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資料３ 単元を通して、活動に目的と課題意識をもって学ぶ姿をうみ出す導入の工夫

生徒一人一人が、「伝えたい！」という気持ちをもつことができれば、コミュニケーションを図ろ

うとする意欲は向上し、その達成に向けて表現力も高まることになる。そのために以下の２点につい

て工夫した。

○『誰に』、『何を』伝えようとするのかに対する意識を高め、同時にめざす姿を具体的に示す単

元の導入の工夫

単元の導入において、明確な課題意識をもつことができれば、単元を通して、その課題の達成

に向けて意欲的に取り組むことができる。そこで、“明確”な課題意識となるよう、単元を通し

て行う言語活動に必然性が生まれるように、導入を工夫した。

→『誰に』、『何を』、『なぜ』伝えようとするのかを明確にした導入

また、本単元（ New Horizon ２年 Unit5 Park or a Parking Area? ）では、中心となる指導事項
を話すこと（イ）「自分の考えや気持ち、事実などを聞き手に正しく伝えること」とし、具体的

な指導事項を「自分の考えに適切な理由を付け加えて、聞き手に分かりやすく話すこと」とした。

その指導事項が身に付いた姿を具体的な英語で教師が示すこととした。

→単元でめざす姿（『どんな内容』を『どのように』伝えるのか）を具体的に示す導入

【単元の導入（ＡＬＴとＪＴＥを中心に、生徒も巻き込んだインターラクション）】

JTE : Hello, ALT (A-sensei). How are you?
ALT : Hi, JTE(J-sensei). I'm fine, thank you.
JTE : You look busy, A-sensei. What are you doing ?

ALT : I am now writing a report about junior high school students in Japan.
JTE : Oh, I see.

ALT : I'm going to send it to my friend in USA.
He is a teacher and he's interested in school life and students in Japan.

JTE : What are you writing about ?
ALT : Now I'm writing about comics. You know many students have comics in Japan.

And they read comics for a long time. Do you think it is good for them?
I don't think that it's good.

JTE : I understand. Let's listen to our students' idea about it. How about you, B-san?
Student B : Not good.

JTE : C-san, how about you?
Student C : I think it's good.

ALT : How about you, J-sensei?
JTE : I think that some comics are good. Sometimes they can study through comics.

ALT : What comics are good?
JTE : For example, 'Sakamoto Ryoma'.

ALT : Oh, I know!
JTE : If they read 'Sakamoto Ryoma', they can study history.

ALT : I understand. That's a nice idea.
If they read 'Sakamoto Ryoma', they can study history. Can I share your nice idea ?

JTE : Of course, yes.
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この導入を通して、以下の２点（『誰に』、『何を』、『なぜ』伝えようとしているか）を確認する。

①ＡＬＴの友人（ＡＬＴの母国アメリカ在住）が、日本の中学生の生活に興味を持っており、

ＡＬＴはその友人に情報を提供するためのレポートを作成している。

②授業の中では、そのレポートを書こうとしているＡＬＴに対して、日本の中学生の生活の様

子を情報として提供する。

また、具体的に伝える内容や、それを伝える方法についても確認する。

③先生（ＪＴＥ）は、日本の中学生がマンガを読むことを伝えていた。

④その事実（③）に加えて、マンガを読むことが勉強になると、自分の考えを述べていた。

⑤最後に坂本竜馬の例を挙げ、歴史の勉強になると言っていた。

上記の⑤においては、「『もし～ならば』を表現する if を使って、自分の考えを相手にわかりやす
く説明していたね。」という補足をし、単元で行う活動の理解できるようにするとともに、具体的

な英語表現の用い方も同時に意識できるようにする。

○単元の導入で示した内容を再確認するとともに、「本時」において用いる表現への意識を高める単

位時間の導入の工夫

単元の導入において示した課題意識が持続するよう、また、５０分の学習のウォームアップとな

るよう、確認の質問から単位時間の導入を行うこととした。

→『誰に』、『何を』、『なぜ』伝えようとするのかの確認を行う導入

次に、本時に生み出したい表現のポイントを示す

→本時にめざす姿（『どんな内容』を『どのように』伝えるのか）を具体的に示す導入

【単位時間の導入（ＡＬＴとＪＴＥを中心に、生徒も巻き込んだインターラクション）】

JTE : Do you remember what ALT(A-sensei) is writing?
Student D : He/She is wiritng a report.

JTE : OK. What is he/she writng about?
Student E : He/She is writing about junior high school students in Japan.

JTE : Good. Then what will he/she do after writing it?
Student F : He/She will send the report to his/her friend in USA.

JTE : Right. Then A-sensei, what are you going to write today?
ALT : I am going to write about TV today.

Many students in Japan watch TV for about 3 hours every day.
I think it's too long. What do you think?

JTE : Oh, I see. What do you think, G-san?
Student G : I think it's not so long.

JTE : How about you, H-san?
Student H : I think it's long.

ALT : What do you think, JTE(J-sensei)?
JTE : I think that watching TV fot about 3 hours is too long.

ALT : Why do you think so ?
JTE : Because they should study at home.

But they can't stop watching TV if they watch interesting TV programs.
ALT : For example?
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JTE : Dramas.
If they watch intersting dramas, they can't stop watching TV.

ALT : I see. Then do you have any good ideas?
JTE : They can make a rule at home.

For example, when they finish their homework, they can watch TV.
ALT : Oh, it's an intersting idea.
ALT : Then what do the student think ? Please share your ideas.
JTE : OK. Today let's try this!

この導入では最終的に本時の活動の方向を示すことになるが、その過程において、"They can't stop
watching TV."で終わるのではなく、"If they watch intersting dramas, they can't stop watching TV."の
ように、より具体的な例示をしたり、それを解決する方法を示すなど、本時の課題解決のイメージを

もつことができるようにする。


