第３学年○組 英語科

学習指導案
令和元年○月○日（○） 第○校時
活動場所
○階 ３年○組 教室
生徒数 男子○名 女子○名 計○名
授業者
○○ ○○

１ 単元名 PROGRAM８ Clean Energy Sources Sunshine English Course ３（開隆堂）
２ 単元（題材）について
（１）単元観（題材観）
この単元では、日本のエネルギー情勢について学ぶ。環境を汚さないクリーンエネルギーの大切
さ、化石燃料が有限であることについて話している内容である。化石燃料の使用を減らすために、
太陽光・風力・波力・地熱などの自然の力を利用した再生可能エネルギーの特徴について考え、自
分たちが住む地域に適した発電方法を考えさせたい。
ものや人について詳しく説明するために必要な目的格の関係代名詞を学習していく。PROGRAM７
では主格の関係代名詞をすでに学習している。ものについてくわしく説明する新たな文構造を学習
することで、表現の幅をさらに広げさせたい。
（２）生徒の実態

また、学級で行ったアンケートの結果は以下の通りである。
Ｑ１ あなたは英語の学習が好きですか
好き 15 人、どちらかというと好き 15 人、どちらかというと嫌い 5 人、嫌い 0 人
Ｑ２ 英語について、以下のどの活動が好きですか（苦手意識が低いですか）
読むこと（読んで理解すること）7 人 聞くこと（聞いて理解すること）18 人
書くこと（書いて表現すること）3 人 話すこと（音声で表現すること）7 人
Ｑ３ 英語について、以下のどの活動に苦手意識がありますか。
読むこと（読んで理解すること）8 人 聞くこと（聞いて理解すること）5 人
書くこと（書いて表現すること）13 人 話すこと（音声で表現すること）9 人

県学力・学習状況調査の結果では「書くこと」ができているという結果だったが、「書くこと」
に対して苦手意識を持っている生徒が多いということがわかった。４技能の中で最も伸びの良い
「書くこと」の活動に自信をつけさせ、学ぶ意欲を向上させたい。そして、他技能の力の向上に
つなげていきたい。
（３）指導観
本文中で用いられている言語材料は、目的格の関係代名詞である。既習の主格の関係代名詞とと
もに、人やものについてより詳しく説明できる力を付けていきたい。

（５３）授業で，友達と英語を使って活動することで，新しい英語の表現
を使えるようになりましたか
どちらかといえば，当てはまらない
14%

２．どちらかと言えば，当てはまる
17%
１．当てはまる
69%

（５５）授業で，英語を使って活動することで，自分も英語を使ってみた
いと思うようになりましたか
当てはまらない
3%
どちらかといえば，当てはまらない
11%
１．当てはまる
49%
２．どちらかと言えば，当てはまる
37%

上記の２つの質問に、約９割の生徒が「当てはまる・どちらかと言えば，当てはまる」と答えて
いることがわかった。対話的な学びを通して、学びの実感を味わうとともに更なる意欲の向上につ
ながっていることがわかった。今後も対話活動の時間を十分に確保し生徒の学力の向上を図りたい。
３

研究課題に対する具体的な指導と手だて
本年度の研究課題「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善、研究の視点「主体的・
対話的で深い学びを実現する授業づくり」に対し、以下のような手だてを設定した。
【主体的な学び】
授業の始めに生徒に学習の目標と流れを提示し、１時間を通して黒板に示すことで学習の見通
しをもたせる。
授業の最後に振り返りの時間を確保し、「何を学べたか」を振り返らせる。
生徒の興味関心に合わせた内容のクイズを出し合う活動を取り入れ、意欲的に活動することの
できる場面を設定する。
【対話的な学び】
個人で考えた内容をグループ内でのやり取りを通して共有し、さらに良い英文になるよう、対
話を通して互いにアドバイスをさせる。
【深い学び】
活動の最後に、既習の学習内容と本時の学習内容をつなぎながら、個人の実生活・実体験に関
連させた英文を作らせる。

４

単元（題材）の目標及び評価規準
①積極的に自分の考えを表現しようとしている。（コミュニケーションへの関心・意欲・態度）
②目的格の関係代名詞を用いて、ものや人を詳しく説明することができる。
（外国語表現の能力）
③まとまりのある文章を読んだり聞いたりして内容を理解することができる。
（外国語理解の能力）
④目的格の関係代名詞の表現の文法的用法を理解している。
（言語や文化に関する知識・理解）

ア：コミュニケーション
への関心･意欲･態度

イ：外国語表現の能力

ウ：外国語理解の能力

エ：言語や文化につい
ての知識・理解

①ペアやグループ活動に
おいて、相互の考えに対
する理解を深めようと工
夫している。

①関係代名詞の目的格が
用いた英文を使って、他
者に説明することができ
る。
②自然の力を利用した再
生可能エネルギーの特徴
について考え、自分たち
が住む地域に適した発電
方法を表現することがで
きる。

①関係代名詞の目的格が
用いられた文章の内容を
正しく理解することがで
きる。

①関係代名詞の目的格の
用法が使われた文の構造
や用法を理解している。
②関係代名詞の目的格が
用いられた文の発音、基
本的な強勢、イントネー
ション、区切りについて
理解している。

５

指導と評価の計画（７時間扱い）
◆ねらい ・学習活動

評価規準

評価方法

◆Lesson 全体の概要を理解する。
・Oral interaction ・リスニング活動

ア－①
ウ－①

活動の観察

１
２

◆関係代名詞の目的格 which を含む用法・文構造を理解できる。
・Oral interaction ・スピーキング[やり取り]活動

ア－①
イ－①

活動の観察及び

◆関係代名詞の目的格 that を含む用法・文構造を理解できる。
・Oral interaction ・スピーキング[やり取り]活動 ・グループ
活動

ア－①
イ－①

活動の観察及び

３

◆英文の内容（§１）を理解するとともに、題材について考えを深
める。
・Oral interaction ・Q&A ・音読 ・リーディング活動

ア－①
ウ－①

活動の観察及び

◆英文の内容（§２）から必要な情報を読み取ることができる。
・Oral interaction ・Q&A ・音読 ・リーディング活動

ウ－①
エ－①

本時

４

５

ワークシート

ワークシート

ワークシートの
分析
活動の観察及び
ワークシートの
分析

◆関係代名詞の省略を含む用法・文構造を理解し英文の内容（§３）
について考えを深め、考えたことやその理由を書くことができる。
・Oral interaction ・リーディング活動 ・ライティング活動

ウ－①
イ－②
イ－②

７

◆自分たちの住む地域に適した発電方法を考え、その情報を整理し
ながら説明できる。
・スピーキング[発表]活動 ・グループ活動…意見を交換して考え
を深め合う。

後
日

◇パフォーマンステスト
・教科書本文の音読テスト
・AET に自分たちの住む地域に適した発電方法について紹介する。
◇定期テスト

エ－②
イ－①
エ－①

６

活動の観察及び
ワークシートの
分析
活動の観察及び
ワークシートの
分析

６ 本時の学習（３／７時間）
（１）本時の目標
①関係代名詞の目的格 that を意識しながら、積極的に英文で表現しようとしている。
＜コミュニケーションへの関心・意欲・態度＞
②関係代名詞の目的格 that を用いて人やものについて詳しく説明することができる。
＜外国語表現の能力＞
（２）本時の展開
学習活動
１ ウォームアップ
(1)あいさつ

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
（
5
分
）

(2)ペアチャット

導
入
（
１０
分
）

２ 前時までの復習
(1)既習事項のまとめ
≪ペア→グループ≫

展
開
（
30
分
）

３ 本時の学習
(1)目標の提示

学習内容

・指導上の留意点 ◆評価

Greetings, weather, day of the
week
T: How is the weather today?
S: It’s _.
T: What day is it today?
S: It’s _.
T: What’s the date today?
S: It’s _.

・英語で授業に臨む雰囲気を作
る。
・毎時間繰り返すことで、表見の
定着と学習への安心感を与え
る。

Expressions Ss have already
learned

・興味のある話題について即興
で伝え合えるように話題を工
夫する。

_____ is a teacher who likes
tennis.
_____ is a city which we
visited last summer. など

・ＩＣＴやカードを活用し、全て
の生徒が必要な情報をわかり
やすく理解できるように工夫
する。

人やものについて関係代名詞 that を用いて、詳しく説明しよう。

(2)本時の学習の流れの確
認
「主体的・対話的で深い学び」の視点

(3)Oral interaction
教師の３ヒントクイズ
を聞いて答える。

difficulty ★★★
He is a professional
sports player.
difficulty ★★
He is a rugby player that
is a member of the
Japanese team.
difficulty ★
He is a rugby player that
I like the best.

He is a rugby player that I
like the best. など

・本時の学習の流れに見通しを
持たせる。

・英語に苦手意識のある生徒も
活動に参加しやすいよう、生
徒の興味・関心が高いテーマ
で提示する。

(4)３ヒントクイズ
①作文（個人）

Make a 3
individually

Hint

Quiz

teacher in Kitachu.
book
anime など
②練習（グループ）

・ヒントを難しいものから簡単
なものになるよう助言する。
・机間指導をしながら、支援やヒ
ントを与える。

・互いにアドバイスするように
指導する。

「主体的・対話的で深い学び」の視点
◆関係代名詞の目的格 that を意
識しながら、積極的に英文で
表現しようとしている。

A への手立て：英文が作れない生徒にアドバイスを与え
るように指示する。
B→A の手立て：難易度に応じた英文で表現するように指示
する。
C→B の手立て：周りの生徒に手助けをするよう指示する。
③他のグループに３ヒン
トクイズの紹介
(グループ)

Introduce a 3 Hint Quiz to
other groups

「主体的・対話的で深い学び」の視点

・原稿をなるべく見ないで言え
るよう練習させる。
・より英語らしく表現できるよ
うに支援する。

◆関係代名詞の目的格 that を用
いて人やものについて表現す
ることができる。
A への手立て：他の生徒のクイズを紹介できるようにメ
モを取らせる。
B→A への手立て：作った英文を原稿を見ないで正しく紹介
するよう指示する。
C→B への手立て：発音などについて教師が支援やヒントを
与える。
④代表発表（全体）

ま
と
め
（
５
分
）

Introduce their best quiz in the
class

４ まとめ
(1) 関 係 代 名 詞 の 目 的 格 Ex) ○○is a rugby player that
that を用いたオリジナル文 I like the best.
の作成・発表
「主体的・対話的で深い学び」の視点
(2)振り返り
(3)あいさつ

・まとめにつなげるためのモデ
ルを提示する。
・主語は固有名詞になることを
確認する。

・本時の活動について振り返ら
せる。

７

板書計画

Pro8-2

sunny, ○○day, ○○

○○th

Today’s goal : 人やものについて関係代名詞 that を用いて、詳しく説明しよう。

3 Hint Quiz

Today’s point

difficulty ★★★
He is a professional sports player.

is a singer that I like the best.

difficulty ★★
He is a rugby player that is a
member of the Japanese team.

is a toy that my mother bought

difficulty ★
He is a rugby player that
best.

I like the

He is a rugby player that I like the
best. など

me.

Today’s Menu

