
「コミュニケーション英語Ⅱ」学習指導案 

愛知県立岡崎西高等学校 

教諭 佐々木 登幸 

１．日時・実施場所 

平成２９年１月２７日（金） 第６限（１４：２０～１５：１０） 社会科教室 

２．学級 

普通科 第２学年５組（男子１３名、女子２４名、計３７名） 

３．学級観 

素直な生徒が多く、与えられた活動に積極的に取り組む姿勢が見られるようになってきた。習熟の差は少

し見られるものの、教師の発問に対し自分の意見を全体の前で述べることが出来る生徒もいる。 

４．教材 

  教科書 ELEMENT English Communication Ⅱ （啓林館） 

  単元名 Lesson 10  Water Crisis （該当箇所：pp.131-145） 

５．単元の目標 

世界の水不足の現状とその原因や解決策を理解した上で、論題「日本の家庭は、販売されている水を買う

のを止めるべきである。」について、自分で調べた資料を基に意見を述べることができるようになる。 

６．単元の評価規準 

評価の 

観点 

１．コミュニケーション

への関心・意欲・態度 
２．外国語表現の能力 ３．外国語理解の能力 

４．言語や文化について

の知識・理解 

評価規準 

①ペアワークなどの活

動に積極的に参加して

いる。 

②相手に伝わるように

話し、積極的に英語での

コミュニケーションを

持続させようとしてい

る。 

①読んだり聞いたりし

た内容について、概要を

自分の言葉で分かりや

すく伝えることができ

る。 

②水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で意

見を述べたり、相手の意

見に自分なりの見解を

付け加えたりすること

ができる。 

①読んだり聞いたりし

た内容について、概要な

どを正しく理解するこ

とができる。 

②水不足に関する問い

や、相手が述べた意見を

正しく理解することが

できる。 

①未来完了形、if節に相

当する表現、複合関係詞

howeverについて基本的

な使い方を理解してい

る。 

②読んだり聞いたりし

た内容について、概要を

まとめたり、自分の意見

を伝えたりする表現を

理解している。 

内容の 

まとまり 

①聞くこと・話すこと 

②聞くこと・話すこと 

①話すこと・書くこと 

②話すこと・書くこと 

①聞くこと・読むこと 

②聞くこと・読むこと 

①聞くこと・読むこと 

②聞くこと・読むこと 

評価方法 

①活動の観察 

②活動の観察 

①活動の観察 

定期考査 

②活動の観察 

定期考査 

ライティング活動 

スピーキングテスト 

①活動の観察 

定期考査 

②活動の観察 

定期考査 

スピーキングテスト 

①活動の観察 

 定期考査 

②活動の観察 

 定期考査 

ライティング活動 

スピーキングテスト 

 



７．単元の指導計画 

指導内容 配当時間 

レッスンの導入・新出語彙の確認 １時間 

段落１～６の内容理解 １時間 

段落１～６の内容理解・インテイク活動としての音読 １時間 

段落１～６のアウトプット活動としてのリテリングと意見交換・段落６～１１の内容理解 １時間 

段落７～１１の内容理解・インテイク活動としての音読 １時間 

段落７～１１のアウトプット活動としてのリテリングと意見交換 １時間 

論題についての意見交換 １時間（本時） 

ライティングのための事前指導 １時間 

スピーキングテスト練習 １時間 

スピーキングテスト本番 ２時間 

８．本時の目標 

  ア 「日本の家庭は、販売されている水を買うのを止めるべきである。」という論題に対し、自分の意見を

述べたり、相手の意見を聞いた上でさらに自分の意見を付け加えたり反論したりすることができる。 

イ 他者と意見を比べることで、ライティング活動やスピーキングテストに向けて自分の思考をさらに深め

ることができる。 

９．本時の評価規準 

評価の 

観点 

１．コミュニケーショ

ンへの関心・意欲・態

度 

２．外国語表現の能力 ３．外国語理解の能力 
４．言語や文化につい

ての知識・理解 

評価規準 

①相手に伝わるように

話し、積極的に英語で

のコミュニケーション

を持続させようとして

いる。 

②他者と意見を比べる

ことで、自分の思考を

さらに深めようとして

いる。 

①水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で

意見を述べたり、相手

の意見に自分なりの見

解を付け加えたりする

ことができる。 

①水不足に関する問い

や、相手が述べた意見

を正しく理解すること

ができる。 

①読んだり聞いたりし

た内容について、概要

をまとめたり、自分の

意見を伝えたりする表

現を理解している。 

内容の 

まとまり 

①聞くこと・話すこと 

②聞くこと・話すこと 

①話すこと・書くこと ①聞くこと・読むこと ①聞くこと・読むこと 

評価方法 

①活動の観察 

②活動の観察 

①活動の観察 

ライティング活動

（後日） 

 スピーキングテスト 

 （後日） 

①活動の観察 

スピーキングテスト 

 （後日） 

①活動の観察 

ライティング活動

（後日） 

 スピーキングテスト 

 （後日） 



１０．本時の展開（「主な評価の観点」の（ ）内の数字は、「９．本時の評価規準」における４つの「評価の観点」を示す。） 

時間

（分） 
指導過程 生徒の学習活動 

教師の活動 

及び 

指導上の留意点 

主な評価の観点 
評価 

方法 

１ あいさつ ・あいさつをする。 ・数名に調子を尋ねる。   

３ 
本時の目標と 

注意事項 

・教師の話を聞く。 ・本時の目標を確認す

る。 

 
 

１０ 

グループでの意見

共有 

 

・「日本の家庭は、販

売されている水を買

うのを止めるべきで

ある。」という論題に

対して、用意してき

た賛成側・反対側の

意見をグループで共

有する。 

・グループ内で役割を与

えることにより、活動を

円滑に進める。 

・原稿を見ずにアイコン

タクトを取りながら話

すように促す。 

・因果関係などに基づい

た追加情報を加えるよ

う促す。 

・積極的に活動をして

いるか。（１） 

・水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で

意見や追加情報、反論

を述べたり、相手の意

見を正しく理解したり

しているか。 

（２）（３）（４） 

活動の 

観 察 

１０ 全体での意見共有 

・グループで出た意

見を代表者が全体で

発表し、共有する。 

・生徒の意見を要約、板

書する。 

・単語だけでなく、主

語・述語をつけた文で発

表させる。 

・ここで出てくる意見

は、スピーキングテスト

でも聞かれる可能性が

あるということを生徒

に意識させる。 

・他者の意見と比較し、

自分の思考を深めよう

としているか。（１） 

・水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で

意見や追加情報、反論

を述べたり、相手の意

見を正しく理解したり

しているか。 

（２）（３）（４） 

活動の 

観 察 

１０ 
グループでの反論

共有 

・板書された意見の

中で、反論ができそ

うな意見を探し、共

有する。 

 

・グループを巡回し、手

助けが必要なグループ

があれば支援する。 

・グループ内で役割を与

えることにより、活動を

円滑に進める。 

・自分で用意した反論が

使えそうであれば使用

してもよい。 

・積極的に活動をして

いるか。（１） 

・水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で

意見や追加情報、反論

を述べたり、相手の意

見を正しく理解したり

しているか。 

（２）（３）（４） 

活動の 

観 察 

１０ 全体での反論共有 

・グループで出た反

論を代表者が全体で

発表し、共有する。 

・生徒の反論を要約、板

書する。 

・単語だけでなく、主

語・述語をつけた文で発

表させる。 

・他者の意見を聞くこと

により、自分の思考をさ

らに深めさせる。 

・他者の意見と比較し、

自分の思考を深めよう

としているか。（１） 

・水不足に関する問い

に対し、自分の言葉で

意見や追加情報、反論

を述べたり、相手の意

見を正しく理解したり

しているか。 

活動の 

観 察 



（２）（３）（４） 

３ 
全体へのフィード

バック 

・教師の話を聞く。 

 

・全体にフィードバック

を与える。特に良かった

反論や意見があれば取

り上げ、褒める。 

 

 

２ 個人の振り返り 

・新たに学んだ意見

や反論があればメモ

をする。 

・他者の意見と比較させ

ることにより、自分の思

考を深めさせる。 

・他者の意見と比較し、

自分の思考を深めよう

としているか。（１） 

活動の 

観 察 

１ あいさつ 

・あいさつをする ・あいさつをする。  

 

１１．御高評 


