
土佐市立高岡中学校 外国語科学習指導案  第２学年          令和３年１１月１５日（月） 
2 年 3 組 （生徒数 38 名） 

授業者：  熊岡璃星 ALT  Felecisima Manalo  

【育成する能力】 
学習指導要領  書くこと 
イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書く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】 
日常的な話題について、事実や自分の考えを整理し、自分の経験などをふまえて、簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書くことができる。 

【目指す子どもの姿】 
 
 
 
 
 

 
 

１．単元名   
        PROGRAM ６ “Live Life in True Harmony”  SUNSHINE ENGLISH COURSE ２（開隆堂） 
 
２．単元目標 
  日本語を勉強中の ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるように、日本語やその用法について、事実や自分の考え、経験などをふまえて、まとまり

のある文章を書くことができる。 
 
３．生徒の実態 
  本学級の生徒は意欲的に学習に取り組み、言語活動を行う際には、友達の意見も取り入れながら学習ができている。将来の夢について書く活動では、文章を羅

列(I want to~.を繰り返しているなど)している生徒もいたが、授業の中で文の羅列にならないよう、理由や根拠を示して書く指導を繰り返し行ったことによって、
“I want to go to Greece. Because it’s beautiful.”など、自分の夢に簡単な理由をつけることができるようになった。その結果、定期テストで、自分の将来の夢を書
く問題では、自分がしたいこととその理由、具体例を交えるなどして、相手に「素敵な夢だ！」と思わせるように工夫して伝えることができた生徒は 61%、目立
った工夫はないが、自分の夢を伝えることができた生徒は 34%、英語に極度の苦手意識があるものの、自分の夢について 3 文程度書けた生徒は 5%であった。 

一方で、このような書く活動では、自分の主張に対して“It’s great.”, “It sounds good.” のように it を用いるなどして、１～２文程度で理由や根拠を示せてはいる
ものの、文全体を通して相手に自分の一貫した主張を伝えようとする意識が乏しく、関連性のない内容が途中で入ってくるなど、情報を整理してまとまりのある
文章を書くことには課題がある。 

 
４．指導観 

本単元では、日本語を勉強中の ALT の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、日本人は当たり前のように使っていることわざや漢字、フレーズにつ
いて、自分の考えや経験を基に伝える活動をゴールとして設定した。最終的には、Google Sites でそれらを一覧できるホームページを作成し、Fely 先生が日本語
を学びたいときにはいつでも見られるようにしたい。その際、「Fely 先生が読みやすいように書くには、また、実際に使ってみたいと思うようにするにはどうす
ればよいだろう。」という見方・考え方を働かせながら学習をすすめる中で、導入で相手の興味をひき、本論で自分たちが実生活でその日本語をどのように使っ
ているのか等の具体例を交えるなどして考えを伝え、結論で主題の言い換えや要約を行う、といった構成を意識しながら全体として一貫性のある文章を書くこと
に取り組ませたい。毎時間の言語活動では、トピックについてマッピングしたものを基にペアに話し、ペアからの質問を受けて内容をさらに充実させたのち、書
く活動を行う。そのためには、ペアの話の趣旨を正確に理解し、内容が深まるような質問をすることができる聞き手の育成が必要である。指導にあたっては、第
1 時から第 4 時の帯活動で、肯定文から質問文を考えさせたり、質問に正確に答えさせたりする活動を行い、「良い聞き手」を育てていきたい。第 5 時以降は、
前時の Writing の際工夫した点を復習する活動を冒頭に行い、「どのようなことに気を付けると Fely 先生に伝わりやすい文章になるのか」を再確認させていきた
い。 

また本単元では、新しい言語材料として受動態が取り扱われている。英語母語話者が受動態を使用する場面は、単なる能動態の言い換えではなく、①“English 
is spoken in America.”など、世間で一般的に周知の話題について述べるとき、②新聞、ニュース、謝罪会見など、「誰がそれをしたのか」を明示することを避け
たいとき、③事件など、「誰がそれをしたのか」分からないときである。本単元では①に焦点を当て、日本人にとってはなじみのあることであるが、Fely 先生に
とっては意外性があり、興味を持って学習できる日本語の紹介を行いたい。 

  教科書では、ミラー先生と健がスティービー・ワンダーの曲について会話をする場面から始まり、彼の曲である“Happy Birthday”と“I Just Called to Say I Love 
You”にまつわるエピソードが紹介されている。私たちが外国語を学習する際、音楽や映画などに触れ、「素敵だな。かっこいいな。」と感じたセリフや歌詞など
を実際に使用してみることは、言語学習に大変有意義である。生徒たちにはまず、スティービー・ワンダーの曲とネルソン・マンデラやキング牧師にまつわるエ
ピソードについて読ませ、歌詞の意味を知ることで、「英語をもっと分かりたいな！」と感じさせたい。次に、実際に日本語を勉強している Fely 先生に「日本語
をもっと分かりたいな！」と生徒と同じ気持ちになってもらえるように、日本の曲や歌詞のもつエピソードを紹介する活動をさせたい。 

 
５．本単元の評価規準 

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〉 

受動態の特徴やきまりを理解している。 
 

〈技能〉 
日本語やその用法について、事実や自分の考え、経験などを受動態を用い

て書く技能を身に付けている。 

日本語を勉強中の ALT の Fely 先生
が、興味を持って学習に向かえるよう
に、日本語やその用法について、事実
や自分の考え、経験などをふまえて、
まとまりのある文章を書いている。 

日本語を勉強中の ALT の Fely 先生
が、興味を持って学習に向かえるよう
に、日本語やその用法について、事実
や自分の考え、経験などをふまえて、
まとまりのある文章を書こうとしてい
る。 

【B 評価】 
How to Use “Sumimasen” 

I use “Sumimasen” many times in a day. It is known as “Sorry.” or “Excuse me.”, but it is used in other situations too. 
It is used when you call somebody for help. What will you do if you go to bathroom and realize that you have no toilet rolls 

anymore? In Japan, you just say “Sumimasen!!!!!” with loud voice. Then, somebody will help you! 
I think that “Sumimasen” is very useful Japanese word. I hope that you will use it in many ways. 



６．小学校や他学年との関連 
〈小学校〉 Unit２ 「Welcome to Japan.」（We Can!２） 
〈中学校〉 第１学年 PROGRAM４「Let’s Enjoy Japanese Culture.」  PROGRAM８「The Year-End Events」 

第３学年 PROGRAM１「Bentos Are Interesting!」  
 
７．領域【書くこと】における資質・能力の系統 

小学校 自分のことや身近で簡単な事柄について、例文を参考に、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書くことができる。 

中学校 

【第１学年末ゴール】 
 自分自身や家族に関することについて、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用いてまとまりのある文章を書くことが
できる。 
【第２学年単元ゴール】 
Program５ 「Work Experience」 
日本に移住しようと考えている外国人に、土佐市で仕事を見つけ住んでもらえるように、土佐市の仕事図鑑を作成することができる。 
Program６ 「Live Life in True Harmony」 
日本語を勉強中の ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるように、日本語やその用法について、事実や自分の考え、経験などをふ

まえて、まとまりのある文章を書くことができる。 

【第３学年末ゴール】 
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、自分の考えや気持ちなどを整理し、根拠やその理由を踏まえて、簡単な語句や

英文を用いて書くことができる。 
 
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  見方・考え方を働か
せている生徒の姿 

1 

スティービー・
ワンダーについて
やりとりをしてい
る英文を読んで、
概要を捉えて書
く。 

■ 本単元の見通しを持つ 
「日本語を勉強中の ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるように、
日本語やその用法について、事実や自分の考え、経験などをふまえて、まとまり
のある文章を書いて伝える。」 
・ Fely 先生が興味を持っている日本語について聞く。 
◇ スティービー・ワンダーについてやりとりをしている英文を読んで、概要を

捉えて書く。 
１.   Making Questions 

肯定文から質問文を考える。 
２.  Answering Questions 

パワーポイントを用いて、質問に答えられるようにする。 
３.  Small Talk 

トピックに対して、ペアで適切な相槌や質問を加えながら会話する。 
４.  新出文法の確認 

受け身（現在形）を学ぶ。 
５.  Introduction 

スティービー・ワンダーについて説明を聞く。 
６.  Reading 

 教科書本文を読んで、概要をとらえる。 
７.  Retelling 

読んだ内容を、自分の言葉で説明する。 
８.   Writing 

伝えたことを整理して書く。 
９.  Reflection 

教科書の内容について、受動態の現在形を用いて、書
く技能を身に付けている。【知】（形成的評価） 
 

スティービー・ワン
ダーのことについて
少し知ることができ
た。もっと知りたい
な。 

2 

“Happy Birthday”
の歌詞についての
やりとりを読ん
で、曲に込められ
た思いが伝わるよ
うにその内容を書
く。 
 

◇  “Happy Birthday”の歌詞についてのやりとりを読んで、曲に込められた思い
が伝わるようにその内容について書く。 

１.  Making Questions 
２.  Answering Questions 
３．Small Talk 
４．新出文法の確認 

受け身（過去形）を学ぶ。 
５．Introduction 

“Happy Birthday”の歌詞を見ながら曲を聞き、歌詞に込められた思いを推測
する。 

６．Reading 
 教科書本文を読んで、概要をとらえる。 

７．Retelling 
読んだ内容を、自分の言葉で説明する。 

８．Writing 
伝えたことを整理して書く。 

９.  Reflection 

教科書の内容について、受動態の現在形を用いて、書
く技能を身に付けている。【知】（形成的評価） 
 

“Happy Birthday”の曲
には深い意味が込め
られていることが分
かったので、英語に
さらに興味が湧いて
きた。 

3 

“I Just Called to 
Say I Love You”の
歌詞やそれにまつ
わるエピソードを
読んだり映像を見
たりして、歌の素
晴らしさが伝わる
ようにその内容を
書く。 

 

◇  “I Just Called to Say I Love You”の歌詞やそれにまつわるエピソードを読んだ
り映像を見たりして、歌の素晴らしさが伝わるようにその内容について書く。 

１．Making Questions 
２．Answering Questions 
３．Small Talk 
４．新出文法の確認 

受け身を用いた疑問文を学ぶ。 
５．Reading 
６．Watching 

 “I Just Called to Say I Love You”の曲にまつわる映像を見る。 
７．Retelling 

読んだり見たりした内容を、自分の言葉で説明する。 
８．Writing 

伝えたことを整理して書く。 
９.  Reflection 

教科書の内容について、受動態の現在形を用いて、書
く技能を身に付けている。【知】（形成的評価） 
 

“I Just Call To Say I 
Love You”の曲にまつ
わるエピソードを知
ると、英語にさらに
興味が湧くな。 
 
この経験を生かし
て、日本語を勉強中
の Fely 先生に日本語
の歌を紹介してみた
いな。 

【B 評価】 
“I Just Called to Say I Love You” was dedicated 
to Nelson Mandela by Stevie Wonder. Mandela 
was in jail for 27 years. Stevie said that we must 
live life in true harmony. I want to make the 
world without discrimination.  

【B 評価】 
“Happy Birthday” has an impressive episode. 
This song was written by Stevie for Dr. Martin 
Luther King Jr.  Dr. King fought for civil rights.  
Stevie was influenced by him. I think songs can 
move our hearts. 

【B 評価】 
Stevie Wonder is a famous musician. He gives 
important messages to us in his songs. I think 
he is a singer with talent. So his songs are sung 
all over the world. 
 



４ 

Fely 先生が興味
を持って学習に向
かえるように「日
本の曲やその歌詞
の魅力」につい
て、まとまりのあ
る文章を書いて伝
える。 

◇ 日本語を勉強中の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、「日本の
曲やその歌詞の魅力」についてまとまりのある文章を書くことができる。 

１．Making Questions 
２．Answering Questions 

☆ １～2 の帯活動で、「出来事を説明する力」や「相手の伝えたい内容が深ま
るような質問をしたり、それに答えたりする力」をつけさせるように意識す
る。 

３．Introduction 
・ 第 1 時に Fely 先生が説明した、「Fely 先生が興味を持っている日本語」に

ついて再度確認する。 
・ Fely 先生が興味を持っている日本の曲や、どのような視点で日本の曲を楽

しみたいのかを聞く。 
４．Mapping  

3 を踏まえて、自分が Fely 先生に伝えたいことをマッピングする。 
５．Speaking 

・ Mapping をもとに簡単な語句や文を用いてペアに話す。 
・ ペアは Speaker に質問する。 
☆ 1~2 の帯活動を生かし、内容が深まるような質問をするように指導する。 

６．中間評価① 
ペアからの質問をもとに、伝える内容の再構築を行う。 

☆ 「歌詞の持つエピソード」などを加えて伝えると、相手に伝わりやすい文
になっていることに気付かせる。 

７．Writing① 
６をふまえて内容を深めて書く。 

８．中間評価② 
書いた文を読み合い、グループでコメントしあう。 

☆ 工夫して書いている文を全体共有する。 
９．Writing② 

8 をもとに書く。 
10.  Reflection 

ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるよう
に、「日本の曲やその歌詞の魅力」について、事実や自
分の考え、経験などをふまえて、まとまりのある文章
を書いている。【思】/書こうとしている【主】（形成的
評価） 
 

歌の持つエピソード
を書くと興味を持っ
てもらえそうだ。 
 
 

5 

Fely 先生が興味
を持って学習に向
かえるように「自
分の名前の漢字」
について、まとま
りのある文章を書
いて伝える。 

 

◇ 日本語を勉強中の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、「自分の
名前の漢字」についてまとまりのある文章を書くことができる。 

１．Review 
☆ 前時に全体共有した内容面の工夫などについて確認する。 

２．Introduction 
Fely 先生が興味を持っている漢字について聞く。 

３．Mapping  
２を踏まえて、自分が Fely 先生に伝えたいことをマッピングする。 

４．Speaking 
☆ 内容が深まるような質問をするように指導する。 

５．中間評価① 
☆ 代表者の発表に対して Fely 先生が質問を行い、Fely 先生が知りたいこと

や足りない情報を全体共有する。 
☆ 「自分の名前の漢字が持つ意味や、名付けられた理由」などを加えて伝え

ると、相手が興味を持てるような内容になることに気付かせる。 
６．Writing① 

５をふまえて内容を深めて書く。 
７．中間評価② 

☆ 工夫して書いている文を全体共有する。 
８．Writing② 

７をもとに書く。 
９.  Reflection 

ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるよう
に、「自分の名前の漢字」について、事実や自分の考
え、経験などをふまえて、まとまりのある文章を書い
ている。【思】/書こうとしている【主】（形成的評価） 
 
 

自分の名前の漢字が
持つ意味や名付けら
れた理由を紹介する
と Fely 先生が勉強す
る時に覚えやすい
な。 

6 

Fely 先生が興味
を持って学習に向
かえるように「日
本のことわざ」に
ついて、まとまり
のある文章を書い
て伝える。 

 

◇ 日本語を勉強中の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、「日本の
ことわざ」についてまとまりのある文章を書くことができる。 

１.   Review 
☆ 前時に全体共有した内容面の工夫などについて確認する。 

２．Introduction 
Fely 先生が興味を持っていることわざについて聞く。 

３．Mapping  
４．Speaking 
５．中間評価① 

☆ 「ことわざが使われている例えの文章と場面」などを加えて伝えると相手
に興味を持ってもらえるような文章になることに気付かせる。 

６．Writing① 
７．中間評価② 

☆ 工夫して書いている文を全体共有する。 
８．Writing② 
９.  Reflection 
 
 
 
 

ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるよう
に、「日本のことわざ」について、事実や自分の考え、
経験などをふまえて、まとまりのある文章を書いてい
る。【思】/書こうとしている【主】（形成的評価） 
 
 

ことわざの説明だか
ら使われている例え
の文章と場面を入れ
ると Fely 先生が実際
に使いやすくなる
な。 

 
7 
本
時 

Fely 先生が興味
を持って学習に向
かえるように「土
佐弁」について、
まとまりのある文
章を書いて伝え
る。 

 

◇ 日本語を勉強中の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、「土佐
弁」についてまとまりのある文章を書くことができる。 

１．Review 
☆ 前時に全体共有した内容面の工夫などについて確認する。 

２．Introduction 
Fely 先生が興味を持っている土佐弁について聞く。 

３．Mapping  
４．Speaking 
５．中間評価① 

☆ 「実際の使用場面やエピソード」などを加えて伝えると、相手が興味を持
てるような文章になることに気付かせる。 

６．Writing① 
７．中間評価② 

☆ 工夫して書いている文を全体共有する。 
８．Writing② 
９.  Reflection 
 
 
 

ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるよう
に、「土佐弁」について、事実や自分の考え、経験など
をふまえて、まとまりのある文章を書いている。【思】
/書こうとしている【主】（形成的評価） 
 
 

方言の説明だから実
際の使用場面やエピ
ソードがあると Fely
先生が日常的に使い
やすいな。 
 
 
英語にはない表現も
あって Fely 先生が興
味を持ってくれた
な。 
 
 
 

8 

Fely 先生が興味
を持って学習に向
かえるように「日
本人がよく使う言
葉」について、ま
とまりのある文章
を書いて伝える。 

 

◇ 日本語を勉強中の Fely 先生が興味を持って学習に向かえるように、「日本人
がよく使う言葉」についてまとまりのある文章を書くことができる。 

１．Review 
☆ 前時に全体共有した内容面の工夫などについて確認する。 

２．Introduction 
Fely 先生が興味を持っている日本人がよく使う言葉について聞く。 

３．Mapping  
４．Speaking 
５．中間評価① 

☆ 「興味を引くようなエピソードや問いかけの文」などを加えて伝えると、
相手が言葉をもっと身近に感じるようになることに気付かせる。 

６．Writing① 
７．中間評価② 

☆ 工夫して書いている文を全体共有する。 
８．Writing② 
９.  Reflection 

ALT の Fely 先生が、興味を持って学習に向かえるよう
に、「日本人がよく使う言葉」について、事実や自分の
考え、経験などをふまえて、まとまりのある文章を書
いている。【思】/書こうとしている【主】（総括的評
価） 
 

興味を引くようなエ
ピソードを加えた
り、問いかけたりす
る文を入れると、Fely
先生により伝わりや
すいな。 
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【B 評価】 
3 月 9 日(Sangatsu-Kokonoka) 

March 9th 
 

Do you know the song, 3 月 9 日 (March 9th)? 
It is a popular spring song. 

It’s often sung by Japanese people when 
they graduate. When I sing it, I remember my 
seniors.They are strict, but they taught me 
important things in my life. So I hope that you 
will listen to this song. 

 

【B 評価】 
Kanji  “璃” 

This Kanji is used for my name. It is called “Ri” 
in Japanese. This was named by my grandmother.    

First of all, she decided a sound “Rise”. And 
she applied this kanji to my name. Also this kanji 
has own meaning.  It means a precious stone.  

I think that my grandmother wanted me to be 
a brilliant woman. I want to be like that. 
 

【B 評価】棚からぼた餅  Tana-kara-botamochi 
 

Do you know Japanese proverb, “Tana-kara-
botamochi”? It means that you unexpectedly 
found a sweet rice cake, botamochi from a shelf. 

What do you think if it happens on you in the 
real situation? This proverb means super lucky!! 
For example, if you find the lucky money from 
your old diary unexpectedly, you can say “It’s 
Tana-kara-botamochi!” 

I hope that you will use it when you are lucky! 

【B 評価】  “はちきん” Hachikin 
    Do you know the word, “Hachikin”? In Kochi, 
strong women are called “Hachikin.” They have 
both strong power and heart.  

My great-grandmother is a real Hachikin. When 
Japan was in WWⅡ, she hid food under the sand 
of the beach. When people had no food, she 
cooked the food and gave it to people. 
    I respect her. I want to be a real Hachikin.  
Please use this word. 


