについては日本語で記述させる。

(Reflection)

The Most Important Thing to Me

Today’s Aim

Let’s tell your opinion about the story.

～海外の子どもたちの大切なものについて読み、自分の考えを伝えよう～

Today’s Flow

Greeting

Small Talk

Reading（音読）

Story Mapping

Story Telling

Summary

Reflection

課

題

の

提

示

表

現

す

る

Let’s tell your opinion about the story.

～子ども達の大切なものについて書かれた文を読み、自分の考えを伝えよう～

振

り

返

り

思

考

す

る

Useful Expressions

I've never thought of

it.

Through...

I want to know..

What about～?

How about～?

than I thought

than I've expected

Opening- 自分の考え、意見

Body - 印象に残った内容

Ending-自分の考え、意見

I (don't) think

For example,

So I (don't) think

I learned ...

I'm sure...

She says, ,

Listener's Points
(Feedback)

Speaker's Points (Presentation)

根拠を確認しよう

Why? / For example?

確認しながら聞こう

You mean…

語順カード


