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学 習 指 導 案

期 日：２０１８年 １１月１５日
対象生徒：佐伯城南中学校 ３年２組３９名
指 導 者：T1 首藤 康章 T2 神田 伸司

１、単元名 「尊敬する人物を魅力的に紹介しよう」
(Lesson 6 I Have a Dream ～)」

２、単元の目標と評価規準
(1)単元の目標

・関係代名詞、現在分詞・過去分詞の後置修飾・接触節を使い、尊敬する人物について３文以上の
英文で説明できるようになる。(外国語表現の能力)

・グループ内、ペア相手に、自分の作った英文を積極的に伝えようとする。
(コミュニケーションへの関心･意欲･態度)

・関係代名詞、現在分詞・過去分詞の後置修飾・接触節を使った英文の意味が理解できる。
（外国語理解の能力）

(2)評価規準

コミュニケーションへの 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての
関心･意欲･態度 ア イ ウ 知識・理解 エ

･自分が作った英文を積 ･現在分詞・過去分詞を使っ ･現在分詞や過去分詞の後
極的に相手に伝えようと た後置修飾および接触節の文 置修飾および接触節の文
している。 を使い、自分が尊敬する人物 の構造を理解できる。
･他の生徒の発表にしっ の英作文に取り入れることが
かりと耳を傾けている。 できる

･マッピングを使い、説明の
英文をつくることができる。

(3)本授業における習熟度別指導の手立て

①システム 少人数習熟度別 一斉 TT⇒一部少人数習熟度別 一斉 TT

問題演習時 発展コース(仮名)と基礎コースに分けて指導 (T1発展 T2基礎)

②指導法 ・英作文活動で、基礎コースと標準コースを選択させる

・基礎コースと標準コースで、指導法を変える。(モデル文提示を増やす。口頭練習を増やす)

③教材・教具 ・選択式ワークシート(基礎コース：首藤指導 発展コース：神田教諭指導)

本校３年生の授業は通常「一斉 TT」の形態をとっている。

理由①２クラスに分けた時の進度の調整が困難 ②英語を苦手な生徒の中でも差が大きいので、支援を
必要な場面が頻出する ③英語を苦手な生徒にとって、モデルとなる生徒の存在は必要である ④帯活
動ができる ⑤空き教室の不足、である。②に関して言えば、個別対応を要する生徒が多いということ
である。発問の理解が不十分だったり、ワークシートの作業場所を確認したりなど、支援を要求される
場面も多い。よって、現段階ではこの形態がベターだと思う。③に関して、現在授業前に Comm Basics,

簡単な QA, クイックインプットドリル、リスニングテストを行い、基礎力のアップに努めている。

３、指導の立場
【教材観】(教材観)本単元は、1960 年代に公民権運動を始めたキング牧師の実話である。露骨な人種
差別を行っていた当時のアメリカで起こった Rosa Parks逮捕をめぐる「バスボイコット事件」。キング
牧師が反対運動に立ち上がった理由は、自分の子どもを思う父親としての愛情からだった。本教材は、
当時の情勢、Rosa Parksをめぐるバスボイコット事件発生と公民権運動の経過、そして人種差別反対運

動を行ったキング牧師の「夢」を語ったスピーチへとつながる。本課の最後には「人物を紹介する記事
を書こう」という英作文活動が挿入されており、３年生で行った「好きな言葉」「自己紹介カード」「理
想の家」「好きな人物」「行きたい場所」等のスピーチおよび英作文の流れに沿っている。英作文で使
える表現として、本課では関係代名詞が省略された英文(接触節)や、現在分詞・過去分詞の後置修飾が
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新出表現がある。キング牧師のスピーチにも、後置修飾表現が使われている。これで、中学校で学ぶ４
つの後置修飾表現(①前置詞を含んだ表現 ② to 不定詞(形容詞的用法) ③関係代名詞を含んだ文 ④現
在分詞・過去分詞を含む後置修飾)がすべて出てくることになり、使える英文に幅ができる。

【生徒観】<別紙参照>

【指導観】本題材では、本校生徒の弱点とする長文読解・英作文のうち、英作文をとりあげる。
全国的に見て入試問題の英作文は、

Ａ：メモ型(メモを見て英文を作成)

Ｂ：条件型(～の時、どう言うか)
Ｃ：空所補充型(台詞の一部がブランクになっている)
Ｄ：テーマ型(「あなたの好きな季節はいつですか？理由をつけて書きなさい」英語検定３級式)
Ｅ：イラスト型(台詞に英文を入れる etc)
Ｆ：メール・手紙型(手紙の中に、自由に発想できるブランクがある)

Ｇ：意見文型(旅行をするなら、あなたはどこを薦めますか？ 30語程度。難易度高い)
Ｈ：ＱＡ型(次の英語の質問に、５語以上２文の英語で答えよ)

大分県入試問題のここ数年の傾向は、(1)４コママンガを使った会話問題(やりとり系：主に疑問文を
書かせる) (2)対話文を使った discourse 証拠となる文(語)探し (3)メールや対話を通した条件付き自
由英作文(理由を考えさせる問題が多い)である。上記の例で言うと、Ｃ，Ｅ，Ｆが該当する。どの傾向
の問題が出題されるにしろ、意味的につながりのある英文(discourse)を書く練習が必要になる。そこで、

本時では、「尊敬する人物の説明」というテーマを与え、テーマに関連する英文をできるだけたくさん
作り、文の流れを考えることを通して、つながりのある英文作成に慣れさせる機会にしたい。なお、英
作文が苦手な生徒への対策としては、①英作文に取り組む機会を増やす。②自由思考を要する活動には、
思考ツールを適時取り入れる(マッピングなど)③お手本(モデル作文)を提示する ④辞書や連語を使う
よう指示する等である。
本授業でも、紹介する人物を決める⇒紹介内容を考える⇒マッピングを行う⇒使う単語を選ぶ(辞書)

⇒英文を作る(連語集)⇒配列を考える、という手順を踏む。低位の生徒が内容考案と英文作成を同時に
行うという負担が高い活動を避けるためである。人物紹介のための英単語を選ぶことと、選んだ英単語
を使って文章を作ることの間にはやや難易度の差があるが、思考ツール使用等の工夫で、幾分支援でき
ると思われる。

４、単元学習計画(別紙)

５、本時案

(1)めあて：尊敬する人物を紹介できるようになろう。

(2)評価規準：テーマに沿ったつながりのある複数の英文を書けている。

(3)展 開：

学習活動 教師の指導・支援 時 評価の観点

０、自己決定 ○自己決定した内容を数名に尋ねる ５

１、Greeting ○簡単な英語での挨拶で英語学習の雰囲気を作る
(日付・曜日・天気・時刻) ･言えた英文の

２、Quick Input Drill ○帯活動を行い、即興で英文を口にする回路づくりおよび疑問文に対する応 数をペアで確認

答のパターンを身につけさせる。

３、本時の「めあて」 ○本時のめあてを提示する

を確認 10

４、既習文型の復習 「自分が尊敬する人物」を紹介できるようになろう 教師の観察

○Wake up & Go to Sleepで、L6で学んだ後置修飾の文型を確認する

５、本時の学習 ○紹介したい人物のイメージマップを使いながら、英語での紹介文を 15

完成させる【3文以上】

・Ken is the boy studying English(分詞の形容詞的用法）

・The place I want to go is Chiba.

・Ichiro is a baseball player I like the best.(接触節)

神

田

メ

イ

ン

首

藤

メ

イ

ン

文例
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(1)英文作成 ・希望のコースを選択させる(３文も不安) ⇒ A:基礎コース<首藤>

(４文以上はいけそう)⇒ B:標準コース<神田>

A:(基礎)コース(首藤)教室前方 B:(標準)コース(神田)教室後方

(1)モデル英文の提示(スクリーン) (1)モデル英文の提示(モニターテレビ)

･完成形(ゴール)をイメージさせる ･文の組み立てを指導(理由、First,Second)

(2)モデル英文を QA 方式で、音声導入 ・接触節を必ず使うよう指示 作成した英文を

する。(パペットを使った一人 QA) チェック

(3)1文目を書かせる⇒書けたら教師へ (2)机間指導をし、英文をチェックする

持ってくる ･事前に作成したマッピングを使う

･事前に作成したマッピングを使う ･行き詰まっていたら、ヒントを与える

･教師が個別に手直しを行う ･モデル英文は、モニターテレビにスライド

(4)２～３文目を書かせる 式で流しておく

･完成したら持ってこさせる

(5)早く完成した生徒３人、黒板に英文を (3)早く完成した生徒は、黒板に英文を

書かせる 書かせる

･早くできた生徒の時間調整

･できていない生徒の参考にさせる。

(2)交流・発表 ①班に戻って、班内で発表し合う 15 教師の観察

②全員の前で、ＡＢそれぞれのグループから数人が、自分の作った

英文を 発表する。

③終了後、教師がコメントをする

６、ふりかえり ○ふりかえりを書く→発表させる 5

＊「具体的な評価規準」に基づく確かな見取りをどこで行うか？
A:ノートを持ってこさせる→ワンポイントアドバイス
B:選択問題で挙手をさせる

＊「努力を要する状況」の生徒に対する手立ての工夫・・・を指導案を入れる。
A:ワークシートに基礎コース用、標準コース用を用意。

B:教室を２つに分け、コース別に指導
C:モデル英文の提示(ワークシート(一人 QA方式で聞かせる→音読させる)
D:難解な表現を簡単な単語に変えて辞書で引かせる
E:マッピングを使い、何を書くかをあらかじめ考えさせる

イメージマップの項目のうち、

最低３つは表現しよう
･イメージマップの項目の大部分を表現しよう

･関係代名詞や接触節を含む文を必ず入れよう

神

田

メ

イ

ン

必要に応じて、連語集や辞書を積極的に活用しよう
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【研究協議で出てきた質問と回答】

質問１：小学校に限らず、高校・中学校でも英語の授業はオールイングリッシュで行うという方針が出ているが、

今日の授業も含め、どう考えているか？

(回答)All Englishは「子どもの発話量を増やす」ことに主眼を置いている。教師が長々と英語で説明するのが All

English の主旨ではない。小学校の先生で、英語指導が大変なので高学年の担当を避ける人も多いと聞いたことが

ある。子どもの「英語脳」を作る上で、英語使用機会を増やすことは欠かせないが、教師の英語使用に関しては、

無理のない程度で少しずつ増やしていけばいいと思う。英会話指導には型(①単語練習・状況設定 ②対話の習熟

練習 ③アクティビティ)があるので、皆でそれを学ぶのもいいのではないか。

質問２：今日の授業では、基礎コースの生徒が「接触節」を使っていないようだった。到達度をそろえなければ

いけないのに、これからどのように処理していくのか？

(回答)「接触節」は、今日の英作文内で扱っている。英文の最初と最後に接触節の文を使用させた。加えて、神

田先生の「Wake up &Go to sleep」で、すべての生徒が接触節に触れている。ただ、応用コースの生徒に比べれば、

押さえが薄いのは確かである。工夫してみたい。

質問３：テストをはじめ、習熟度の評価はどのようにしているのか？

(回答)定期テストは、はっきりいって難易度の高い問題を出している。生徒にとっては難しいと思う。しかし、

日常使う機会の少ない外国語習得には「鍛える」という観点は欠かせない。そこで英語科では、本校生徒の課題

でもある「書く」ことを生徒に意識させた取り組みを行っている。学年はじめには、ほとんど文を書けない生徒

が多かった。しかし、現３年生は「連語」の取り組みを継続した結果、現時点ではかなり書けるようになってき

ている。習熟の遅い生徒もいるので、そのような生徒には１文ずつ覚えさせるという手立てもとっている。

質問４：１つのクラスで２つに分ける時、しきりで部屋を分けるようにはしないのか？

(回答)予算があれば、是非そうしたい。できるだけ、不必要な刺激を与えたくないので。

質問５：この学年では、今までマッピングが上手にできなかった。「何書けばいいの？」と言われたこともあった。

どのように指導をして、ここまでマッピングができるようになったのか？

(回答)スモールステップで指導をした。最初に、真ん中の人名だけを書かせた。次に枝上部の日本語だけ。次に

関連する英語を書かせた。集めたマップを見たら、ほとんどの生徒が無理なく書いていた。

【指導・講評(佐田指導主事)】
(1)単元の指導計画が素晴らしい。通常は、GET1 の文法⇒教科書内容⇒ GET2 の文法⇒教科書内容･･･
ときて、最後の方だけ自己表現活動を入れるパターンが多い。しかし、神田先生作成の指導計画には、
英文完成までのステップが継続して無理なく入っており、素晴らしいと感じた。これからは単元のゴ
ールに向かって「単元を作る」ことが求められる。そういう意味でも、すごいと感じた。

(2)英作文というと、正確に書くことが求められる授業が多い中で、今日の授業は「自分の思いや考え
を書く」という内容＞形式の授業であった。書きたいことを書けるので、生徒が意欲的に取り組んで
いたように思う。上位の生徒はもちろん、基礎クラスの生徒も「２～３文くらい」と前置きされなが
らもかなりの分量を書いていた生徒もいた。標準クラスの生徒も、最初は間違いを恐れて書き渋って
いた様子だったが、書き始めてからはたくさんの英文を書くようになっていた。最初は内容を重視し、

後から文法的な間違いを修正するという方向性が見られて良かった。
(3)小学校・中学校・高校・他地区の先生・高校生までもが参加するこのような会を作ってくださった
教育委員会および教育事務所の方々にお礼申し上げる。この種の会はなかなか開催できない。いろん
な立場の方がいろんな発言をでき、皆が交流できるのがいい。
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【生徒の授業後のふりかえり(感想)】

基礎コース 21人

・尊敬する人物について、文を書くことができた。分からない単語も新しく覚えることができた。

・いつも長文などを書くのが苦手で、とても難しいかったけど、先生や友だちのおかげでたくさんの文が書け

た。自分としてはとても良かった。もっと書けるようになりたいです。

・今日はマッピングをもとに「尊敬する人物」について、思ったより書けてよかったです。だけど、まだまだ

魅力的に書けそうなので、次に書くときは頑張りたいです。

・今日はマッピングをもとにして、自分の尊敬している人がしっかり書けたと思います。この授業で私は「書

く力」が身につきました。

・買いたいことは全部書けたわけではなかったけど、良い経験になったので、次のはっぴょうまでにもっと内

容が伝わるようにしたいです。

・今日のめあての「尊敬する人物を魅力的に紹介しよう」というのは、あまりできなかった。理由は＊＊

・自分の尊敬する人物を、短文だけどちゃんと説明することができた。でも、文を作るのは本当に難しい。

でもちゃんと復習して、次に時間が少しでも多くの文が書けるようにする。

・英語の文を書くことは難しいが、今回は自分なりに工夫して書くことができたから、よかったと思う。

まだすべて終わったわけではないので、残りを今度やりたいと思う。

・考えて書くのは難しかった。けど、しっかり作文が書けたので良かったです。

・今日は、まだ長くは書けなかったけど、少しはまとめられたと思います。授業にもしっかり声を出して、

元気に取り組めたと思います。この授業では、辞書をうまく使って英文を書けました。

・マッピングから文にまとめるのが難しかった。同じような始まり方を何度か繰り返してしまったので、

次はそれを改善したいです。

・今日は、ちょっと微妙だったかな、と思います。長文を書く作業が一番苦手なので、1 文を書くにも一苦労

でした。またこのような活動があったら、もっと頑張りたいです。

・マッピングを英文にするのが 1文できた。でもあまりにも文が短い。やはり結構難しかった。

・尊敬している人について、詳しく説明できるように書くのが難しかった。もう少し

文を書けていたら、もっと詳しい文になっていたので、これから文を書くというこ

とを身につけていきたいです。

・魅力的に説明するのは、自分的には少しだめだったけど、文がたくさん書けたので

よかった。文を長くして まとめるのはまだまだ難しいと思った。

・目当ては達成できたと思うけど、思った以上に文として形にできなくて少し苦しかった。典型的なパターン

ではなく、もっと応用的な文が作れたらいいな、と思います。

・自分が尊敬する人物について書くことができた。でももっと書けるようになりたい。そしていろいろな方法

を使って説明できるようになりたい。

・今日は自分の尊敬する人物をまとめることができたので良かったです。書くことは苦手だけれど、今日は

少しでも書けたので良かったです。

・最後まで書き終わらなかったけど、自分としてはたくさん書けた方だと思います。２回目はもっと書けるよ

うにしたいです。

・はじめは難しいと思っていたけど、前に例文があったので、時々参考にしながら書きました。思ったより

たくさん書けたのでよかったです。

標準コース 15人

・今日のめあての「魅力的な文を書く」という目標が達成できなかったので、「連語」を使うと良いと思う。

・あまり書けなかったけど、どの文法で書いた方がいいかな、等考えることができたのでよかったです。

・今日はいろんな方々が来て、みんな緊張している中、結構リラックスしてできたと思います。元来作文とい

うものが好きだったので、文を書くことは大変ではなかった。むしろ楽しかった。けど、「魅力的な紹介」と

いうテーマが難しかったです。今日はとても満足できました。
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・今日のめあては達成できなかったけど、いい文が書けそうだった。よくできた点は、いつもより声が出てい

たことです。難しかった点は、連語を使いながら文を作ることでした。

・書きたいことはあるし、単語もわかるのに、簡単な日本語文に直したり英文にしたり、というのがどうにも

難しいですね。ハリーポッターの英文本で英語力を身につけたいけど、手に入りません。悲しいです。

・構成を意識して書くことができたので、次の授業では後置修飾などを使った文でまとめるようになりたい。

自分なりの「尊敬している人」の文が書けたし、5 文書けたのでよかったです。マッピングから文に書き直す

のが難しかったです。

・短い時間で、魅力的な英作文を書くことは出来なかったけど、今日のような英作文を書く授業を通して、

少しでも苦手意識をなくしたいです。

・かなり積極的だったと思う。発表をするまでの準備を活かしたという点と、前で発表したという点である。

やはり、長文を書くことは難しく、単調な文になってしまう。けど、もっと魅力的には書けそうだ。自分と

しては、発表ができたので満足である。

・これまでに学習してきた表現方法を使って、人物の紹介文を作ることができた。

魅力的な文にするための工夫が学べたので、これから活かしていきたい。

・これまでに習ったことをたくさん使えるように努力した。連語や和英辞典を参考に

して、４～５文以上書くことができたのでよかった。日本語ではたくさん考えてあ

るけど、文をつなぐのはとても難しかった。

・あんまり魅力的に、長く書けなかった。

・もう少し時間があれば書けそうだった。文法などがあまり理解できていないことが、

自分の中で気づくことができた。書くのが遅いのも今後の課題かな？とも思った。

【生徒作成マッピング】
<基礎クラス>



- 7 -

<標準クラス>
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【授業の様子(写真)】
(1)授業開始～黙想して「自己決定」 ⇒この後、何人か指名して今日頑張ることを言わせる

(2)帯活動「クイックインプットドリル」
疑問文と、その答え方を書いた冊子を使い、

１分間の会話を行う。

(3)復習「WAKE UP ＆GO TO SLEEP」
班員が順番に一語ずつ教師の提示した単語を
覚え、全員で出し合い、並べ替えて一つの英文

を作成する。

＊撮影者が３教室を巡回するため、授業開始 10分ま
でしか、写真を撮れませんでした。
右は昨年の写真ですが、同じようなイメージです。


