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資料２ 第４時 本時のねらい 評価規準 

“３時間以上テレビを見ることは中学生にとって長すぎる”という
意見に対して、具体的な場面を想起させることなど理由を工夫し
て、相手の理解を深めて考えを話すことができる。 

話題に対して、自分の考えに具体的な場面など
を挙げ、理由を話すことができる。 

学習内容 生徒の学習状況（Ｂ） 生徒の学習状況（Ａ）の一例 

①教師と ALT との口頭導入を通して、活動の見通しをもつ。 
ALT : Junior high school students watch TV for about 3 hours 

every day.  Is it a long or not? That’s my question. 
JTE : Oh, I see.  I think that it’s not good for them. 
ALT : Why do you think so ? 
JTE : Because they have to study at home.  Do you think so? 

But they can’t stop watching TV, if they watch…       
For example?  Can you stop watching TV?  They can’t 
stop watching TV.  So I think it’s not good. 

②「考えをよりわかってもらうため」に工夫できることを確認
する。 

 
 
 
 
③本時の課題と活動の見通しをもつ。 
 
 
 
④教科書 P.52 を読み取り、賛成と反対の立場で理由を考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
⑤ＡＬＴの先生の話題に対して、自分の立場から考えを話す。 
ALT : Let’s try this.  
 
 
 
 
 
 
 
⑥ペアで自分の考えを述べ合う。 
 
 
 
 
 

 

 

⑦全体で仲間のよい内容を交流する。 

 

 
⑧ＡＬＴの先生に自分の意見を発表し、Unit Sheet にかきまと
める。 
 
 
 
 
 

話題に対して、自分
の考えに理由を話す
ことができる。 

話題に対して、when や if

を使って、自分の考えを強め

ながら話すことができる。 

個に応じた手立て 

①＜単元の目的意識を連続させるために＞ 
・この単元の目的意識を連続させるために、「何

を」「何のために」「どのように」伝えるのか
を ALT と JTE とのやりとりでつかませる。 
何を 話題に対する自分の本音を 
何のために ＡＬＴの先生のレポートを

助けるために 
どのように より深く理解してもらえる

ように 
→具体的な場面などを伝え

る 
②＜有用性を実感させたい表現や技能の見通しをもたせるた

めに＞ 
・内容面の工夫をさせるために、「メリット」

「誰もがそうだなと思うこと」を伝えていく
ことが有効であることを例を挙げておさえ
る。 

・生徒に活用させたい表現の手がかりとして、
板書に整理する。 

・I think that                   . 
・Because          ,         . 
・If             ,               . 
・When         ,               . 
・For example,        ,           
④＜自分の考えをわかりやすく伝えるためのをもたせるために＞ 
・教科書 P.52 の場面をおさえる。 
・反対派と賛成派の立場になり自分の考えを述

べさせる。 
・ 下線部を考えさせることで when や if の有

用性を実感させる。 
We need the park when~. 

   If we keep the park,~. 
   We need a parking area when~. 
⑤＜表現や技能の有用性を実感させるために＞ 
・「自分の考えをよりわかってもらうためにど

うしたらよいか」に関わって、「できること」
「具体例」「」などを挙げて、工夫している
姿を認めていく。 

・”What’s your friends good point?と「when
や if を使って具体的にするとやっぱりいい
んだな」と実感させるために、板書で「→」
を使い、効果的に用いることで理由が具体的
になり、よりわかりやすく伝わることを確認
させる。 

⑥⑦＜仲間の表現のよさを学び合わせるために＞  
・「よりわかってもらえるようにどのようなと
ころがよかったか」をペアで確認させる。 

・「よりわかってもらえるようにどのようなと
ころがよかったか」○○さんのよさを全体に
広める。 

⑧＜自己の高まりを実感させるために＞ 
・ＡＬＴの先生に自分の考えを強めながら話し
ている姿を価値付ける。 

・具体例を考えて、自分の意見に理由を付け加
えていくことで、本時、使うことができた表
現や技能の有用性を書きまとめさせる 

 

読み取りの視点：市は何を提案しようとしているのか。それはなにが起きたからか。 
       どんな立場で、どんな意見が紹介されているのか。 
Topic : Midori park will become a parking area for bikes. 
Reason : People complained, when a bike fell on a little girl. 
        →They asked the city for a new parking area. 
Some people are against the plan. → They think we should keep 
the park. 
 

( It’s long. ) I think that it’s a long time, because… 
They can’t get up early.→If they watch TV, they go to bed very late. 
  
( It’s not a long time. ) I think that it’s not a long time, because… 
→we can study through TV programs. For example, quiz shows, 
news. 
 

・自分の立場を話す    I think that ~. 
・理由を話す       Because ~, ~. 
・状況を仮定する     If ~, ~. 
・自分の体験を伝える   When ~, ~. 
場面を想起させる   

・They can study through many TV programs.の後に、For example
を付け加えていたからよくわかった。 

 

本時の課題：自分の考えをよりわかってもらえるように、理由を工夫して話そう 
～ Is it long time or not long time? ～ 

Some people are against the plan. → They think we should keep 
the park. 
→ We need the park when families want to go outside,  
→ If we keep the park, many families can enjoy the park. 
Some people are for the plan.→ They think we should make a new 
parking area. 
→ We need a parking area when we go to the station by bicycle. 
→ If we make a new parking area, they can park their bikes. 

 

( It’s a long time. ) I think that it’s long, because… 
Many students go to cram school.  They get home at 10.  If they 
watch TV for 3 hours, they are tired. 
It’s not good for their eyes.→If they watch TV for a long time, they 
will be tired. 
They can’t study.→They have to do homework. 
( It’s not a long time. ) I think that it’s not a long time, because… 
we have to watch the news.   
→we can relax.  If we watch TV for 3 hours, we can study for 2 

hours. 
 

( It’s a long time. ) I think that it’s a long time, because… 
Many students go to cram school.  They get home at 10.  If they 
watch TV for 3 hours, they will be tired.  It’s not good for their 
health. 
  


