
四万十町立窪川中学校 外国語科第 2 学年学習指導案 

令和 4 年 11 月 11 日（金） 
【本単元で育成を目指す資質・能力】 
 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内容を話す力 
 
【領域別目標】 
「話すこと［発表］」 
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内容を話すことができるようにする。 
 
【CAN-DO リスト形式の学習到達目標】 
「話すこと［発表］」第 2 学年 
 日常的な話題について、自分の考えなどを整理し、写真や絵などを相手に示しながらスピーチすることができる。 

 
１ 単元名 
 PROGRAM 4 High-Tech Nature (SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 開隆堂出版) 
 
２ 単元目標 
 日本の商品や技術に関心がある海外の人におすすめのものを購入してもらうために、商品のチラシや広告、資料をもとにして、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。 

G o a l：商品のチラシや広告、資料をもとにして、日本の商品や技術を紹介する 
R o l e：YouTuber になったつもりで、海外の人に日本の商品や技術を紹介する 
A u d i e n c e：日本の商品や技術に関心がある海外の人 
S i t u a t i o n：日本の YouTuber であるあなたに海外の人たちから「日本のおすすめ商品を教えてほしい！」「日本に旅行に行くときのおすすめを教えてほし

い！」とコメントが来ました。コメントをくれた人たちのためにぴったりの商品や情報をリサーチして動画で伝えましょう。 
Performance：YouTube 動画（紹介動画） 
S t a n d a r d：ルーブリック 

 
３ 単元について 
（１）教材観 
 本単元では、自然界の生物の性質や構造を活用して開発されたバイオミミクリー商品についての話題が取り上げられている。言語材料として、比較級や最上級、
同等比較の表現などを用いて、食品や乗り物、ロボットなどいろいろな商品について説明している。何かと比較して情報を伝達するための表現を用いて、複数の商
品の情報を比較し、より良い商品を紹介するという言語活動を設定することで、比較表現の有用性を実感させるとともに、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内容を話すことができるようにする力を育成したい単元である。 
（２）生徒観 
 本学級の生徒は、英語学習への関心が高い生徒が在籍している一方で、強い苦手意識を持っている生徒も多くいる。課題に対して一生懸命取り組もうとする姿勢
は見られ、1 学期に行われたスピーキングテスト（四万十町でできるイベントについてオンラインミーティングで紹介する課題）において、「思考・判断・表現」に
おける B 評価以上の生徒は約９割だった。しかし、英語でのコミュニケーションに自信がない姿や文法や語彙の正確性を求めることに固執しすぎている姿が見られ
る。また、自分の気持ちと事実を整理して伝えることにも課題が見られる。間違いを恐れず積極的に既習表現を活用して、より聞き手に分かりやすい発話ができる
ように指導する必要がある。 
（３）指導観 
 本単元では、「商品のチラシや広告、資料をもとにして、日本の商品や技術を紹介する」という活動をゴールに設定する。生徒が意欲的に英語学習に向かえるよ
う、YouTuber という役割を設定する。YouTube 動画を介したコミュニケーションは生徒にとっても身近なものであり、海外の若者に情報を伝達するための効果的
な手段であると考える。単元のはじめには、実際のモデルとなる動画を紹介し、ゴールイメージをもたせ学習意欲を高める。単元を通して、①自分の気持ちだけで
なく、客観的な事実を適切に判断し伝える力、②相手に伝わりやすいように説得力のある情報を伝達する力、を伸ばしたい。 

そのために、指導にあたっては、日本の商品や技術に関心がある海外の人から自身のチャンネルにコメントが来たという場面を設定することで、伝える目的や相
手を意識させる。また、どのような商品を紹介するか、どのような情報を伝えるかを判断させる際には、商品の情報が書かれた資料やグラフなどのデータを基に、
伝える情報を整理及び判断させる。また、情報を整理する際には、思考ツールを活用し、思考を可視化する。 

また、本単元では、ルーブリックを活用して指導を行っていきたい。単元のはじめにルーブリックを提示してゴールイメージを共有するととともに、中間指導の
場面でルーブリックを基にした、教員からのフィードバック及び生徒同士の相互フィードバックを行う。「知識・技能」及び「思考・判断・表現」の両面を意識さ
せるようにしたい。また、タブレット機器を用いて撮影した動画を見て振り返りを行う際にも、振り返りの視点としてルーブリックを活用することで、生徒自身の
パフォーマンスについてメタ認知させ、英語運用能力の向上につなげたい。 

 
４ 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 

話
す
こ
と
［
発
表
］ 

〈知識〉 
比較級・最上級・同等比較の表現の特徴やきまり
を理解している。 

〈技能〉 
 日本の商品や技術について自分の考えや事実など

を比較級・最上級・同等比較等の表現を用いて話
す技能を身に付けている。 

日本の商品や技術に関心がある海外の人におすす
めのものを購入してもらうために、商品のチラシ
や広告、客観的なデータをもとにして、考えたこ
とや感じたこと、その理由などを、簡単な語句や
文を用いて話している。 

日本の商品や技術に関心がある海外の人におすす
めのものを購入してもらうために、商品のチラシ
や広告、客観的なデータをもとにして、考えたこ
とや感じたこと、その理由などを、簡単な語句や
文を用いて話そうとしている。 



５ 単元計画 
 言語活動 学習内容 ☆単位時間内のめあて 評価規準 形・・・形成的評価 想定する振り返り例 

1 おすすめしたい日本
の商品の紹介を紹介
する（話す） 

☆おすすめしたい日本の商品を紹介してみよう。 
・問いを持つ。 
・単元の説明を聞く。 
・商品紹介 YouTube を視聴する。 
・海外の人が興味を持ちそうな日本の商品とその特徴についてブレイン

ストーミングする。 
・既習事項を用いておすすめしたい日本の商品を紹介する。 
・スピーキングの様子をタブレットで撮影する。 
・Reflection 

おすすめしたい日本の商品を、既習
事項を用いて話している（紹介して
いる）。形 
 
【目指す生徒の姿】 
This is a ball-point pen. 
You can write with it. 
There are many colors. 

・日本の商品や技術
は世界でも注目され
ているんだな。どん
な内容や情報を紹介
するといいか考えて
みたい。 

2 おすすめしたい日本
の 商 品 を 紹 介 す る
（話す） 

☆動画の視聴者に伝わりやすい話し方で日本の商品を紹介しよう。 
・Small Talk 
・Speaking（First Try : 既習事項を用いておすすめしたい日本の商品を
紹介する。） 
・Feedback（商品紹介 YouTube の例を視聴し、良いスピーチにはどの
ような話し方や構成が必要か考える。） 
・Speaking（Second Try : スピーチデリバリーや構成を意識して再度商
品紹介を行う。） 
・Feedback（前時に撮影した練習動画を視聴して本時のスピーキング
との違いや他にどのようなデリバリースキルや構成が必要か考える。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

動画の視聴者のために伝わりやすい
デリバリーと構成を意識して、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して
いる。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about a good 
product. 
This is a ball-point pen. It is Jet-River. 
I think it is a good pen. You can write 
with it. It is good to do your homework 
because there are many beautiful 
colors. 
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching.  

・動画で伝えるとき
には、声の大きさや
イントネーションを
明確にしないといけ
ないんだな。 
 
・YouTube で使わ
れるあいさつも使っ
て興味を引きたい
な。 
 
・紹介する時は、ま
ず商品の名前などを
言って、その後に具
体的な説明をすると
いいと思った。 
 
・商品の説明には理
由や具体例を加えて
いうと良いと分かっ
たので、because な
どの英語を使いた
い。 

3 日本のお掃除ロボッ
トについてチラシの
情報を読む 
→読んだ内容をもと
にしてお掃除ロボッ
トの紹介をする 
（話す） 

☆日本のお掃除ロボットについての情報を読み、おすすめしたいお掃除
ロボットの紹介をしよう。 
・Small Talk 
・Review（前時に生徒が書いた英文から良い表現を共有する。） 
・Tuning-in（教科書 p.54 を読んで日本のロボットについて知る。） 
・Mapping（日本のお掃除ロボットのチラシを読んで思考ツールにメモ
を取る） 
・Speaking (First Try : おすすめしたいお掃除ロボットを選んで商品の
紹介をする) 
・Feedback (分かりやすく伝えるためには何が必要か考え共有する。) 
・Speaking (Second Try) 
・Feedback（言いたかったけど言えなかった表現を共有する。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

海外の人に日本のおすすめのお掃除
ロボットを購入してもらうために、
商品のチラシをもとにして考えたこ
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してい
る。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about a good 
product. 
This is a cleaning robot. It is Samba. It 
can clean your rooms. It is cheaper 
than SO-JI. It is about $400. Also, it is 
smaller than SO-JI.  
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching. 
 

・相手に分かりやす
い情報を伝えるため
には他の商品と比較
するといいんだな。 
 
・比較するときには
er をつけることが
分かった。 
 
 

4 日本の自動車につい
て広告の情報を読む 
→読んだ内容をもと
にして日本の自動車
の紹介をする 
（話す） 

☆日本の自動車についての情報を読み、おすすめしたい自動車の紹介を
しよう。 
・Small Talk 
・Review（前時に生徒が書いた英文から良い表現を共有する。） 
・Tuning-in（教科書 p.53 を読んで日本の乗り物技術について知る。） 
・Mapping（日本の車の広告を読んで思考ツールにメモを取る） 
・Speaking (First Try : おすすめしたい自動車を選んで商品の紹介をす
る) 
・Feedback  (分かりやすく伝えるためには何が必要か考え共有する。) 
・Speaking (Second Try) 
・Feedback（言いたかったけど言えなかった表現を共有する。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

海外の人におすすめの日本車を購入
してもらうために、商品の広告をも
とにし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
用いて話している。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about a good 
car. 
I think S600 is better than LEAVES. 
It’s because S600 runs faster than 
LEAVES. It is more expensive, but it 
is more exciting to drive. 
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching. 
 

・相手に分かりやす
く伝えるためには、
I think を使って自
分の意見を伝えると
いいんだな。I think
を使って自分の意見
を伝えた後には、理
由を加えると説得力
があるな。 
 
・他の商品と比較す
るときには、better
や more も使うこと
が分かった。 



5 日 本 の レ ト ル ト 食
品・冷凍食品につい
て web サイトの情報
を読む 
→読んだ内容をもと
に し て レ ト ル ト 食
品・冷凍食品の紹介
をする 
（話す） 

☆日本の食品についての情報を読み、おすすめしたい食品の紹介をしよ
う。 
・Small Talk 
・Review（前時の生徒のスピーキング動画から良い表現を共有する。） 
・Tuning-in（教科書 p.52 を読んで日本の技術について知る。） 
・Mapping（日本のレトルト食品・冷凍食品について書かれた web サイ
トを読んで思考ツールにメモを取る） 
・Speaking (First Try : おすすめしたいレトルト食品・冷凍食品を選ん
で商品の紹介をする) 
・Feedback  (分かりやすく伝えるためには何が必要か考え共有する。) 
・Speaking (Second Try) 
・Feedback（言いたかったけど言えなかった表現を共有する。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

海外の人に日本のおすすめのレトル
ト食品・冷凍食品を購入してもらう
ために、商品の web サイトをもとに
し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
て話している。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about the best 
frozen food. 
I think frozen gyoza is the best. To 
make gyoza is tiring, but you can eat 
delicious gyoza. It is as delicious as 
home-made food. I think it is better 
than making gyoza at home because it 
is easier. 
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching. 
 

・いくつかの商品と
比較して「1 番」で
あることを伝える
と、主張が明確にな
るな。 
 
・「1 番」であるこ
とを伝えるときには
the best を使うとい
いんだな。「同じく
らい～だ」と伝える
ときには、as ～ as 
○○という表現を使
うといいな。 
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本 
時 

日本のコンビニにつ
いて雑誌記事の情報
を読む 
→読んだ内容をもと
にしてコンビニの紹
介をする 
（話す） 

☆日本のコンビニについての情報を読み、おすすめしたいコンビニの紹
介をしよう。 
・Small Talk 
・Review（前時の生徒のスピーキング動画から良い表現を共有する。） 
・Mapping（日本のコンビニについて雑誌記事を読んで思考ツールにメ
モを取る） 
・Speaking (First Try : おすすめしたいコンビニを選んでそのコンビニ
の紹介をする) 
・Feedback  (今までより具体的に伝えるためには何が必要か考え共有す
る。)  
・Speaking (Second Try) 
・Feedback（言いたかったけど言えなかった表現を共有する。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

海外の人に日本のおすすめのコンビ
ニに行ってもらうために、考えたこ
とや感じたことに、コンビニについ
て書かれた資料からの情報を加え
て、おすすめする理由などを、簡単
な語句や文を用いて話している。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about the best 
convenience store. 
I recommend LAWSON. It’s because 
Karaage-kun is delicious fried 
chicken. It is the most popular fried 
chicken.  
The most popular store is 7-Eleven, 
but I think LAWSON sells more 
delicious foods than 7-ELEVEN. 
LAWSON is famous for its sweets 
“Uchi-Café.” The Cream puff is cheap 
and I think it is the most delicious 
sweets in the store. When you come 
to Japan, please go to LAWSON. 
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching. 
 

 

7 日本のおすすめのお
土産について web サ
イトの情報を読む 
→読んだ内容をもと
にして日本のお土産
の紹介をする 
（話す） 

☆日本のお土産についての情報を読み、おすすめしたいお土産の紹介を
しよう。 
・Small Talk 
・Review（前時に生徒が書いた英文から良い表現を共有する。） 
・Mapping（日本のお土産についての web サイトを読んで思考ツールに
メモを取る） 
・Speaking (First Try おすすめしたいお土産を選んで商品の紹介をす
る) 
・Feedback  (今までより具体的に伝えるためには何が必要か考え共有す
る。) 
・Speaking (Second Try) 
・Feedback（言いたかったけど言えなかった表現を共有する。） 
・Speaking（Third Try） 
・Reflection（スピーキングの様子を撮影した動画を見て振り返る。） 

海外の人に日本のおすすめのお土産
を買ってもらうために、考えたこと
や感じたことに、お土産について書
かれた資料からの情報を加えて、お
すすめする理由などを、簡単な語句
や文を用いて話している。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about 
Japanese souvenirs. 
If you like anime, I think buying anime 
goods is the best. Anime is the most 
famous Japanese culture. 
If you like Kit Kat, you should buy 
matcha flavored Kit Kat. It is the most 
popular souvenir among foreign 
visitors. Matcha is Japanese tea. It 
tastes bitter.  
Why don’t you try anime or matcha? 
Please check this description below. If 
you like this channel, please 
subscribe. Thank you for watching. 
 

・より具体的に伝え
るためには、商品の
説明やどんな人にお
すすめかをもっと伝
えるといいんだな。 
 
・日本のことを知ら
ない海外の人にも分
かるように具体的に
説明したり if を使
ってどんな人におす
すめか伝えたりして
みよう。 
 
・商品を買ってもら
えるような呼びかけ
もしたいので Why 
don’t you ~?を最後
に言ってみたい。 

当
日
配
付
し
ま
す
。 



8 海外の人々に人気の
商品や海外の人々に
関心が高い日本文化
についてデータや資
料を読み取り、海外
の人々におすすめの
日本の商品や技術を
購入してもらうため
に、紹介動画を作成
する。 

☆日本の商品や技術、海外の人のニーズについてリサーチし、おすすめ
の商品を紹介する YouTube 動画を撮影しよう。 
○YouTuber Project（グループで商品紹介 YouTube を作成する。） 
・Review（前時に生徒が書いた英文から良い表現を共有する。） 
・海外の人々に人気の商品についてのデータや情報を読み取る。 
・海外の人に何を紹介するか決める。 
・タブレットを用いて紹介する日本の技術製品の情報を調べる。 
・YouTube 動画内で話す内容を考え、マッピングを作成する。 
・話す練習をする。 

日本の商品に関心がある海外の人の
ために、商品の web サイトをもとに
し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
て話している。形 
 
 
【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! 
Today I’m going to talk about the best 
robot. 
If you want a Japanese robot, you 
should buy a robot dog. It is cheaper 
than a real pet. To take care of dogs 
costs more money. Robot dogs are 
about $500. 
Also, robot dogs are more popular 
among Japanese young people.  
So, I think you should buy a robot dog. 
Why don’t you buy a robot dog? You 
will like it! 
Please check this description below. 
If you like this channel, please 
subscribe. 
Thank you for watching. 

・自分のおすすめし
たい商品がどのくら
い人気なのかを
more を使って伝え
ることができた。商
品の値段を伝えると
きには-er を使って
安さをアピールする
こともできた。 
・情報を付け加える
時には、Also を使
うといいと分かっ
た。 
・動画で伝えるとき
にははっきりと話し
たり抑揚をつけたり
することが大事だと
いうことを思い出す
ことができたので次
回はより興味づけら
れる話し方を意識し
よう。 

9 ☆日本の商品や技術、海外の人のニーズについてリサーチし、おすすめ
の商品を紹介する YouTube 動画を撮影しよう。 
○YouTuber Project（グループで商品紹介 YouTube を作成する。） 
・話す練習をする。 
・ALT の先生を相手に発表を行い、フィードバックを受ける。 
・動画撮影を行う。 
・話したことをノートに書く。 

10 ☆撮影した YouTube 動画を視聴し、より視聴者が増えるような発表に
しよう。 
・Sharing and Feedback（撮影した動画を視聴し、発表の中での良かっ
たところや参考にしたい表現を共有し、フィードバックする。） 
・Pre-test（ペアでプレテストを行い、ルーブリックをもとに生徒同士
でフィードバックを行う。） 
・Writing（話したことを書く。） 
・Reflection 

11 パフォーマンステス
ト 

○パフォーマンステスト 
・与えられた初見の資料（「海外の人から届いた YouTube へのコメン
ト」「商品の情報」「関連するデータ」を見て、紹介したい商品を選び、
英語で紹介する。） 

〈技能〉 
〈思考・判断・表現〉 
〈主体的に学習に取り組む態度〉 

 

後
日 

ペーパーテスト ○期末テスト 〈知識〉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６ 本時の指導（６／１１時間） 
（１）本時の目標 

海外の人に日本のおすすめのコンビニに行ってもらうために、考えたことや感じたことに、コンビニについて書かれた資料からの情報を加えて、おすすめ
する理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができる。 

（２）評価規準 
    海外の人に日本のおすすめのコンビニに行ってもらうために、考えたことや感じたことに、コンビニについて書かれた資料からの情報を加えて、おすすめ

する理由などを、簡単な語句や文を用いて話している。（形成的評価） 
 
（３）本時の流れ 

 学習活動 指導上の留意点 

導
入
（
７
分
） 

１ あいさつ・Small Talk（2 min.） 
２ 単元ゴールの確認 (1 min.) 
３ Review (4 min.) 
・前時のスピーキングの動画を観て、良い点や参考にしたい点を共有する。 

 
 
 
・生徒の意見から共有したことを、板書に残す。 

展
開
（ 

 

分
） 

４ 本時の課題の確認 (5 min.) 
・海外の人から YouTube チャンネルへ届いたコメントを読んで、どんな情
報を知りたいのか把握する。 
 
 
５ Mapping①（4 min.） 
・３つのコンビニについて、どのコンビニをおすすめするか決め、知ってい
る情報を思考ツールにマッピングする。 
 
６ Speaking① (3 min.) 
・First Try : 選んだコンビニの紹介をする。（ペアでそれぞれ 1 分） 
 
 
７ Feedback (7 min.) 
・「より具体的に」伝えるためにはどんな要素が必要か考え、共有する。 
 
 
 
 
 
 
 
８ Mapping②（3 min.） 
・３つのコンビニについてのグラフやデータなどの情報が書かれた資料を見
て、マッピングに書き足す。 
 
９ Speaking② (3 min.) 
・Second Try : 選んだコンビニについて、資料を参考に「より具体的に」
「分かりやすく」相手に伝える。（ペアでそれぞれ 1 分） 
 
10 Feedback (5 min.) 
・言いたかったけど言えなかった表現を共有する。 
 
11 Speaking③ (4min.) 
・Third Try （ペアでそれぞれ 1 分 20 秒） 
 

 
・「どんな情報が知りたいか（海外の人からのコメント）」を板書に残す。 
 
 
 
 
 
 
 
・モデル文などの提示をせずに、既習を用いてまずやらせてみて、困り感を
与える。 
・構成面についても、今まで学習してきたことを意識させる。 
 
・机間指導の中で、良い表現や汎用的な表現を拾ったり、机間指導で出た質
問を全体に投げかけたりすることで、First Try での困り感へのフィードバッ
クを与える。 
・汎用的な表現を板書する。 
・「より具体的に」伝えるために必要な表現（自分の経験を伝えることや具
体例を挙げること）を板書する。 
・ルーブリックを提示し、「分かりやすく」伝えるためには、「他のものと比
較する」ことが効果的であることを確認し意識づける。 
 
・図やグラフなどのデータを示し、比較させるポイントとなるようにする。 
 
 
 
・「分かりやすく」伝えるために、他のものと比較しながら話させる。 
・机間指導の中で、良い表現や汎用的な表現を拾ったり、机間指導で出た質
問を全体に投げかけたりする。 
 
・汎用的な表現を板書する。 
・最上級の表現の導入時に既習の教科書 p.54 から表現を確認する。 
 
・早く会話が終わったペアは聴き手側から質問をさせる。 

ま
と
め
（ 

 

分
） 

12 Reflection (10min.) 
・Third Try で話したスピーキングの動画を視聴し、スピーキングの内容及
び言語面について振り返る。 
・ルーブリックに自己評価をする。 
・リフレクションシートに振り返りを書く。 

 
・撮影した動画を Google クラスルームに提出させ、形成的評価及び次時の
導入時の復習とする。 

海外の人におすすめのコンビニに行ってもらうために、おすすめする情報や理由を分かりやすく伝えよう！ 

【想定する振り返り例】 
当日配付します。 
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【目指す生徒の姿】 
Hi. Welcome back to my channel! Today I’m going to talk about the best convenience store. 
I recommend LAWSON. It’s because Karaage-kun is delicious fried chicken. It is the most popular fried chicken. The most popular store is 7-Eleven, 
but I think LAWSON sells more delicious foods than 7-ELEVEN. LAWSON is famous for its sweets “Uchi-Café.” The Cream puff is cheap and I think 
it is the most delicious sweets in the store. When you come to Japan, please go to LAWSON. 
Please check this description below. If you like this channel, please subscribe. Thank you for watching. 



（４）板書計画 
 

 
（５）ルーブリック 

 A B C 

知識・技能 
文法の誤りがほとんどなく、意味の伝達に支
障がない。 

文法の誤りはあるが、意味の伝わりにくい
ところは少ない。 

文法の誤りが多く意味の伝達に支障があ
る。 

思考・判断・表現 
紹介する商品について、より具体的に、視聴
者に分かりやすく伝えている。 

紹介する商品について、視聴者に分かりや
すく伝えている。 

B を満たしていない。 

主体的に学習に 
取り組む態度 

紹介する商品について、より具体的に、視聴
者に分かりやすく伝えようとしている。 

紹介する商品について、視聴者に分かりや
すく伝えようとしている。 

B を満たしていない。 

 
ルーブリックに伝われているフレーズの詳細（生徒には単元の初めには提示しない） 

視聴者に分かりやすく 

・商品の情報 
・デリバリースキル（明確な発音やイントネーション・声の大きさ・あいさつ） 
・自分の考え（「この商品の方がいいと思います。」など） 
・他の商品との比較 

より具体的に 
・理由（「～という理由でこの商品の方がいいと思います。」など） 
・条件（「もし～が好きなら、この商品を買うべきです。」「もしこの商品を買うと、もう一つ手に入れることができます。」など） 
・経験（商品の情報と関連させた「私は～の時に使います。」「私は～が好きです。」などの情報） 

 
（６）パフォーマンステストにおける A 評価・B 評価の例（波線部は評価の対象としない） 
【B 評価】 

Hi. Welcome back to my channel! Today I’m going to talk about the best product. 
Kopen-chan is the best robot. This robot can talk, play games, and wake you up with an alarm. I think it is useful. It looks like a penguin. It is cute. I think it is cuter 

than RoBoHoN. 
Please check this description below. If you like this channel, please subscribe. Thank you for watching.  

 
【A 評価】 

Hi. Welcome back to my channel! Today I’m going to talk about the best product. 
Home robots are the most popular products in foreign countries. If you like animals, Kopen-chan is the best robot. This robot can talk, play games and wake you up 

with an alarm. I think it is useful when you want to enjoy staying at home. It looks like a penguin. It is cute. I think it is cuter than RoBoHoN. And it is the lightest of the 
three. Why don’t you buy Kopen-chan in Japan! 

Please check this description below. If you like this channel, please subscribe. Thank you for watching.  
 
 

単元ゴール 

Today’s Plan 
① 
② 
③ 

課題：海外の人におすすめのコンビニに行ってもらうために、おすすめする情報や理由を分かりやすく伝えよう！ 
Vocabulary 
Box 友だちの良かったところ 

自分の考え・I think …. 
比 較・It is (比較級) than ~. 

            －er 
           more － 

・It is as (        ) as ~. 
商品の情報・You can ~. 

 

「分かりやすく」→他の商品との比較 

・ A は(地名)の中でもっとも( )です。 

 A  is the most (                  ) in (地名). 

・ B は(  数  )の中でもっとも( )です。 

 B  is the (                      )est of (  数  ). 

「より具体的に」 

→ 経験  I like ~. / I often buy ~. 

→ 具体例を挙げる For example, ~.  

→ 理由  It’s because (文). 

 

海外の人からのコメント

（知りたい情報） 


