
○第８時の学習展開案

（１）本時のねらい

・「私の行ってみたい国」を伝え合う活動を通して、メモをもとにし、相手の理解を確認しながら詳しく説明ことができる。

（２）本時の学習展開

過程 学 習 活 動 ・指導援助 □評価規準

１ Warm-Up 【導入の工夫】

つ ・帯活動Ⅰ：言語材料定着のための帯活動 ・モデル対話では、本時のね

か ・帯活動Ⅱ：単元終末の言語活動につながる帯活動 らいに関わる表現を強調し

む ２ Model Dialog and Today’s Aim：モデル対話を聞き、課題を確認する。 て、話し、本時の流れをつ

A: Tell me about your place you want to visit. かむことができるようにす

B: Yes. The place I want to visit as my trip is Canada. I think that Canada is a very る。

interesting country. There are many things you can enjoy in Canada. Are you with me? 【個人追究の工夫】

First, you can visit Niagara fall. It is the one of the biggest waterfall in the world. OK? ・帯活動を通して、本時に学

Second, you can see the Calgary Stampede Festival. There are many horses in the race. びたい表現を積み上げてい

み You can enjoy it very much. So let’s go to Canada. Do you understand? く。

つ A: OK. Let’s go there together! 【仲間との追究の工夫】

け ＊ は、聞き手の理解を確認する表現 は詳しく説明する表現 ・中間交流では、本時のねら

る いの確認を行うとともに、

りすることによって、表現

の幅を広げることができる

３ Main ActivityⅠ& Evaluation：話し手と聞き手に分かれ会話し、アドバイスし ようにする。

ふ あう。 ・相互評価（グループ）を行

か 予想される詳しく説明する表現 予想される理解を確認する言葉 うことで、活動への意欲化

め ○There are many things I want to do. ○Do you understand? OK? Do you know~? を図り、自信をつけるよう

る Beautiful / Wonderfulなど にする。

４ Sharing Time：教師からの評価を行うとともに、課題解決に向けて中間交流を行う。 【Ａ男、Ｂ男、Ｃ男、Ｄ女へ

〔本時のねらいの再確認〕 の指導の手だて】

「○○さんは、お勧めの場所をおおざっぱに言ったあと、そこでできることを詳しく ・個別指導を行う中で、会話

説明していた。」 のやり方について指導する。

「○○さんは、相手がOK?と言って、理解できていなさそうなところを聞き返して ・ヒントカードを見ながら、

いた。」 表現することができるよう

〔Improving Time〕活動２に向けての個人目標を立て、練習をする。 にする。

５ Main ActivityⅡ：Sharing Timeを受けて、課題解決に向かう。 ・「私の行ってみたい国」につ

ま A: Tell me about your place you want to visit. いて再度指導を行う。

と B: Yes. I would like to go to America. I think that America is a very interesting country.
め There are many things you can enjoy in America. So far, so good? First, you can visit □「私の行ってみたい国を

る New York. It is the most interesting city in the world. You can see the Statue of Liberty. 紹介する活動において、

Are you with me? Second, you can play Casino in Las Vegas. There you can make much メモをもとに詳しく説明

money. We will be a millionaire. Do you know ‘millionaire’? So let’s go to America. OK? する手立てを使って、’Do
～B: OK. I want to go to America with you! you know ?’などの表現を

＊ は、聞き手の理解を確認する表現 は詳しく説明する表現 使いながら話すことがで

６ Post Activity & Evaluation：一人ひとりの活動が成立したことを確認する。 きる。

「○○さんは、メモをもとにして、話し手の理解を確認した活動ができていた。」 ・「私の行ってみたい国」に

「Are you with me?と会話が理解できているか言うことができていたな。」 ついて再度指導を行う。

「メモを見ることで、相手の顔を見ながら話すことができるな。」 ・中間交流の場で、ねらい

７ To Look Back：本時の課題について、学習を振り返る。 に関わる表現を再度確認

○メモを見ることで、しっかりと相手のことを確認しながら会話ができるな。聞 する。

いている人の理解を確認しながら会話をすることで、自分の言いたいことを確

実に伝えることができるんだな。
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「私の行ってみたい国」の魅力が伝わるように話そう。

～メモをもとに詳しく説明しながら、相手の理解を確認しよう。～


