
１年  Lesson ６     “School in the U.S.A” ［全 10 時間］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
時 ねらい 課題及び具体的な学習活動・生み出したい英語表現等 言語材料 重点を置く評価規準・評価方法 個に応じる手立て 

１ 単元終末の活動のイメージと

付けたい力を理解する。 
３単現 s, es の動詞がわかる。 

単元終末の活動のイメージと付けたい力を理解する。 
・教師のモデルスピーチ提示後，教師(T2)または生徒との問答を行う。 
・Guess Who game 

likes 
,plays 
,has 

エー① 
観察 

班学習の形態で教えあい，s,es
の入った英文を言えるまで繰り

返し指導する。 
２ 簡単な他者紹介文がわかり，

他者の好きなことを話題とし

て紹介できる。 

簡単な他者紹介文を理解し，他者の好きなことを話題として紹介する。 
・教科書§１の内容を聞いて理解し， Tom になって Carl を紹介する。 
・自分の友達や兄弟等，写真を見せながら紹介する。 
・話した英文をワークシートに書く。 

lives, 
comes, 
goes, 

エー① アー① 
観察  
ワークシートへの記入 
 

教科書どおりの内容でよしとし 
絵を指しながら話せるまで見届

ける 

３ 
～

４ 

３単現の疑問文，否定文の用

法がわかり，他者を問答しな

がら紹介できる。 

３単現の疑問文，否定文の用法を理解し，他者を問答しながら紹介する。 
・ card game  
・ カードの人物について英文を書く。 

3 単現の

疑問文 
否定文 

エー① アー① 
観察 ワークシートへの記

入 
 

カードに書かれた語句を主語＋

動詞の文で１つ１つの文が言え

るまで発音を繰り返す。 

５ 聞いたり読んだりしたことを 
問答して，内容が確認できる。 
 

問答の中で，相手の質問に１文以上の付け加えをして話す。（話し手） 
聞き取った内容を繰り返し確認しながら対話する。（聞き手） 
・教科書§２＆３の内容を黙読して質問に答え理解する。 

You can  
See ~ on~

イ－①，エー① 
ワークシートへの記入 

教科書で繰り返されている文を 
教師やペアを相手にやり，言え

るまで対話を繰り返す 
６ 
～

７ 

３人称単数現在の文を正しく

用いて，スピーチ文を書くこと

ができる。 

お気に入りの人物紹介の原稿を書く。 
英文構成を取り入れて書く①気に入っているわけ②聞き手に質問したい文 
強勢を置くところに印をつけながら話す練習をする。 

Because 
I think 

イ－① エー① 
ワークシートへの記入 

フレームを使う。わけを表す英

文を示し，選んで使えるように

指導する。 
８ 気に入っているわけの部分に

強勢を置いて分かりやすく伝

えることができる。 

写真や具体物を見せながら，interactive speech をする。 
ペアで問答しながら練習する。 
グループ内で発表し，問答し合う。 
ワークシートに発表者の内容に関わらせて自己表現文を書く。 

 アー②，イ－①，ウー① 
ワークシートへの記入 
化暗殺 

likes, plays, 名詞の部分に強勢

を置いて話せるよう，ついて練

習する。 

９

～ 
10 
 

問答し合って，仲間の話を理解

することができる。 
全体の場で一人一人が発表する。 
他グループの人と問答し合う。 
S1: How many dolls do you have? A: Three. Do you have the doll? 
S1:No. But I have Kitty chan. 
ワークシートに発表者の内容に関わらせて自己表現文を書く。 

 アー②，イ－①，ウー① 
ワークシートへの記入 
観察 

質問文例をもたせ，容易に質問

できるようにワークシートを工

夫する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

単元の指導目標 友達，家族，大好きな人物を紹介する活動を通して，３人称単数現在の動詞の使い方が分かり，他者について写真や具体物を見せながら気にいっているわけを入れて紹介ができる 

【単元で扱う題材】 

アメリカの学校の

様子 友達紹介 

中心となる言語活動 
指導事項及び具体的な活動

他者紹介スピーチ（Interactive）, Guess Who Game 
話すこと（イ）自分の考えや気持ちなどが聞き手に正しく伝わるように話すこと 

言語の使用場面 他者紹介 
言語の働き 説明する，質問する，描写する， 

【単元で扱う言語材料】 
He/She likes 
Does he/she like? 
He/She doesn’t ~ 

【単元における評価規準】 

アｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに対する関心・意欲・態度 イ表現の能力 ウ理解の能力 エ言語や文化に関する知識・理解 

①【言語活動への取組】 

間違いを恐れないでを紹介しようとする 

②【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの継続】聞き返したり，相

手の理解を確認したりしている 
 

①【正確な発話，筆記】 

３人称単数現在の文を正しく用いて強勢を置いて表現している。 

②【適切な発話】 

聞き手の理解を確認しそれに応じて大切な部分を繰り返して話すことが

できる。 

①【正確な聞き取り】 

根拠となる内容を聞き取ることができる 

②【適切な聞き取り】 

質問に対して，適切に応じることができる。 

①【言語についての知識】 

３人称単数現在の用法の用

法を正しく理解している。 



２年  Lesson 8     “Computer Communication” ［全 10 時間］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時 ねらい 課題及び具体的な学習活動・生み出したい英語表現等 言語材料 重点を置く評価規準・評価方法 個に応じる手立て 

１ 単元終末の活動のイメージと

付けたい力を理解する。 
・生徒との問答から computer に関わる語彙を mapping（板書）する。 
・教師の意見文を読み賛成か反対の立場を明らかにし，その根拠を考える。 

agree 
disagree 

エー① 
観察 

意味を確認しながら，考えが同

じであれば線をひかせる。 
２ 比較の文の用法を正しく理解

する。 
同等比較，比較級，最上級の文型を用いて，学級の仲間にインタビューし，学級

ベスト３を見つける。 
比較の文 エー① 

観察 ペーパーテスト 
質問と答え方のシートを見なが

らインタビューさせる。 

３ 比較文を用いて，相手の意見に

賛成反対理由を加えて話せる。 
同等比較，比較級，最上級の文型を用いて，学級の仲間と対話する。 
話題：スポーツ選手，歌手，映画俳優 

比較の文 エー① 
観察 ペーパーテスト 

対話の基本フレームに書き込ん

で対話させる。 

４ 賛成の意見文を書くことがで

きる。 
教科書§１～2 まで黙読し，要点を読み取る。The internet is the best way. 
丘先生やメイリンの意見に賛成する文を抜き出し，自分の意見を付け加える。 

比較の文 イ－①，エー① 
ワークシートへの記入 

I think it’s great because ~わけ

を一緒に考え，英文にしていく。 

５ 賛成の意見文を書くことがで

きる。 
教科書§3 を黙読し，要点を読み取る。 
The internet is the best way.丘先生に賛成する文を抜き出し，自分の意見を付

け加える。 

比較の文 イ－①，エー① 
ワークシートへの記入 

I think it’s great because ~わけ

を一緒に考え，英文にしていく。 

６

～

７ 

立場をはっきりさせ，自分の考

えの根拠を具体的に表現でき

る。 

Discussion１：The internet is the best way to communicate with people.  
What do you think? 理由をつけた意見文をワークシートに書く。 
班内に回して班員の書いた意見文を読み，仲間の意見に自分の意見を付け加 
えていく。You said,“ ~ .” I agree with you. I think~.  
他の班と discussion する。（話す） 

agree 
disagree 
If 
 

アー①，イ－①，ウー① 
ワークシートへの記入 

仲間の意見を引用する表現を教

え，１文書くことを指導する。 
スペルミスも認め，適切な表現

であれば認めていく。 

８

～

９ 

立場をはっきりさせ，自分の考

えの根拠を具体的に表現でき

る。 

Discussion２：School lunch is the best meal for us. Because it’s good for 
 health. We mustn’t have unbalanced diet. What do you think? 
理由をつけた意見文をワークシートに書く。班内に回して班員の書いた意見 
文を読み，仲間の意見に自分の意見を付け加えていく。 
班内で出た意見を付け加えながら自分の意見を書いて再構築する。 
他の班で討論する。学級全体で討論する。 

I see what 
you mean

アー②，イ－①，ウー① 
ワークシートへの記入 
観察 

仲間の意見を引用する表現を教

え，１文書くことを指導する。 
スペルミスも認め，適切な表現

であれば認めていく。 

10 立場をはっきりさせ，自分の考

えの根拠を具体的に表現でき

る。 

Discussion3: Reading comic books isn’t useful. We should read books without
pictures. What do you think?  理由をつけた意見文を書く。 
学級全体で討論する。 
最後に自分の考えを書きまとめる。 

Maybe it 
is true, 
but 

アー②，イ－②，ウー② 
観察 

賛成反対の立場を決め，そのわ

けを１つ伝えられるよう，援助

しながら英文にしていく。 

 
 
 
 
 
 

単元の指導目標 インターネットや身近な生活に関する話題を取上げて討論する活動を通して，比較や最上級の表現や，賛成・反対を伝える時の表現がわかり，自分の考えを根拠を明らかにして分

かりやすく伝えたり 聞き手に質問したりすることができる。

【単元で扱う題材】 

インターネットと 

情報の活用 

中心となる言語活動 
指導事項及び具体的な活動

インターネットについての意見交流会 
話すこと（ウ）聞いたり読んだりしたことについて，問答したり意見を述べ合ったりすること 

言語の使用場面 討論会 
言語の働き 意見を言う，説明する，質問しる，賛成する，反対する 

【単元で扱う言語材料】 
同等，比較，最上級

の文,  I dis/agree, 
 I see you point, 

【単元における評価規準】 

アｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに対する関心・意欲・態度 イ表現の能力 ウ理解の能力 エ言語や文化に関する知識・理解 

①【言語活動への取組】 

間違いを恐れないで意見を言おうとする 

②【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの継続】つなぎ言葉を用いるな

ど不自然な沈黙をせず話し続けている。 

①【正確な発話，筆記】 

考えや意見を正しく話そう（書こう）とすることができる。 

②【適切な発話】 

相手によって語句や表現を選択し分かりやすく話すことができる。

①【正確な聞き取り，読み取り】 

根拠となる内容を聞き/読み取ることができる。 

②【適切な聞き取り】 

質問に対して，適切に応じることができる。 

①【言語についての知識】 

比較の用法を正しく理解し

ている。 


