
事 例 中学校外国語科（英語） 第３学年 

LESSON5 Places to Go、 Things to Do （NEW CROWN ENGLISH SERIES 3） 

テーマ 「読み取りによる確かな内容理解をもとに、読み取ったことに対する自分の考えを豊かな表現（音読

及びスピーチ）に結び付ける指導の在り方」 

授業改善

の視点 

①単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画と帯活動の工夫改善 

②自分の考えに生かすための読み取り（内容理解）の指導方法の工夫改善 

１ 学習状況の把握と結果の分析 

（１）学習状況の把握の方法 

   県の学習状況調査結果から、本校の課題を見付け、指導方法の工夫改善に生かそうと考えた。調査対象学 

  年は、平成２０年度第２学年である。 

 

（２）学習状況の結果と分析 

 【結果】平成２０年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査 調査対象第２学年 

 

 【分析】 

   調査結果より、書かれている内容に対して話題を整理しながら読み取ったり、会話の流れを理解しながら、 

  つながりを考えたりするなどの読み取りをする力が十分に身に付いているとは言えない。その要因を、次の 

  ２つの視点から分析した。 

  指導計画や帯活動について 

・各単元で新しく学習する表現方法（文法事項）について、十分に身に付くように何度も活用できるように

する指導が十分ではなかった。そのため、本文の内容を理解する際に、新出表現でつまずく生徒が多くい

た。帯活動として、新出表現を繰り返し指導し定着を図り、内容理解を確実にできるようにする必要があ

る。 

・相手の意向を汲み取り、適切に応じるためには、要点を読み逃さないということが大切であるが、読む活

動と話す活動を組み合わせた場を設定することが十分ではなかった。 

・内容理解で学んだ表現や内容を生徒の表現に生かすことができるよう、内容理解したことと自己表現する

ことを関連付ける指導が十分ではなかった。 
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1 11 話題になっていることがらを整理して、ミホが次の土曜日にしようとしているこ

とを正しく読み取ることができる。 
  ○  59.2 65.6 

6 2 18 会話の流れを理解して、リサの I don’t know.につながる内容を表す英文を用いて、

会話を完成することができる。 
  ○  71.2 69.5 

3 19 会話の流れを理解して、マークの母親の Oh、 good boy.につながる母親がいつも

言っている言葉を伝える英文を用いて、会話を完成することができる。 
  ○  46.9 50.0 

7 1 20 Can I use it?に対して許可を表すときに用いる表現を理解している。 
  ○ ○ 51.1 58.6 

2 21 仲間同士が困っている場面で、「どうすればよいのか」を問うときに用いる表現

を理解している。 
  ○ ○ 60.4 60.2 



  内容理解について 

 ・単元やセクションの始まりにおいて、ＡＬＴやＣＤの英語を聞いて、概要や要点を読むことによって理解

するという活動を行ってきた。しかし、教科書の内容を正しく理解する場では、黙読を中心にじっくりと

要点や具体を読み取る活動が必要であるが、それが十分ではなかった。 

・英文を読む際には、文章の文頭から英語の語順で理解するように意識付けてきたが、具体的な指導が十分

ではなかった。例えば、文章を意味のまとまりごとに区切って前から順に理解していくことができるよう

に、意味のまとまりごとに内容を理解しながら、返り読みをせずに英文を読み進める指導や、英文に区切

りごとにスラッシュを入れる指導などが丁寧に行われていなかったことが考えられる。また、個人やペア

での内容理解に関わる読み取りの活動において、教師が単位時間の途中で生徒の学習状況を把握し、つま

ずいている点を全体の場で確認したり、ペア活動において、生徒が相互に学び合う（教え合う）ことがで

きるようにしたりする指導が弱かった。 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

   以上のような結果分析を踏まえ、以下のように授業改善に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜具体的な改善事項＞ 

 ①指導計画や帯活動について 

  ア 毎時間帯活動でイマジネーションゲームを行い、後置修飾の運用能力の定着を図る。 

  イ 本文で紹介された「行きたい場所」について、自分はどう思うのか「行きたいのか」「行きたくないの 

   か」について理由を加えて交流する。 

  ②内容理解について 

  ア 本文の内容を理解するために、マッピングを活用し、どのようなつながりや構成になっているかを考え 

   ながら、読み取るようにする。また、マッピングで書き出される語を中心に抜いた、本文の穴埋めテスト 

   （CLOSED TEST）を行い、内容理解を確認する。 

  イ 音読練習をする際にＡＬＴ、ＣＤ、Ｔ２、Ｔ１と４つのコースを設定し、個に応じた音読練習を行う。 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

 ①指導計画や帯活動について 

【実践単元】第３学年 LESSON5  Places to Go, Things to Do 

【重点とする指導事項】 

 ○「読むこと」（オ）話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりなど

することができるよう，書かれた内容や考え方などをとらえること。 

◎「話すこと」（オ）与えられたテーマについて簡単なスピーチをすること。 

【単元の指導目標】 

○場所の魅力がより伝わるような表現のよさを意識し，紹介文を十分に理解することができる。 

◎お勧めの場所や地域を紹介する活動を通して，写真を示したり，聞き手の反応を確かめたりして，聞き手

に分かりやすく話すことができる。 

【具体的な言語活動】 

３人の登場人物が紹介してくれた「お勧めの場所」について，読み取った内容を生かしながら，自分はど

う思うか意見交流をする。また，ツアーコンダクターとなり，外国人観光客に，日本の「お勧めの場所」を

紹介する活動を行う。そのために，スピーチ原稿を書き，実際に Show & Tell を行う。 



  ア 毎時間帯活動でイマジネーションゲームを行い、後置修飾の運用能力の定着を図る。（資料３参照） 

・従前の活動例：ペアで行う Imagination GAME。教師が提示したものについて、ペアの一方の答えを知ってい

る子が、答えを知らない相手に、英文でヒントを与え続ける。質問と答えから、提示されたものが何である

かを類推する。 

↓ 

・改善例�ペアで行う Imagination GAME。教師が提示したものについて、ペアの一方の答えを知っている子が、

答えを知らない相手に、英文でヒントを与える。できる限り、一文で相手が答えを類推できるように詳しい

ヒント文を考える。 

  

・改善例�ペアで行う Imagination GAME。教師が提示したものについて、ペアの一方の答えを知っている子が、

答えを知らない相手に、英文でヒントを与える。できる限り、一文で相手が答えを類推できるように詳しい

ヒント文を考える。提示するものを、果物や動物などではなく、説明しにくいものにする。 

 

  イ 本文で紹介された「行きたい場所」について、自分はどう思うのか「行きたいのか」「行きたくない 

    のか」について理由を加えて交流する。 

・本文の各セクションで紹介された「行きたい場所」について、各セクションの終末の活動として、自分

はどう思うのか（Yes か No か）について理由を加えて交流する活動と、それを書き留める活動を位置付

ける。本文の内容理解の中で、その場所の魅力が十分に紹介されていることを押さえることで、“Yes.”

という答えになり、その根拠を説明するときに、比較や具体的な数字、経験などの教科書で学んだ表現

を効果的に活用することにつながる。また、そこで使われた表現を書き留めていくことで、終末の「お

勧めの場所」を紹介する英文を書くときに、魅力を伝える表現として活用できる。 

  ＜意見交流における Yes/No の質問＞ 

      セクション１…Would you like to go to Mongolia? 

    セクション２…Do you want to go to the Guiana Highlands? 

    セクション３…Do you have any friends in foreign countries? 

 

 ②内容理解について 

  ア 本文の内容を理解するために、マッピングを活用し、どのようなつながりや構成になっているかを考え 

   ながら、読み取るようにする。また、マッピングで書き出される語を中心に抜いた、本文の穴埋めテスト 

   （CLOSED TEST）を行い、内容理解を確認する。 

 

 

 

 

 

 

・４技能を活用することで、より深く正確な内容理解につながると考えた。黙読とマッピングにかかわっ

て、自力ではなかなか読み進められない生徒には、ヘルプシートを準備し、できる限り英語の語順で読

み進め、キーワードを抜き出していけるようにした。 

・個人での読み取りの後の発問を、黙読前の発問とは異なるようにし、マッピングで理解した内容をより

深めるようにした。 

【セクション２の場合】以下のような質問を行い、マッピングを行った。 

【本文の内容理解の進め方】 

①〔リスニング〕本文のＣＤを１度聞き，行きたい場所を聞き取る。 

②〔リーディング〕教師の質問に対して，各自で黙読をし，キーワードをマッピングしていく。 

③〔スピーキング〕教師の質問に対して，自分のマッピングを参考に，意見交流をする。発表された

語を中心に，教師が黒板にマッピングをしていく。 

④〔ライティング〕CLOSED TEST を通して，内容の理解度を確認する。 



 

 

      黙読（マッピング）前の発問 → “ Why does Ratna want to go to the Guiana Highlands? ” 

      黙読（マッピング）後の発問 → “ What can we see in the Guiana Highlands? ” 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 音読練習をする際にＡＬＴ、ＣＤ、Ｔ２、Ｔ１と４つのコースを設定し、個に応じた音読練習を行う。 

 ・全体で音読練習を行った後、４つのコースを設定し、音読練習を行う。生徒が自分自身の力を伸ばすことを

目的に、各自でコース選択をし、一定時間内練習をする。 

   Ａコース…ＡＬＴと同時読みを行う。（自然なリズム、イントネーションを意識させる） 

   Ｂコース…ＣＤを活用し、ＣＤに続いて音読をする。（文単位で、ストレスを意識させる） 

   Ｃコース…Ｔ２とともに、文単位で練習をする。 

   Ｄコース…Ｔ１とともに、単語単位で練習する。 

 

 ＜上記の改善事項に基づく単元指導計画の改善例＞ 

Lesson5 従来の単元指導計画（簡易版） Lesson5 改善した単元指導計画（簡易版） 

１ 

・教師の「お勧めの場所紹介」のモデ

ルを聞き、単元終末の活動をイメー

ジするとともに、本単元で身に付け

たい力を理解する。 

・新出単語の発音練習 

１ 

・教師の「お勧めの場所紹介」のモデルを２つ（良

いモデルと良くないモデル）聞き、単元終末の活

動をイメージするとともに、本単元で身に付けた

い力を理解する。 

・新出単語の発音練習 

２～

４ 

・新出文法の確認 

＊後置修飾の表現、接触節の表現 
２～４

・新出文法の確認 

＊後置修飾の表現、接触節の表現 

・帯活動：ペアで行う imagination game の目的や方

法を確認する。 

５～

７ 

・§１～３の教科書の内容理解（音読・

黙読中心に読み取る。） 

・教科書にある表現を参考にしながら、

セクションごとに異なる場所を教師

が設定し、お勧め紹介文をペアで交

流し、書き留める。 

§１…京都§２…東京§３…北海道 

５ 
・帯活動 

・§１の内容理解（マッピングの活用） 

６ 
・帯活動 

・§２の内容理解（マッピングの活用） 

７ 
・帯活動 

・§３の内容理解（マッピングの活用） 
８ 

 

 

 

９ 

・これまでの学習を生かし、日本のお

勧めの場所について、より魅力が伝

わるような紹介文を書く。 

・日本のお勧めの場所の魅力がより伝

わるように、ストレスやポーズ、イ

ントネーション、写真を示すなど、

８ 

９ 

・これまでの学習を生かし、日本のお勧めの場所に

ついて、より魅力が伝わるような紹介文を書く。

（マッピングの活用） 

the Guiana Highlands 

the wonders created 

by nature 

Angel Falls 

island in the sky 

straight down 

about 1 kilometer 

beautiful 

the tabletop mountains 

the longest waterfall in the world 



聞き手を意識して発表練習を行う。

・日本のお勧めの場所について、一人

一人班内発表をし、班内でベストツ

アーコンダクターを選ぶ。 

１０ 

・日本のお勧めの場所の魅力がより伝わるように、

ストレスやポーズ、イントネーション、写真を示

すなどを意識して、発表の練習を行う。 

 

１０ 

・各班のベストツアーコンダクターが、

クラス全体の前で発表し、クラスベス

トツアーコンダクターを選ぶ。（パフ

ォーマンステスト） 

１１ 

・日本のお勧めの場所について、一人一人班内発表

をし、班内でベストツアーコンダクターを選ぶ。

・各班のベストツアーコンダクターが、クラス全体

の前で発表し、クラスベストツアーコンダクター

を選ぶ。（パフォーマンステスト）  

３ 授業改善後の成果 

（１）単元で付けたい基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための指導計画と帯活動の工夫改善 

  ・各単位時間に位置付けた「帯活動」において、段階的に一文で相手に伝えたり、説明しにくい題材を用い

たりしたことによって、後置修飾の用法や接触節の用法を効果的に活用できるようになった。 

  ・各セクションで紹介された「行きたい場所」について、その理由を十分に読み取ったり、魅力が伝わる表

現を理解したりしたことで、自分の思いについて交流した際には、本文を効果的に活用し、根拠を明らか

にして自分の思いを話す力が向上した。また、読み取りの中で、どのように表現するとより魅力が伝わる

のかを考えていったことによって、自分のお勧めの場所について書く際に、比較表現や具体的な数字、比

喩表現、自分の経験などを取り入れる生徒が約８５％いた。 

 

（２）自分の考えに生かすための読み取り（内容理解）の指導方法の工夫改善 

  ・本文の内容を理解する際に、マッピングを取り入れたことによって、前後のつながりや文の構成が理解し

やすく、より深く読み取ることにつながった。また、自分のお勧めの場所についての紹介文を書く際にも、

最初にマッピングを取り入れたことによって、伝えたい内容を整理したり、より魅力ある英文にするため

に付け加えたりすることがスムーズに行え、原稿作りにも生かされた。 

  ・音読練習をコースごとで行ったことで、それぞれのレベルに合わせ、常に向上心をもって音読を行うこと

ができた。教師が、生徒の実態を把握しやすく、個に応じた指導を行うことができた。また、生徒が音読

に自信をつけ、これまでより大きくはっきりした声で音読できる生徒が約６０％から約８０％に増えた。 

 ・単位時間の終末に、“ Do you want to go there too? ” とペアで交流した後に書き留めた英文では、９０％の

生徒が本文で読み取った内容を生かしながら、３文以上で書きまとめることができた。また、そこでやっ

てみたいことや自分の経験を付け加える生徒が多く、その場の魅力を十分に読み取ることができていたと

考えられる。（詳細は「資料４（１）参照」） 

 ・終末の活動に向け、『日本のお勧めの場所を書きまとめたもの』では、「外国人観光客」という対象を意識

し、日本の特徴的な場所や自分の経験を交えながら１０文以上で書きまとめた。その場所の魅力をより伝

えるために、「具体例を出す」「数字で示す」「比較する表現を生かす」「自分の経験や思いを加える」など

を意識し、教科書本文で学んだ表現をうまく活用しながら、大変内容が豊かな紹介文を書くことができた。

（詳細は「資料４（２）参照」） 

  ・発表に向け、伝えたい語にストレスを置くことと、ポーズを十分に取ることで、聞き手の反応を確かめる

ことを意識して、音声練習を行った。発表では、写真を見せるタイミングも考え、それぞれの場所の魅力

が十分に伝わるものになった。 


