
○単元指導計画

NEW CROWN ３年 Lesson５ Places to Go, Things to Do （全１０時間）

≪単元のねらい≫

◎自分がお勧めの新婚旅行の場所を紹介する活動を通して、現在分詞や過去分詞の後置修飾や接触節の用法を理解し、メモをもとに詳しく説明しながら、話し手は聞き手の理解を確認し、聞き手は話し手に反応しながら話すことができる。

≪単元の評価規準≫

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：言語や文化への知識・理解

①言語活動への取組 ①正確な発話 ①正確な読み取り ①言語に対する知識

学んだ既習表現を使って、話している。（活動観察） プレゼンテーションをするための構成方法や魅力を効果的に伝える表現方法 健、ラトナ、久美が行ってみたい国や地域について、その理 現在分詞＆過去分詞の形容詞用法と接触

②コミュニケーションの継続 を使って、行きたい国について話すことができる。（ワークシート・活動観察） 由やまとまりのある文章の構成の方法、魅力を効果的に述べる 節の意味や用法を理解している。（ワーク

自分が伝えたいことを絵や写真を示しながらわかりや ②適切な発話 表現方法について読み取っている。（ワークシート） シート・ペーパーテスト）

すく聞き手に伝えている。（活動観察） 聞き手とのインタラクションや理解を確かめながら適切に受け答えをしなが ②適切な聞き取り

ら発話することができる。（活動観察） 相手の発話の内容を理解し、反応やコメントをしながら適切

に理解している。（活動観察）

≪単元指導計画≫

時 ※学習のねらい ・主な学習活動 は生徒に示す学習課題 □重点を置く評価規準 内容理解において大切にする表現及び対話におけるポイント

※単元の終末の活動と単元の概要を理解することができ ・モデルプレゼンテーションを聞き、本単元の活動を理解する。 □単元で学習することを理解して、行ってみた 【内容理解において大切にする表現】

１ る。 単元で学習することを理解し、自分が目指す目標をもとう。 い国について考えることができる。 §１ ① I’d like to go to Mongolia.② I’m interested in their life on the
・自分が行きたい国について考え、ブレインストーミングをする。 （ア―①） great grasslands. ~③There will be many things to see: horses running in

※練習問題に取り組み、現在分詞や過去分詞の後置修飾や “分詞”を使って、詳しく説明する方法を理解しよう。 □現在分詞、過去分詞を使った後置修飾や接触 races and people wrestling in Mongolian sumo matches.
２ 接触節の使い方を理解することができる。 ・現在分詞や過去分詞の後置修飾や接触説の使い方を理解する。 節の意味や用法を理解することができる。 ①結論を述べる。 ②①に対する理由を述べる。

・練習問題に取り組む。 【エ―①】 ③具体的に述べる。

※新出の言語材料を使って、「私の行ってみたい国」につい ・帯活動（基本表現定着）をする。 □自分が行きたい国を接触節を使って、書くこ §２ ④ I want to go to the Guiana Highlands in South America. There I
３ て書くことができる。 「私の行ってみたい国」について、基本表現を使って書いてみよう。 とができる。（エ―①） can see the wonders created by nature. The tabletop mountains are⑤ like

・自分が行きたい場所について書く。 islands in the sky. In the highlands, I can see Angel Falls. It falls straight
※健、ラトナ、久美が行ってみたい国について読み取る活 ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □健、ラトナ、久美が行ってみたい国やその魅 down about one kilometer. It is⑥ the longest waterfall in the world.⑦

４・５ 動を通して、それぞれの場所の魅力を読み取り、まとま 健、ラトナ、久美が行ってみたい場所とその理由は何だろうか。 力を正確に理解することができる。（ウ―①） Beautiful.
りのある文章の構成方法や魅力を効果的に相手に伝える ・読み取りの視点にそって、教科書本文の内容を理解する。 ④結論を述べる。⑤何かに例える。⑥最上級を使い強調する。

表現について理解することができる。 ・教科書本文の音読をする。 ⑦形容詞単独で使う。

※健、ラトナ、久美が行ってみたい国について読み取る活 ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □行きたい国を効果的に伝える表現方法を正確 §３ ⑧The place I want to visit is Korea.⑨My friend, Mina, lives in
６ 動を通して、まとまりのある文章の構成方法や魅力を効 行きたい場所の魅力を伝えるために本文の表現を抜きだそう。 に読み取ることができる。（ウ―①） Seoul. I write to her about life in Japan.⑩Korea is close to Japan. ~⑪

果的に相手に伝える表現について理解することができ ・行ってみたい場所の魅力を効果的に伝える表現やまとまりのある文章の構成 There are many things I want to do. I want to visit Mina
る。 方法について理解する。 ⑧結論を述べる。 ⑨直接的な理由を述べる。

※「私の行ってみたい国」について、アイディアをまと ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □本文から読み取った表現方法を使って、自分 ⑩理由を述べる。 ⑪抽象的な表現→具体的な表現

７ め、メモを作ることができる。 「私の行ってみたい国」について、その魅力が相手に伝わるようにメモを作ろう。 が行きたい国について表現することができ

・自分が行ってみたい場所について書く。 る。（イ―①） 【対話におけるポイント】

※「私の行ってみたい国」を伝え合う活動を通して、メモ ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □「私の行ってみたい国」を紹介する活動にお For Speakers
８ をもとにして具体的に話しながら、相手の理解を確認し お勧めの行き先の魅力が伝わるように話そう。～メモをもとに詳しく話し いて、メモをもとにポスターを指し示しなが ①メモをもとに話す ②詳しく説明する

詳細は て話すことができる。 て、相手の理解を確認しよう。～ ら、”Do you know~?”などの相手の理解を確 ・抽象→具体 例える・一語で言うなど

資料４ ・自分が行きたい場所について、ペアでアドバイスしながら、キーワード（メ 認する表現を使いながら話すことができる。 ③聞き手への理解の確認

モ）をもとに、具体物を指し示しながら話す。 （ア―②）（イ―①） (Do you understand? So far, so good? Are you with me?)
※「私の行ってみたい国」を伝え合う活動を通して、聞き ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □話し手の行き先に反応やコメントをしなが For Listeners

９ 手として相手の話したことに反応しながら聞くことがで 「I want to go there!」言えるように旅先案内を聞こう。 ら、聞くことができる。（ウ―②） ①詳しい説明の依頼 ②自分が理解したことの説明

きる。 ・聞き手として、話し手の「私の行ってみたい国」を、反応しながら聞く。 (What do you mean?) (You mean ~.)
※「私の行ってみたい国」について、書きまとめる ・帯活動（基本表現定着＋終末表現）をする。 □お勧めの行き先について、その魅力を具 ③理解確認のための繰り返し ④理解や興味を示す

１０ ことができる。 「私の行ってみたい国」について書きまとめよう。 体的にして書きまとめることができる。 (You want to go there?) (I see. It sounds fun.)
・行ってみたい国の魅力を具体的にして書きまとめる。 （イ―①）
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