
土佐市立高岡中学校 外国語科学習指導案  第３学年           令和３年７月１３日（火） 
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【育成する能力】 
学習指導要領  話すこと【発表】―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。 
 
【Can do リスト形式での学習到達目標】 

社会的な話題について聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、自分で作成したメモなどを活用しながら、簡単な語句や文を用いて話すことが
できるようになる。 
 
【中心となる単元目標としての言語活動】 

日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、オリンピック競技に興味や親しみを持ってもらえるように、これまでに得た情報を整理し、写真や絵
を用いながらその競技の魅力を伝える。 

 
【目指す子どもの姿】 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
１．単元名  SUNSHINE ENGLISH COURSE 3 
              PROGRAM 3 「 A Hot Sport Today」（開隆堂） 
 
２．単元目標 
 日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、オリンピック競技に興味や親しみを持ってもらえるように、これまでに得た情報を整理し、写真や絵を用
いながらその競技の魅力を伝える。 
 
３．生徒の実態 
 本学級の生徒は意欲的に学習に取り組み、コミュニケーション活動も積極的に行うことができる。教科書の文章をリテリングする活動では、事前に用意されたキ
ーワードを用いて話すことができた生徒は 75％、事前に用意されたキーワードに加え、自分が重要だと思う語句を取り入れて話すことができた生徒は 20%、事前
に用意されたキーワードを用いてなんとか 1 文話せた生徒が 5％であった。英語に苦手意識がある生徒もいるものの、ペアで協力するなどパフォーマンステストに
合格しようとする姿勢も見られる。 
 高知県学力定着状況調査（2020.12 月実施）では、大問 9「対話文の内容を読み取り、(1)〔何をしていたのか〕(2)〔どのようにして来るのか〕という内容の文を
適切に書く」という「話すこと（やりとり）」と関連する問題において正答率が 20%を割っている。観点別正答率をみると、「表現の能力」は全国平均を唯一上回
っているが、「理解の能力」「言語や文化に関しての知識・理解」に関しては全国平均を大きく下回っている。 

このことから、話したり書いたりすることに関しては意欲的に取り組み、自分が伝えたいことを自分が知っている語彙を用いてなんとか表現しようとすることは
できるが、対話の場面で相手の意図をくみ取る理解力と、それに対して正確に自分の意見を伝えることに課題が見られる。そこで本単元では、様々な英文を多読さ
せ、内容を理解し、その内容に対して自分の考えを伝える表現力を育成する必要があると考え、「読んだこと」の内容について「話す」という技能統合型の言語活
動を設定した。 
 
４．指導観 

本単元は、真央とダニエルのバスケットボールについての会話から始まる。バスケットボールは人気のスポーツの１つでもあり、体育や部活動などでも生徒には
身近なスポーツである。またニュースや試合をテレビで見る機会が多くなり、日本人選手の活躍にも注目が集まっている。一方バスケットボールは、生徒にとって
身近なスポーツであっても、その歴史や日本でのリーグ設立などは知られていない。そこで登場人物のダニエルは起源や事実を踏まえて、なぜバスケットボールが
誕生し人気となったのか紹介を行っている。このようにバスケットボールの歴史や魅力について全く知らない相手に事実を整理し、それを用いて伝えることで、相
手に興味を持ってもらうことに繋がるということに気づかせたい。さらに教科書の本文をリテリングすることにより、読み込んだものを自分の言葉で相手に説明す
ることで、教科書に書かれてある内容を正確にくみ取り、自分の意見を伝える力を養いたい。 

また本単元で扱う文法事項である call A B や make A B の構文を用いて、オリンピックを見に行く ALT により興味を持ってもらえるように、その競技の魅力や選
手の人生観などの社会的な話題について読んだことを伝えることで、親しみを持ってスポーツ観戦できることに繋がる。さらに、それを説明することでスポーツを
見るときに、より熱中できる材料にすることができることに気づかせたい。これらの言語材料を用いた日本人が活躍する競技についてのまとまりのある文章を読み、
その内容を要約した文章をもとに、聞き手に興味を持ってもらえるように話すことで、オリンピックを見に行く ALT に伝え、「オリンピック競技に親しみや興味
を持ってもらうためには、どの情報を取り上げて伝えればよいのだろう。」と見方・考え方を働かせられるような学習を進めたい。 

 
 
 

B 評価 
I heard that you will go to Tokyo Olympics in July. I recommend swimming. The top swimmer swims as fast as 
penguins. There is a famous swimmer in Japan.  Do you know Rikako Ikee? She is a famous Japanese swimmer. 
We call her Ikeeri. But she had to stop swimming because of her illness. She recovered from it. I think that 
she is a very strong woman! Please cheer her up! 



５．本単元の評価基準 
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〉 
call A B 構文の用法や文の構造を理解している。 
make A B 構文の用法や文の構造を理解している。 

〈技能〉 
オリンピック競技について、call A B や make A B の構文などを用いてそ

の競技の魅力を伝える技術を身につけている。 

日本で開催されるオリンピックを見
に行く Fely 先生に、オリンピック競技
に興味や親しみを持ってもらえるよう
に、これまでに得た情報を整理し、そ
の競技の魅力を伝えている。 

日本で開催されるオリンピックを
見に行く Fely 先生に、オリンピック
競技に興味や親しみを持ってもらえ
るように、これまでに得た情報を整
理し、その競技の魅力を伝えようと
している。 

 
６．小学校や他学年との関連 
〈小学校〉 We can! 2  Unit 6「What do you want to watch?」 
〈中学校〉 第１学年 Program 4 「Let’s Enjoy Japanese Culture.」 
         第２学年 Program 6 「Live Life in True Harmony」 
 
７．領域【話すこと（発表）】における資質・能力の系統 

小学校 
時刻や曜日、場所など、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、人前で実物やイラスト、写真などを見せながら、自分の考

えや気持ちなどを話すことができる。 

中学校 

【第１学年末ゴール】 
身近な話題や自分自身の事柄について、相手意識をもって、自分の考えや気持ちを整理して、簡単な語句や文を用いて伝えること

ができる。 
【第２学年末ゴール】 
日常的な話題や聞いたり読んだりしたことについて、相手意識を持って、自分の考えや気持ちを整理し、根拠や理由をより明確に

し、まとまりのある英文を簡単な語句や文を用いて、伝えることができる。 
【第３学年】 
PROGRAM１「Bentos Are Interesting!」 

日常的な話題についての文章を読んで、自分の考えや気持ちを整理し、まとまりのある英文で簡単な語句や文を用いて、伝える
ことができる。 
PROGRAM２「Good Night. Sleep Tight.」 
 日常的な話題についての文章を読んで自分の考えや気持ちを整理し、根拠や理由をより明確にし、まとまりのある英文で簡単な
語句や文を用いて、相手意識を持って伝えることができる。 
PROGRAM３「A Hot Sport Today」本時 
 スポーツに関する英文を読んで、聞き手が魅力を感じるように、自分の気持ちを整理し、根拠や理由をより明確にし、まとまり
のある英文を簡単な語句や文を用いて、伝えることができる。 
【第３学年末ゴール】 

相手意識を持って、社会的な話題や身近な事柄について、事実や様々な考えに基づいた自分の意見やその根拠を明確にし、文と
文とのつながりや構成に留意したり、読んだことやデータを活用したりすることで、まとまりのある英文を簡単な語句や文を用い
て伝えることができる。 

 
８．単元計画（全９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 形･･･形成的評価 

1 

真央とダニエルがやり
とりしているバスケット
ボールの英文を読んで、
友だちにその内容を自分
の言葉で伝える。 

●本単元の見通しを持つ 
「日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、オリンピック競技に興味や親

しみを持ってもらえるように、これまでに得た情報を整理し、写真や絵を用いながらその
競技の魅力を伝える。」 
◇真央とダニエルのやり取りを自分の簡単な英語で伝えることができる。 
１．Listening Comprehension 
☆call を用いて、様々な呼び名について説明できる形に注目させる。 
２．Pattern Practice 
３．Reading 
☆様々な方法で読ませることで、本文の熟読を行わせる。 
４．Retelling 
☆読んだ内容を、自分の言葉で説明させる。 
５．Speaking 
☆絵やキーワードのみで、教科書の内容を伝え合う。 
６．Writing 
☆伝えたことを書かせる。 

call A B を用いて教科書の内容について自分の言葉で
考えを話す技能を身につけている。【知】（形成的評
価） 

2 

 バスケットボールの誕
生についての記事を読ん
で、友だちにその内容を
自分の言葉で伝える。 

１．前時の振り返り 
☆call A B の復習と、前時の retell の内容について伝え合う。 
◇バスケットボールの起源について、自分の言葉でまとめて友だちに伝えることができ
る。 
２．Listening Comprehension 
☆make を用いて、状態や気持ちを説明できる形に注目させる。 
３．Pattern Practice 
４．Reading 
☆飽きないように、様々なパターンで読ませ、熟読を行わせる。 
５．Retelling 
☆読んだ内容を、自分の言葉で説明させる。 
６．Speaking 
☆絵やキーワードのみで、バスケットボールの起源について伝え合う。 
７．Writing 
☆伝えたことを書かせる。 

make A B を用いて教科書の内容について自分の言葉
で考えを話す技能を身につけている。【知】（形成的評
価） 

 

B 評価 
Basketball was invented by a P.E. teacher in 
Massachusetts in 1891. A Japanese student 
played in the first basketball game. They 
drew a picture of the first basketball game. 

B 評価 
Daniel often watched NBA games in the U.S. 
Some people call basketball the king of 
sports. Basketball is fun. 



3 

ダニエルが書いたバス
ケットボールについての
メールを読んで、友だち
にその内容を自分の言葉
で伝える。 

１．前時の振り返り 
☆make A B の復習と、前時の retell の内容について伝え合う。 
◇ダニエルのメールについて、自分の言葉でまとめて、友だちに伝えることができる。 
２．Listening Comprehension 
☆make を用いて、状態や気持ちを説明できる形に注目させる。 
３．Pattern Practice 
４．Reading 
☆飽きないように、様々なパターンで読ませ、熟読を行わせる。 
５．Retelling 
☆読んだ内容を、自分の言葉で説明させる。 
６．Speaking 
☆絵やキーワードのみで、バスケットボールの起源について伝え合う。 
７．Writing 
☆伝えたことを書かせる。 

make AB を用いて教科書の内容について自分の言葉
で、考えを話す技能を身につけている。【知】（形成的
評価） 

4 

日本に４年間住んでい
る Fely 先生に「将棋」
について、興味や親しみ
を持ってもらえるよう
に、それについて書かれ
てある英文を読み、自分
の言葉で考えを述べる。 

１．前時の振り返り 
☆ｍakeAB の復習と、前時の retell の内容について伝え合う。 
◇日本に４年間住んでいる Fely 先生に「将棋」について親しみや興味を持ってもらえるよ
うに、書かれてある英文から、自分の言葉で伝えることができる。 
２．Reading 
☆自分が伝えるときに必要だと思う英文に線を引かせる。 
３．Highlight 
☆自分が伝えたい内容を keyword で抜き出す。 
４．Retelling① 
☆絵やキーワードのみで、将棋について伝え合う。 
５．Reconstruction 
☆生徒がどのようなキーワードを取り上げたのか確認し、英文を増やす手立てとする。 
６．Retelling② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
７．Writing 
話したことを書く。 

「将棋」について、興味や親しみを持ってもらえるよ
うに、自分の言葉で述べている。【思】/述べようとし
ている。【主】（形成的評価） 

5 

友だちに、オリンピッ
クの「バスケットボー
ル」について、興味や親
しみを持ってもらえるよ
うに、それについて書か
れてある英文を読み、自
分の言葉で考えを述べ
る。 

１．前時の振り返り 
☆前時の retell の内容について伝え合う。 
◇友だちに「バスケットボール」について親しみや興味を持ってもらえるように、書かれ
てある英文から、自分の言葉で自分の考えを伝えることができる。 
２．Reading 
☆自分が伝えるときに必要だと思う英文に線を引かせる。 
３．Highlight 
☆自分が伝えたい内容を keyword で抜き出す。 
４．Retelling① 
☆絵やキーワードのみで、バスケットボールについて伝え合う。 
５．Reconstruction 
☆生徒が取り上げたキーワードに対してなぜ取り上げたのかを ICT を用いて全体で共有
し、次の Retell に向けて、自分の考えを増やす手立てとする。 
６．Retelling② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
７．Writing 
話したことを書く。 

「バスケットボール」について、興味や親しみを持っ
てもらえるように、自分の考えを述べている。【思】/
述べようとしている。【主】（形成的評価） 

6 
本 
時 

日本で開催されるオリ
ンピックを見に行く
Fely 先生に、「水泳」に
ついて興味や親しみを持
ってもらえるように、そ
れについて書かれてある
英文を読み、内容を理解
し、自分の考えを述べ
る。 

１．前時の振り返り 
☆前時の retell の内容について伝え合う。 
◇日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、「水泳」について興味や
親しみを持ってもらえるように、それについて書かれてある英文を読み内容を理
解し、自分の言葉で考えを述べる。 
２．Reading 
☆自分が伝えるときに必要だと思う英文に線を引かせる。 
３．Highlight 
☆自分が伝えたい内容を keyword で抜き出す。 
４．Retelling① 
☆絵やキーワードのみで、水泳について伝え合う。 
５．Reconstruction 
☆生徒が取り上げたキーワードに対してなぜ取り上げたのかを ICT を用いて全体で共有
し、思考を深め英文を増やす手立てとする。 
６．Retelling② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
７．Writing 
話したことを書く。 

「水泳」について、興味や親しみを持ってもらえるよ
うに、自分の考えを述べている。【思】/述べようとし
ている。【主】（形成的評価） 

7 

友だちに、オリンピッ
ク競技「テニス」につい
て興味や親しみを持って
もらえるように、それに
ついて書かれてある英文
を読み、内容を理解し、
その内容についての写真
や絵を使って、自分の考
えを述べる。 

１．前時の振り返り 
☆前時の retell の内容について伝え合う。 
◇友だちに「テニス」について親しみや興味を持ってもらえるように、書かれてある英文
から、自分の言葉で自分の考えを伝えることができる。 
２．Reading 
☆自分が伝えるときに必要だと思う英文に線を引かせる。 
３．Highlight 
☆自分が伝えたい内容を keyword で抜き出す。 
４．Retelling① 
☆絵やキーワードのみで、テニスについて伝え合う。 
５．Reconstruction 
☆生徒が取り上げたキーワードを基に自分の考えをどう加えたのか、また相手意識を持っ
て競技の魅力を伝えるにはどのような表現をしたのか共有し、思考を深める。 
６．Retelling② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
７．Writing 
話したことを書く。 

「テニス」について、興味や親しみを持ってもらえる
ように、自分の考えを述べている。【思】/述べようと
している。【主】（形成的評価） 

B 評価 
I will tell you about tennis. The fastest 
serve is as fast as Shinkansen. Do you know 
Naomi Osaka? She is a top tennis player. 
She wears black masks to make people 
happy. Because the racial problems exist in 
the world. So she wanted to show it. 

B 評価 
I heard that you will go to Tokyo Olympics 
in July. I will recommend swimming. The top 
swimmer swims as fast as penguins. Do you 
know Rikako Ikee? She is a famous 
Japanese swimmer. We call her Ikeeri. But 
she had to stop swimming because of her 
illness. She recovered from it. I think that 
she is a very strong woman!  

B 評価 
I will tell you about basketball. Basketball 
is like a combative sport. Do you know Rui 
Hachimura? He was the top player at the 
NBA’s draft. Some people call the NBA the 
king of sports. It was not easy for him to 
be a NBA player. But his dream came true. 
I hope that he will be the best basketball 
player in the world. 
 

B 評価 
Japan has an interesting board game. We 
call it Shogi. Do you know Shogi? Sota Fujii 
is famous for Shogi. He is a very young boy 
but he had many titles of shogi. He started 
shogi when he was 5. I think that he is 
smart. Even if you win the game, you can’t 
show your gladness. It’s one of the good 
culture in Japan. 

B 評価 
Daniel sent Miki an email. It was written 
about professional basketball game in 
Japan. Basketball is so popular in Japan now. 
He enjoyed it. I think that it makes him 
happy. 



8 

友だちに、オリンピッ
ク競技「フィギュアスケ
ート」について興味や親
しみを持ってもらえるよ
うに、それについて書か
れてある英文を読み、内
容を理解し、その内容に
ついての写真や絵を使っ
て、自分の考えを述べ
る。 

１．前時の振り返り 
☆前時の retell の内容について伝え合う。 
◇Fely 先生に「フィギュアスケート」について親しみや興味を持ってもらえるように、書
かれてある英文から、自分の言葉で自分の考えを伝えることができる。 
２．Reading 
☆自分が伝えるときに必要だと思う英文に線を引かせる。 
３．Highlight 
☆自分が伝えたい内容を keyword で抜き出す。 
４．Retelling① 
☆絵やキーワードのみで、フィギュアスケートについて伝え合う。 
５．Reconstruction 
☆生徒が取り上げたキーワードを基に自分の考えをどう加えたのか、また相手意識を持っ
て魅力を伝えるにはどのような表現をしたのか共有し、思考を深める。 
６．Retelling② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
７．Writing 
話したことを書く。 

「フィギュアスケート」について、興味や親しみを持
ってもらえるように、自分の考えを述べている。【思】
/述べようとしている。【主】（形成的評価） 

9 

日本で開催されるオリ
ンピックを見に行く
Fely 先生に、オリンピ
ック競技に興味や親しみ
を持ってもらえるよう
に、これまでに得た情報
を整理し、写真や絵を用
いながらその競技の魅力
を伝える。 

１．前時の振り返り 
☆前時の retell の内容について伝え合う。 
◇日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、オリンピック競技に、興味や
親しみを持ってもらえるように、これまでの Retelling を踏まえて、自分の考えを伝えるこ
とができる。 
２．Speaking① 
☆絵やキーワードのみで、日本人選手について伝え合う。 
３．Sharing 
☆生徒が付け加えた文章を共有し中間評価する。自分の考えや意見をさらに付け加えるよ
うにさせる。 
４．Speaking② 
☆相手を変えて、伝え合う。 
５．Writing 
話したことを書く。 
 
 
 
 
 

日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生
に、オリンピック競技に興味や親しみを持ってもらえ
ように、これまでに得た情報を整理し、写真や絵を用
いながらその競技の魅力を伝えている。【思】/伝えよ
うとしている。【主】（形成的評価） 

10 パフォーマンステスト（写真や絵、キーワードを用いて話す） 

 
９．板書計画 
 
 

B 評価 
I will tell you about figure skating. Do you 
know Yuzuru Hanyu? He is a top figure 
skater. The most difficult jump is  Quadruple 
loop. Only five people can jump in the world. 
He is one of them. He is a big Pooh fan. Do 
you know why he loves it? Because it makes 
him relaxed. Please throw Pooh into the skate 
links, if you see his performance. 

Today’s Aim  
日本で開催されるオリンピックを見に行く Fely 先生に、「水泳」について興味や親しみを持ってもらえるよ
うに、それについて書かれてある英文を読み内容を理解し、自分の言葉で考えを述べる。 

Today’s flow 
1.Review 
2.Reading 
3.Highlight 
4.Retelling① 
5.Reconstruction 
6.Retelling② 
7.Writing 

Tuesday July 13th 

My Opinions 
・have the courage        ・be strict with herself 
・have a strong spirit ・The fastest swimmer is  
・We don’t get enough money.   

How do I say ～ 
・It is ～for him to ～.  ・if you see his performance, ～ 
・I think that  ～is ～.   ・Do you think that ～? 

When 
Where 
What 
Which 
Who 
How 
 

B 評価 
I heard that you will go to Tokyo Olympics 
in July. I will recommend swimming. The 
top swimmer swims as fast as penguins. 
There is a famous swimmer in Japan.  Do 
you know Rikako Ikee? She is a famous 
Japanese swimmer. We call her Ikeeri. But 
she had to stop swimming because of her 
illness. She recovered from it. I think that 
she is a very strong woman! Please cheer 
her up! 


