
６ 本時の指導（６／７時間）
（１）本時の目標

より多くの外国人観光客に訪れてもらうために、高知県のおすすめの場所や物について、その魅
力が伝わるように、客観的な事実や情報をもとに自分の考えや気持ちを整理し、簡単な語句や文を
用いて話すことができる。

（２）評価規準
より多くの外国人観光客に訪れてもらうために、高知県のおすすめの場所や物について、その魅

力が伝わるように、客観的な事実や情報をもとに自分の考えや気持ちを整理し、簡単な語句や文を
用いて話している。（形成的評価）

（３）準備物
ワークシート Chromebook

（４）学習の展開
学習活動 指導上の留意事項

●JTE1 〇JTE2 ☆ALT
評価基準

（評価方法）

導
入

１Review
・前時までの紹介を振り返り共有する。
・振り返りをもとにやり取りをする。

展
開

★本時のめあてを確認する。

２ Activity 1

①Speaking1
・伝える内容をまとめ、ペアで伝え合う。
②Sharing1
・生徒の意見を全体でシェアする。

中間評価 １
・どのような内容だと聞き手が聞きたいと

思うか考える。
・言いたかったけど言えなかった表現を共

有する。
・マッピングを加筆・修正し、再構築する。
３ Activity 2

①Speaking2
・内容をさらに膨らませ、もう一度ペアで

伝え合う。

●〇☆机間指導を通して支援
の必要な生徒に支援する。
●〇内容面で事実や自分の考
えなどを含めて紹介できてい
る生徒の意見をシェアさせ、
自分の意見に取り入れるよう
促す。

高知県をより多くの外国人観光客に訪れてもらうために、事実や自分の考えを整理して、相手
にその魅力をわかりやすく伝えることができるよう、構成などを意識して伝えよう。

What do you recommend?

I recommend the Yosakoi Festival. It ’ s

because it’s famous and popular in Japan. It

is visited by many people and dancers in

Japan. Some foreigners come and see it. You

can enjoy it too.

Please tell me more.



②Sharing2
・生徒の意見をシェアする。

中間評価 ２
・どのような構成で伝えると伝わりやすい

か考える。
・マッピングを加筆・修正し、再構築する。

４ Activity 3
①Speaking3
・修正した内容をもう一度ペアで伝え合

う。
・クロムブックを用いて写真や動画を見せ

ながら、オンラインツアーとしておすす
めの物や場所をペアで紹介し合う。

②Sharing3
・生徒の意見をシェアする。

中間評価 ３
・言語面で修正が必要な点を見つける。
・マッピングを加筆・修正し、再構築する。
５ Writing
⇒話したことをもとに書く。

●〇文章の構成や展開を工夫
して紹介できている生徒の意
見をシェアさせ、自分の意見
に取り入れるよう促す。
●〇☆友達の意見を参考にし
て内容を加えたり、修正し、文
を再構築させる。

●〇受け身の用法に注目させ
生徒の意見をシェアさせ、自
分の文章を再構築させる。
●〇繰り返し再構築した点を
意識させ、原稿を作成するよ
う促す。

形成的評価
より多くの外国人
観光客に訪れても
らうために、高知
県のおすすめの場
所や物について、
その魅力が伝わる
ように、客観的な
事実や情報をもと
に自分の考えや気
持ちを整理し、簡
単な語句や文を用
いて話している。
（活動の観察）

ま
と
め

６ 本時のまとめ
・本時を通してできるようになったこと、

工夫したこと、さらにやってみたいこと
を書いて共有する。

７ 振り返り
・本時の評価基準をもとに振り返る。
８ 次時の連絡

ワークシート
（振り返り）

About 200 dance teams join the festival. And
we have the dance contest. Team “Chifure”
won the first prize in 2019. But I think team
“Honiya” was the best team of all. Their dance
was very beautiful. I hope we can watch it live
this year. Please visit Kochi in summer after
the corona virus pandemic is over.

Hello. Do you know what festival this is? This is the Yosakoi Festival! Have you ever seen it?
The festival is visited by many people and dancers in Japan. And a lot of foreigners come and
see it. About 200 dance teams join the festival. And we have the dance contest. Team
“Chifure” won the first prize in 2019. But I think team “Honiya” was the best team of all.
Last year, it couldn’t be held because of the coronavirus pandemic. I was very sad. But you can
enjoy watching this Yosakoi video. I hope we can watch it live next year. Come to Kochi in
summer after the corona virus pandemic is over. Please join us!



（５）板書計画

（６）中間評価
中間評価１
①自分がオンラインツアーで紹介したい内容とその理由や根拠となる事実を伝えられているかを確認

する。

②言語面からの指導をする。（受け身表現 [ be 動詞＋過去分詞] 、主語＋動詞などの語順など）
中間評価２
①相手がオンラインツアーに参加したくなるようにその魅力を詳しく伝えられているかを確認する。

（ 具体的な事実、客観的な情報をもとに自分の考えや気持ちを整理して伝えているか。）

②言語面からの指導をする。（受け身表現 [ be 動詞＋過去分詞] 、主語＋動詞などの語順など）

1 前時の振り返り
1-minute chat

2 Activity 1
① Speaking 1
② Sharing1
中間評価 1

3 Activity 2
① Speaking2
② Sharing 2

中間評価 2
4 Activity 3

①Speaking 3
②Sharing 3
中間評価 3

5 Writing
6 本時のまとめ
7 振り返り
8 次時の連絡

Goal：高知県をより多くの外国人観光客に訪れてもらうため、事実や自分の考えを整理し

て、相手にその魅力をわかりやすく伝えることができるよう、構成などを意識して伝えよう。

What do you recommend?

●I recommend the Yosakoi festival.

●I recommend Kochi Castle.

Please tell me more.

● About 200 dance teams join the

festival. I think team “ Honiya ”

was the best team of all. I hope we

can watch it live.

●There was a big fire in 1727 and

the castle almost burned down at

that time. But it was rebuilt about

30 years later.

What do you recommend?

● I recommend the Yosakoi festival. It’s because it’s very famous and popular in Japan.
● I recommend Kochi Castle. It was made of wood and it is the twelfth oldest in Japan.

I like it because it has a long history.

Please tell me more.

● About 200 dance teams join the festival. And we have the dance contest. Team “Chifure” won
the first prize in 2019. But I think team “Honiya” was the best team of all. Their dance was
very beautiful. I hope we can watch it live. Please visit Kochi in summer after the coronavirus
pandemic is over.

● There was a big fire in 1727 and the castle almost burned down at that time. But it was rebuilt
about 30 years later. You can see the nice view from the top of the castle tower.

● It ’ s because it ’ s very famous

and popular in Japan.

● It was made of wood and it is

the twelfth oldest castle in

Japan. I like it because it has a

long history.
●Please visit Kochi in summer after

the corona virus pandemic is over.
●You can see the nice view from the

top of the castle tower.
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７ パフォーマンステストについて
（１）指示文

あなたは、高知県に来た外国人観光客に、「高知県のおすすめのお土産」を紹介することになりました。
１分間、紹介するものと内容を考え、マッピングで情報を整理し、３０秒で紹介します。下の例を参考に
して紹介しなさい。ただし、次の条件を満たすようにしなさい。

条件：下の①～③は必ず紹介の中に含むこと。①名前 ②どんなものか ③その魅力

（２）採点基準

（３）B 評定の例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

A
発音や文法に誤りがない。 条件を満たしており、理由や事

実、経験などを付加して詳しく
紹介している。

条件を満たしており、理由や事
実、経験などを付加して詳しく
紹介しようとしている。

B
発音や文法に多少の誤りがある
が、意味や内容の伝達はできて
いる。

条件を満たしている。 条件を満たしている。

C 「B」を満たしていない。 「B」を満たしていない。 「B」を満たしていない。

紹介する内容の例

①名前

②どんなものか 必ず入れる

③その魅力

④おすすめする理由

I recommend “ Imo-Kenpi.” It is a Kochi snack. It is made of sweet potatoes.
We fry sweet potatoes and put sugar on it. It’s very popular in Japan now.
I like it because it’s not too sweet and it’s crunchy. Please try it!


