
新学習指導要領における「英語表現Ⅰ」又は「英語表現Ⅱ」の趣旨を 

現行の教育課程の中で具現化した指導事例 

 

＜事例＞ 

(1)指導学年 ２年生 指導者 授業改善委員 

(2)科目 ライティング 単元名 Topic 1  Three things about me! 教材名 オリジナル教材 

(3) 

単 

元 

の 

目 

標 

コミュニケーションへの関心• 

意欲•態度 
外国語表現の能力 言語や文化についての知識•理解 

①ペアワークにおいて、会話ストラ

テジーの表現を使い、互いに協力

しながら会話を続ける。 

 

 

 

 

①趣味や興味のあることについて３つ

取り上げ、具体例や体験談などを交え

ながら、互いに質問したり、質問に答

えたりする。 

②趣味や興味のあることについて３つ

取り上げ、具体例や体験談などを交え

ながら、簡潔に書く。 

①自己紹介をするときに必要な語句や文

構造についての知識を身に付ける。 

 

 

 

 

 

(4)単元の概要と取り扱う主な言語活動 

・ 本単元は、海外から留学生として来日している高校生との初対面の場で、自己紹介をしたり、相手の趣味や興味について

質問したりする会話を扱っている。 

・ 趣味や興味について具体例や体験談などを交えながら友達と会話をしたり、自己紹介をするときに必要な語句や文構造に

ついての知識を活用し自己紹介ポスターを作成したりする言語活動を通して、身近な事柄を聞いたり述べたりすることが

できる力を養う。 

 

 

 

 

 

(5) 

単 

元 

の 

指 

導 

計 

画 

 

 

 

全 

５

時

間 

 

時間 ねらい・学習活動（主な言語活動） 

第１時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自己紹介の場面や内容を理解し、趣味や興味のあることについて自分の考えを整理し、簡単に説

明する。会話ストラテジーの表現を学ぶ。 

○ＪＴＥ２名による自己紹介についての会話を聞き、必要な情報を聞き取り、表に記入する。 

○自己紹介に用いる基本的な３つの質問を導入し、それぞれ１〜２文で答える。 

○会話を始めたり続けたりするための３つの Conversation Strategies （以下 CSs）をペアで練

習する。 

○３つの質問と学習した CSs を用いて、ペアの相手を変えながら、１分間の会話を３回行う。 

○1st draft として、以下の宿題を与える。 

 ・先輩が書いた fun-essay 作品を読む。 

・Three Questions の答えを膨らまし、12～15 文ほどの英作文を書く。 

・Timed-Conversation に使う新しい質問を３つ考えてワークシートに書く 

第２時 

～ 
第３時 
（本時） 

◆３つの質問の答えを、具体例や体験談などを交えて詳しく表現する。書く活動と話す活動を繰り

返し行い、表現する内容を膨らませる。 

○３つの基本的な質問と CSs を用いて、１分間会話活動をする。 

○宿題で書いてきた英作文をペアで交換し、内容についてコメントする。 

○書いたものを基に、３分間の会話活動を行う。 

○2nd draft を書くことを宿題として与える。 

第４時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆パフォーマンステスト（スピーキングテスト）を通して、単元目標について評価を行う。 

○形式 

 ・その場でくじを引き、会話の相手が決め、生徒同士で会話をする。 

○テスト内容 

・Three things about me! というテーマで、友達と３分間の会話をする。互いに質問し合ったり、

意見を交換したりしながら会話を続ける。 

○テストを受けていない生徒は、単元の振り返りレポートを書く。Fun Essayの構想を練る。 

○Final product として、以下の宿題を与える。 

 ・会話活動を繰り返し行う中で、伝えたい内容が更に増えていれば、それを書き足す。 

・相互訂正や Common Errors のプリントを参考に、書き改めたいところは書き改める。 

・写真やイラストを添えて、自己紹介の fun-essay（最終作品）を制作する。 



 
第５時 

◆他の生徒の書いた英文を読んで、自分の考えを書く。 

○グループでお互いのエッセイ作品を読み合い、裏にコメントを書き合う。 

○グループでお互いの振り返りレポートを読み合い、コメントを書く。 

後 日 ◆筆記テスト（定期考査）を通して、単元目標について評価を行う。 

○Common Errors のプリントから、間違い訂正の問題。 

○Three things about me! というタイトルで 12 文以上の英文を書く問題。 

(6)本時の指導（第２時～第３時）              ※この指導案は２時間分の授業を１つにまとめてあります。 

学 習 内 容 学   習   活   動 指 導 上 の 留 意 点 

Goal Setting ・本時の活動と目標を確認し、授業での英語使用
度の目標を各自設定する。  

（例）English target 90 % 

・授業でどれだけ英語を使用するかという目標

を自分で設定し、主体的に取り組めるように

する。 

・できるだけ英語で話そうという雰囲気をつく
る。 

Small Talk & 

Conversation 

Strategies  

・前時に学習した３つの基本的な質問と CSs を
用いて、１分間会話活動をする。ペアの相手を
かえながら、3 回会話活動を行う。 

・Small Talk で、前時に学習した CSs と３つ
の質問を復習する。 

Peer-editing ・宿題で書いてきた英作文をペアで交換し、内容
についてコメントする。 

Step 1  Silent Reading  

・英作文をペアで交換し１分間黙読。 

Step 2  Ask five questions  

 Q1 What are your hobbies? 

 Q2 When did you start it?  

 Q3 What kind of sports do you like?   

 Q4 Why do you like it?  

 Q5 What is something special about you?    

Step 3  Editing 

・「これはいい」という文に下線と☆を付ける。 

・「もっと詳しく書いてほしい」という文に下 

線と More を付ける。 

・意味がよく分からない文や語句に下線と？を

付ける。 

・内容についてコメントを書く。 

Step 4  Sharing  

・英作文を友達に返すときに More の文や？の

文について話し合う。 

・ペアの相手を替え２回行う。 

・Common Errors をクラス全体に幾つか紹介

し、その項目は訂正できるように努力させ

る。 

・Step 2 はペアで英作文を交換したまま行う。 

・友達の英作文から、よい表現を学ぶように助

言する。 

・peer-editing では誤りの訂正よりも内容面で

のフィードバックを重視する。そのため、内

容についてコメントするときは、日本語でよ

いので、文章で書くようにする。good! とい

う抽象的な書き方をしないように助言する。 

・More の箇所では具体的にどんなことが知り

たいのかコメントとして書くように助言す

る。 

・この活動の一番の目的は、書く内容を膨らま

すことであるので、コメントや sharing の活

動は無理に英語で行わない。英語でできるよ

うになったら英語で行う。 

・２回目は Step 2 を省略する。 

Timed- 

conversation 

 

・書いたものを基に、３分間の会話活動を行う。 

・会話が終わったあとに、聞き取った内容の要点

を 1 分間で書く。             

・ペアの相手を替えて３～４回会話活動を行う。 

・１～２回目の会話活動は、書いたものを見な

がら、３回目は時々見ながら、４回目は全く

見ないで会話ができるように励ます。 

 

Class 

Evaluation 

・授業での英語使用度(%)と授業内活動を自己評

価する。 

・授業の活動を振り返ることにより、主体的に

授業に取り組めるようにする。 

・授業の終わりに、1 回目の英作文を集め、

common errors を集めてプリントにまとめ

る。次時に配布する。 

Writing 

Assignment 

(2
nd

 draft) 

・peer-editing での友達からのコメントを参考に、

もう一度新しいワークシートに英作文を書く。 

・更に３～５文書き足したり、文を書き直す。 

・友達の英作文や友達との会話活動から、話題

の広げ方や参考になる表現が学べることを

意識させる。 

・間違いを恐れずに、更に文を書き足して詳し

く書くように励ます。 

・書き改めるときには、辞書を用いてスペリン

グや語彙の使い方を調べるように助言する。 

 


