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資料２ １年 ＬＥＳＳＯＮ ６ ” ”単元指導計画 School in the USA

家族やペンフレンドを紹介する活動を通し、聞き手に正しく伝える方法が分かり、正しい発音やイントネーション、強勢を意識して話す単元の指導目標
ことができる。

【単元で扱う言語材料】【単元で扱う題材】 中心となる言語活動 話す力（イ） 第三者のことを聞き手に正しく伝えることができる。
He / She likes ~人間教育（学校生活） ・指導事項及び具体的な活動

Does he / she like ~ ?比較文化（アメリカの中学校） 言語の使用場面 学校での活動 第三者の紹介 ・
He / She doesn't like ~.言語の働き ・説明する ・報告する ・描写する ・確認する ・

時 ね ら い 言語材料 個に応じる手立て課題 ◎ 及び具体的な学習活動 ・ ・生み出したい英語表現 ◇（ ） （ ） （ ） 重点を置く評価規準・評価方法
・つまずきが予想される生徒・終末の活動のイメージと単元 ◎主語がどんなときに動詞にＳ( )がつくのだろう。 エ① 主語が三人称の場合のed ~.He / She likes

中心に机間指導する。１ の概要を理解できる。 ・教師のモデルスピーチを聞く ・単元を貫く課題を理解する。 肯定文の意味・形態・用。 Does he / she like ~
・自己紹介の時の表現と対比・第三者の紹介に必要な表現が ・第三者を紹介する表現を理解する ・ワークシートで練習する。 法を理解している。。 He / She doesn't ~.

しながら考えさせる。分かる。 ◇ ◇ワークシートへの記入I play soccer. He plays soccer.
・元気な声で紹介している姿・ の昼食を紹介する活動を ◎正しい発音で、 について聞き手に正しく伝えよう。 イ① 正しい発音で正しく伝Carl Carl He / She likes ~.

を認め広める。通して、主語が三人称の場合 えている。 ◇観察・三単現の ( )の発音練習をする ・本文の内容理解と音読練習s es 。 He / She plays ~.
・－ － のつけ方、発音の２ の肯定文が分かり、動詞の発 ウ① 発音をしっかり聞き、をする ・発表練習をする ・グループで について伝え合う。。 。 Carl s, es

違いをはっきりさせる。音に気をつけ正しく話すこと ◇ 内容を正しく聞き取ってThis is my friend, Carl. He likes spaghetti,too.
◇ワークシートへの記入ができる。 いる。

・机間指導で個別に質問し、・ について紹介する活動を ◎正しくイントネーションで について聞き手に正しく伝えよ イ① 正しいイントネーショJudy Judy Does he / she like ~ ?
理解を確かめる。通して、主語が三人称の場合 う。 ンで伝えている。◇観察Yes, he / she does.

・ と ～？の答え方の３ の質問文が分かり、イントネ ウ① イントネーションを手・本文の内容理解と音読練習 ・イントネーションのつけ方を理解す。 No, he /she doesn't. Does~ ? Is
違いをはっきりさせる。ーションを意意識して話すこ がかりに、正しく聞き取る。 ・発表練習をする ・グループで について伝え合う。。 Judy

◇ワークシートへの記入とができる。 ◇ っている。Does she likes music class too ?
・伝えたい語に強勢を置くと・ジョンソン先生について紹介 ◎強く伝えたい語句に強勢をつけて、ジョンソン先生について聞 イ① 強勢をはっきりさせてHe / She doesn't like ~.

いいことを伝える。する活動を通して、主語が三 き手に正しく伝えよう。 伝えている。 ◇観察
・ が文中に登場してくる時４ 人称の場合の否定文が分かり ウ① 強勢を手がかりに、内・本文の内容理解と音読練習。 ・強勢の位置を理解する ・練習す。 does

には動詞は原形であること強勢を意識して話すことがで 容を正しく聞き取っている。 ・グループでジョンソン先生について伝え合う。
を明確にする。きる。 ◇ る。In Japan my teacher changes his room. ◇ワークシートへの記入
内容がまとまらない生徒に・家族を紹介する活動を通し、 ◎自分の家族のことを正しい発音やイントネーション・強勢を意 ア① 間違いを恐れず、話し ・He / She is ~.
は補助プリントを与える。正しい発音やイントネーショ 識して、聞き手に正しく伝えよう。 ている。 ◇観察He / She isn't ~.

・聞き手の理解を意識し、ゆ５ ン・強勢を意識し、間違いを ・紹介したい内容を考える。 ・練習する。 ・グループで交流 イ① 聞き取れなかった時にHe / She likes ~.
っくり発音している生徒を恐れず聞き手に話すことがで し、伝え合う。 聞き返している。◇観察He / She doesn't ~.
認め広める。きる。 ◇ Pardon ? Once again please. Slowly, please.

・机間指導で、発音に自信が・家族を紹介する活動を通し、 ◎伝えたい語をゆっくり話したり、繰り返したりしながら、家族 イ② 聞き手に応じ、ゆっくHe / She is ~.
もてない生徒を援助する。伝えたい語をゆっくり話した のことを聞き手の理解に応じて話そう。 り発音したり、繰り返しHe / She isn't ~.

・絵や写真を用いて聞き手の６ り、繰り返したりしながら聞 ・練習をする。 ・グループで紹介し合う ・全体でよさの交流。 たりしている。 ◇観察。 He / She likes ~.
理解を容易にしている生徒き手の理解に応じて話すこと ◇ ウ② 聞き取れなかった時に○○ OK ? He / She doesn't ~.
を認め、価値付ける。ができる。 聞き返している。◇観察

・ＪＴＥによるＴＴで各手紙・ペンフレンドを紹介する活動 ◎カナダに住むペンパルについて紹介文をつくり、発音やイント ア① 間違いを恐れず話してHe / She is ~.
の読み取れない部分や、発を通して、正しい発音やイン ネーション、強勢を意識して聞き手に正しく伝えよう。 いる。 ◇観察He / She isn't ~.
音を援助する。７ トネーション・強勢を意識し ・紹介したい内容を考える。 ・整理する。 ・練習する。 イ① 正しい発音やイントネHe / She likes ~.

・内容がまとまらない生徒にて話すことができる。 ◇ ーション、強勢を意識しI don't play hockey, but he plays it. He / She doesn't ~
は、補助プリントを与える。て話している。 ◇観察

・机間指導で、発音に自信が・ペンフレンドを紹介する活動 ◎カナダに住むペンフレンドについて、伝えたい語をゆっくり話 イ② 聞き手に応じ、ゆっくHe / She is ~.
もてない生徒を援助する。を通して、伝えたい語をゆっ したり、繰り返したりしながら相手の理解に応じて話そう。 り発音したり、繰り返しHe / She isn't ~.

・家族紹介のときよりうまく８ くり話したり、繰り返したり ・練習する。 ・グループで紹介し合う ・全体でよさの交流。 たりしている。 ◇観察。 He / She plays ~.
伝えられるようになった生しながら聞き手の理解に応じ He / She doesn't ~.
徒を認める。て話すことができる。 ウ② 聞き取れなかった時に

聞き返している。◇観察
・机間指導にて、間違いの９ ・第三者を伝える表現を理解す ◎単元テストで、第三者のことを伝える表現を復習しよう。 エ① 問題の答えが正確に書He / She likes ~.

ポイントを示す。ることができる。 ・単元テストをする。 ・自己採点する。 ・間違いを確認する。 けている。 ◇正答数Does she ~ ?

【単元における評価規準】
イ 表 現 の 能 力 ウ 理 解 の 能 力 エ 言語や文化に対する知識・理解ア コミュニケーションに対する関心・意欲・態度

①間違いを恐れず家族やペンフレンドのこ ①家族やペンフレンドのことを正しい発音 ①家族やペンフレンドの紹介を発音、イン ①主語が三人称の場合の肯定文、疑問文、
とを話している。 やイントネーション、強勢を意識して聞 トネーション、強勢を手がかりにその内 否定文の意味、形態、用法を理解してい

②聞き手の理解を確認し、それに応じて話 き手に正しく話すことができる。 容を正しく聞き取ることができる。 る。
そうとしている。 ②聞き手の理解を確認し、それに応じて伝 ②話し手の言いたいことを聞いて、聞き取

えたい語をゆっくり発音したり、繰り返 れなかった時に聞き返すことができる。
したりして話すことができる。


