
２年 Ａ中学校 英語科資料３ 単元指導計画 LESSON 5 The United Kingdom

【同一領域前単元の指導内容】 指導事項 「書くこと （エ）伝言や手紙などで、読み手に自分の意 言語材料 【同一領域次単元の指導内容】」
Lesson 3 There is are on, at, LET'S WRITE 2向などが正しく伝わるように書くこと ・ ( ) ～(
“ ” ) “私の将来の夢は医者です”Students Report under, over .

三段構成を理解し 「海の体 付けたい力 伝えたい要点を端的にまとめて書く力 ・ ～ スピーチ原稿の作成を通しねらい： ねらい：、 I think that .
験活動」のレポートを書くことが ・相手を誘う て、英語の文章構成が分かり、文Why don't you
できる。 言語活動 ～ や ～ などの表 法に従って三段構成で夢のスピーLet's make a promise through e-mail. ? How about ?

に体験活動で楽しかった 現 チの原稿を書くことができる。終末：ALT
ことを仲間の発言や自分の感想を 単元の目標 を書いて友達との約束を取り付ける活動を通して ・ (依頼) 三段構成に留意し伝えたいこe-mail Will you ?、 終末：
入れて伝えるﾚﾎﾟｰﾄを書く活動 伝えたい要点を端的にまとめて書くことができる。 とを整理して順序立てて書く活動

単元終了時の生徒の意識
を書く時は、 に対して伝えたい内容を端的に書くことが大事だということがわかったし、英語での様々な 表現も身につけることができた。相手からの に対し、自分のe-mail Subject e-mail e-mail

予定を理由と共に伝えながら、自分の考えを や を使って伝えることもできるようになった。相手とのやりとりをする がとても楽しくできた。今までは の方が相手とI think I hope writing speaking
コミュニケーションをすることが活発にできて楽しいと思っていたけど、 の楽しさもわかってきた。いつか家のパソコンを使って を書き、本当に英語でのやりとりをしてみたい。writing e-mail

【めざす言語活動を行ってコミュニケーションを楽しむ時間】 【単元で身に付けた知識および表現を確かめる時間】

第１０時 Let's make a promise! 第１１時 単元テスト
【ねらい】 【ねらい】
・相手に「いつ、どこで、何を」するかというメールを書き、相手の都合を確かめて「待ち合わせの時間」の約束を取り付けることができる。 ・メールに必要な表現や単元で学習
【活動の概要】 した新出言語材料について理解し

ているかの確認ができる。
「○曜日に 「どこで 「何をする」かのメールを書き、相手の都合を確かめて「どこで 「○時に待ち合わせ」をするかの約束を取り付けよう！ 【活動の概要】」 」 」

・言語材料が定着しているかを筆記
①相手を誘う（いつ、何を、どこで、何時に待ち合わせ） ②理由を述べて時間変更をお願いする ③相手の意向を汲んで同意する テストで確認をする。

【重点をおく評価規準】
From: Ken / Subject:tennis From: Mayumi / Subject: shopping From: Ken / Subject:tennis There is・メールに必要な表現や

( ) ～や ( ) ～にDear Mayumi, Dear Ken, Dear Mayumi, are . I dont' think that .
ついての意味、機能、形態についてI will play tennis in the park next Sunday. Thank you for your e-mail. That's nice, but I'm sorry, I can't play Thank you for your e-mail. I will wait
の知識を身に付けている。Why don't you come?I will wait for you at tennis at that time. Because I will go shopping in the morning. for you at school at 2:00. I hope you will

(エー①②)school at 8:00. Can you come? How about playing tennis at 2:00. Is that OK? have a nice shopping.
第１１時の生徒の意識

There is There are I第１０時の生徒の意識 【重点をおく評価規準】 と の違いや
もらった に対し、時間変更をお願いしたり、内容変更をお願いしたり、 を使って楽しく返信することが ・ に書かれた相手の意向を理 の表現も違和感なくe-mail I hope e-mail don't think
できたし、自分書いた に返信してもらったりして、互いの都合を考えて週末の約束をすることができた。 解し、文のつながりや構成を意識 使えるようになった。e-mail

して応答する英文を書くことがで
。（ 、 、 ）きる アー② イー② ウー②

【めざす言語活動を行うための基礎的・基本的な内容の定着を図る時間】

第６時(本時)ﾒｰﾙに返信する① 第７時 教科書§３の理解 第８時 メールに返信する② 第９時 メール表現の復習
【ねらい】 【ねらい】 【ねらい】 【ねらい】
・相手からのメールの内容を理解し、必要なこ ・自分の考えを述べる時の表現を知り、書かれ ・返信されたメールの意向を読み取り、合意す ・今まで学習してきた表現内容を復習し、習
とを端的に書くことができる。 ている大切なメッセージについて理解するこ る内容を端的に書くことができる。 熟することができる。

【活動の概要】 とができる。 【活動の概要】 【活動の概要】
【活動の概要】

相手の提案した内容と日時に対し自分の予 返信メールに込められた相手の意向をくん 学習してきたメールに必要な表現を綴り
定と考え合わせて返信する を書こう は久美に対して、何が であり で、合意するメールを書こう！ に注意して書けるようにしよう！e-mail Mary right

であると伝えているのか読み取ろうwrong
・相手からもらった にどんな返信をする ・個人で追究する。 ・プリントに書かれている様々な表現についe-mail
か考える （日時変更、内容変更など） ・個人で追究する。 ・全体で確認し、必要な表現について学ぶ。 て、口頭で言えるようにする。。

・個人で追究する。 ・新出の単語や表現について学ぶ。 ・再度個人でメールを書く。 ・それらをペアで言う練習をする。
・パターン別グループで交流し 仲間から学ぶ ・教科書の音読練習を行う。 【重点をおく評価規準】 ・英文で書けるようにする。、 。
・再度個人でメールを書く。 ・ のメールに対し、 が返信した内容 ・難しい事柄を既習表現に置き換えたり、今ま 【重点をおく評価規準】ALT JTE
【重点をおく評価規準】 について読み取る。 で学習してきた表現を用いて書き表そうとし ・メールに必要な表現を理解し、正しい綴り
・文のつながりや構成を意識し、 に対し 【重点をおく評価規準】 ている （イー②） で書くことができている （エ－①）e-mail 。 。

第９時の生徒の意識て応答する英文を書くことができる イー② ・教科書や相手の書いた英文内容について視点。（ ）
を基にして読み取ることができる ウー① メールに必要な表現をプリントを見ないで第６時の生徒の意識 。（ ）

始めは女の子からのメール内容にどのよう 正しく書けるようになったぞ。友達とのメ第７時の生徒の意識 第８時の生徒の意識
に返信しようか困ったが、仲間の文章も参 よりも を使った方が、より 自分の書いたメールに対して返信されると ールのやりとりが楽しみだな。I think I hope
考にしたり、今まで学習した表現を使った 相手に自分の気持ちをよりよく伝えられる 楽しいな。相手との約束もうまく行うこと
りしたら、なかなかいい文章が書けたぞ。 ような気がするから使ってみたいな。 ができたぞ。

第２時 新文型の学習 第３時 教科書§１の理解 第４時 メールを書く 第５時 教科書§２の理解
【ねらい】 【ねらい】 【ねらい】 【ねらい】
・ ～と ～の 用法を理解するこ ・メールの書き方を知り、書かれている大切な ・大切な内容を伝えるメールを相手に書くこと ・相手のメールに対する返信の仕方を知り、There is . I think .
とができる。 メッセージについて理解することができる。 ができる。 書かれている大切なメッセージについて理

【活動の概要】 【活動の概要】 【活動の概要】 解することができる。
【活動の概要】

「 、 、 」 、There is are . I don't think .( )～と ( ) ～を用 誰が誰に何を伝えようとしているのか読み いつ どこで 何を するか予定を書き
いてメッセージのやりとりをしよう！ 取ろう！ 相手をその活動に誘おう！ は久美に対してどんな内容を返信しMary

たのか読み取ろう！
・新出の言語材料について理解することができ ・個人で追究する。 ・個人で追究する。
る。 ・新出の単語や表現について学ぶ。 ・全体で確認し、必要な表現について学ぶ。 ・個人で追究する。

・ を用いた文型のドリル ・教科書の音読練習を行う。 ・再度個人でメールを書く。 ・新出の単語や表現について学ぶ。Let's Communicate
・ の２の２枚の絵の見 ・教師が書いたメールの内容（誰が、主題、大 【重点をおく評価規準】 ・教科書の音読練習を行う。LET'S COMMUNICATE!
つけた相違点を ( )を用いて書く。 切な内容、質問事項）について読み取る。 ・ いつ、どこで、何があって、どうして欲し ・ のメールに対し、 が返信した内容There is are JTE ALT「

【重点をおく評価規準】 【重点をおく評価規準】 いのか」を英語の文法にしたがって、書くこ （週末と今晩の約束）について読み取る。
・ ( )は、主語の単複によって使い分 ・教科書や相手の書いた英文内容について、視 とができる。 （イー①） 【重点をおく評価規準】There is are
けるということを理解している。 点を基にして読み取ることができる。 ・教科書や相手の書いた英文内容について、

（エー①） （ウー①） 視点を基にして読み取ることができる。
（ウー①）

第２時の生徒の意識 第３時の生徒の意識 第４時の生徒の意識 第５時の生徒の意識
と は、表現したい名詞の イギリスの４つの の位置関係につ 始めはどのように書いたらいいのかわから 相手の誘いに対して断る表現や相手を誘うThere is There are country

数がポイントなんだな。 や いてよくわかったし、教科書で学習した後 なかったけど 仲間の表現を参考にしたり 表現 ～ について学ぶことI think I don't Why don't you ?、 、
を使えば、自分の考えを伝える時に に読んだ塚田先生からのメールの内容につ 先生から教えてもらったりして、自分の書 ができた。 のやりとりはおもしろいthink e-mail

便利だな。 いても完璧に理解することができた。 きたいことを書くことができたぞ。 な。次回は自分も返信 を頑張る。writing

【単元の見通しをもち、自分が付けていきたい力についてのめあてをもつ時間】

第１時 単元のオリエンテーション
【ねらい】

第１時の生徒の意識・学習の見通しと終末の活動、単元の概要 「付けたい力」を理解することができる。、
【活動の概要】 ・ﾚﾃﾞｨﾈｽﾃｽﾄ（伝言文を書く、返信する）を行い、書くことに対する自己分 レディネステストでは、習った表現を使っ

析を行う。 て、自分の伝えたいことをうまく書くこと
の学習内容を理解して、学習の見通しとめあてをもとう！ ・本単元の見通しや「付けたい力」を理解し、それに対する自己分析を行う ができなかった。この単元の学習を通してLesson 5

と共に、個人のめあてをもつ。 をうまく書けるようになりたいし、e-mail
【重点をおく評価規準】 相手からのメールにもうまく返信したい。
・文法的な間違いを恐れずに自分の考えや伝えたい内容を書こうとしている （アー①）。

単元導入時の生徒の意識
「 」 。「 」 、 。 、 、Lesson3では今年初めて 書くこと の学習をした 書くこと についてはとても苦手意識があったし 書きたいことをどのように書いていいのかもわからなかった しかし 三段構成を学び

教科書や授業でいろいろな表現を学んでいくことで 「書くこと」に対する抵抗感もなくなってきた。体験学習のレポートは、何とか仕上げることができた。、

【ア ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度】 【イ 表現の能力】 【ウ 理解の能力】 【エ 言語や文化についての知識・理解】
評 ①言語活動への取組 ①正確な英文 ①正確な読み取り ①言語についての知識

e-mail There is are . I・文法的な誤りを恐れず、自分の考えや伝えた ・ いつ、どこで、何があって、どうして欲し ・教科書や相手の書いた英文内容について ・ に必要な表現や ( ) ～や「
価 い内容を書こうとしている。 いのか」を英語の文法に従って、書くことが の を視点として読み取ること ( ) ～の文型について理解してe-mail Subject dont' think that .

（ ） 。 （ ） 。 （ ）（ ）観察・自己評価 できる 観察・ の文章 ができる。 （観察・自己評価） いる 観察 単元テストe-mail
規 ②コミュニケーションの継続 ②適切な英文 ②適切な読み取り ②文化についての理解

。・難しい事柄を習った表現に置き換えたり、今 ・文のつながりや構成を意識して、相手の ・教科書や相手の書いた英文に書かれた情報に ・ や伝言の書き方について理解しているe-mail
、 。 （ ）準 まで学習した表現を用いたりして書こうとし に対して、応答する英文を書くことが ついて 大切な部分を読み取ることができる 観察・自己評価・ の文章e-mail e-mail

。 （ ） 。 （ ） （ ）ている 観察・自己評価・ の文章 できる 観察・自己評価・ の文章 観察・自己評価e-mail e-mail


