
 

外国語科学習指導案 

科目名 コミュニケーション英語Ⅰ 

実施日 令和３年○月○○日（○） 実施時間 １１：５０～１２：４０（50分） 

場所 １年５組教室 指導者 ○○ ○○○ 

対象生徒 １年○組（４１名） 使用教科書 
All Aboard！ 

English Communication １(東京書籍) 

    

外国語科 目 標 

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動及

びこれらを結びつけた統合的な言語活動を通して、情報や考えなど的確に理解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニケーショ

ンを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1)英語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどの理解を深めるとともに、これらの知識を４技能による実際のコミュニケーションにお

いて、目的や場面、状況などに応じて適切に活用できる技能を身につけるようにする。 

(2)コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題や社会的な話題について、英語で情報や考えなどの概要や要点、

詳細、話し手や聞き手の意図などを的確に理解したり、これらを活用して適切に表現したり伝え合ったりすることができる力を養う。 

(3)英語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮しながら、主体的、自律的に英語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を養う。 

具体的な言語活動（CAN-DO リスト） 

聞くこと 読むこと 話すこと（やりとり） 話すこと（発表） 書くこと 

ア 友人や家族，学

校生活など，身の回

りの事柄に関して

平易な英語で話さ

れるごく短い会話

や説明を，イラスト

や写真などを参考

にしながら聞いて，

必要な情報を得る

活動。 

 

イ 英文を聞き，概

要・要点を捉え，そ

の情報や概要を他

の人に伝え合う活

動。 

 

 

 

 

 

ア  平易な英語で

書かれたごく短い

物語を読んで，イラ

ストや写真などを

参考にしながら，お

およそのあらすじ

を理解する活動。 

 

イ  簡単な語句や

文で書かれた，人物

の紹介・説明文など

を読んで，概要や要

点を捉えたり，特定

の情報を読み取っ

たりする活動。 

ア 家族や友人，趣味

や興味などについて，

簡単な語句や表現を

用いて即興でやり取

りする活動。 

 

イ 自分に関するご

く簡単な質問に答え

たり，相手についてご

く簡単な質問をした

りする活動。 

ア ごく身近な事柄

や出来事について，事

実，自分の考えや気持

ちを含めて短い簡単

なスピーチをする活

動。 簡単な語句や文

を用い，他者紹介をす

る活動。  

イ事前に発話するこ

とを準備した上で，世

界で活躍する日本人

について，視覚的補助

を活用しながら，情報

や意見を発表する活

動。また，発表内容に

ついて英語で質疑応

答する活動。 

ア 錦織圭選手の経歴を英文

で読み、自分の好きな人物に

ついて簡単な英文を書く活

動。 

イ 符号や語と語の区切りに

注意しながら，定型表現を用

いて，自分に関する基本的な

情報を文で書く活動。 



単元名  (Lesson ２ My favorite hero 錦織 圭 ) 

単元の目標 

(1) 人物に関する説明について的確に内容を理解し英語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどの理解を

深めるとともに、これらの知識を４技能による実際のコミュニケーションにおいて、目的や場面、状況な

どに応じて適切に活用できる技能を身につけるようにする。（知識及び技能） 

(2) 人物の紹介という場面に適切な表現を理解し、概要や要点、詳細を把握し、主体的・自律的に英語を用い

てコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。（聞くことイ・読むことイ） 

(3) 自分の好きな人物について適切に表現したり伝え合ったりすることができる力を養う。（書くことイ・話

すことイ） 

具体的な評価基準 

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度 

・学習した言語材料の特徴やきまりを理解し、 

人物の紹介という場面に適切な表現の特色を

踏まえ、正確さや相手に伝わりやすい表現を理

解し使っている。 

 

・コミュニケーションを行う目的や場面、

状況などに応じて、英語で情報や考えな

どの概要や要点、詳細、話し手や聞き手

の意図などを的確に理解したり、これら

を活用して適切に表現したり伝え合って

いる。 

・人物の紹介とその背景や魅力に関心を持

ち、聞き手、読み手、話し手、書き手に配

慮しながら、主体的に英語を用いてコミュ

ニケーションを図ろうとしている。 

 

単元計画 

次 時 評価規準と評価方法 学習活動 

一 

１ 

 

【評価基準】 

・必要な情報を聞き取り理解している。 

（思考・判断・表現） 

・クラスメートと意欲的に意見を交換している。

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】行動の観察・応答の確認 

＜興味・関心・意欲の喚起＞ 

・関連動画や写真を見て導入のリスニング活動を行う。 

・錦織圭について知ってること・印象を述べ合う。 

・夏休みの課題で調べた海外で活躍する日本人について発表し合う。 

 

二 

２ 

３ 

４ 

【評価基準】 

・本文の概要や要点を理解し、聞いた内容につい

て、発音、強勢、イントネーション、区切りを聞

き分けたうえで、正しく発音できる。基本的な文

法を理解することができる。（知識・技能） 

・大事な部分を読み取り、要点や自分史について

自分の言葉でまとめることができる。（思考・

判断・表現） 

 

【評価方法】行動の観察・記述の確認 

 

＜知識・理解の定着＞ 

・パート１．２ごとに新出語句や表現を教科書巻末の辞書を使って自

分で調べる。 

・聞いた内容について、発音、強勢、イントネーション、区切りを聞

き分けたうえで、正しく発音できるように様々なパターンでパート

ナーを変えながら協力して音読活動をす。 

 (Small teachers /Quick Response/ translation  etc…） 

・本文理解度の確認 ワークシートを個別やペアで取り組ませ全体

で共有する。 

・人物の紹介と説明について要点を的確にとらえ、錦織選手と比べて

自分史を作り相手に伝える。 

三 

５ 

６ 

【評価基準】 

・人物を紹介する上でのフレーズや表現の特色

を踏まえ、相手に伝わりやすい表現について理解

し、興味をもってもらえるようなプレゼン作成の

工夫をし、聞き手を考えながら発表し合うことで

自分の考えを深めようとしている。 

（思考・判断・表現） 

＜表現活動＞ 

・人物を紹介する上での表現の特徴を理解し、学習した内容や語彙を

活用して、ALTに紹介したい自分の好きな人（世界で活躍する日本

人）について書き相手を意識して発表する。 

・世界で活躍する様々な日本人に触れ、感じたことを自分の将来につ

いても関連づけて考える。 

・iPad 等を使って情報を検索させ相手に興味を持ってもらえるよう



（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】行動の観察・表現内容の分析 

なポスターを作成する。 

・他のクラスメートが行う、様々な世界で活躍する日本人の発表を積

極的に聞き、感じたことや感想を伝え合う。 

 

本時の学習指導案 

小単元 

および 

本時の位置 

Lesson 2 

My favorite hero 

錦織 圭 

本時の目標 
ＡＬＴに紹介したい世界で活躍している日本人についてグループワークやポ

スターセッションで相手を意識して発表できる。 

生徒の実態 

及び 

指 導 観 

１年５組は○○○○科である。個人の学力の差はあるものの授業の取組は非常に良い。英語に対する興味・関心が高まって

いる生徒が多く、授業に積極的に取り組む姿が年度当初よりも多く見られる。英語に苦手意識を持っている生徒も存在する

が、授業の中のペアワークやグループワークの活動も楽しく行い、毎時間の目標を達成している生徒も少なくない。本単元で

は世界で活躍する「錦織圭」を扱っており自分の好きな日本人について英語で述べることが目標であるので、本時では、場面

設定を「自分の選ぶ活躍している日本人」を新しいＡＬＴに紹介するとし、前時で準備したプレゼンをグループ、ポスターセ

ッションで発表し合う。またWarm-upでは、iPadを使ったゲームで学習内容をグループで協力して復習させ学習内容理解

の定着を促したい。相手に興味を持ってもらうようなプレゼン作成を意識させ、クラスメートの発表も関心を持って聞き評価

する活動を主体的に取り組ませ、自分の将来とも結びつけ深い学びにつなげたい。 

観点別評価 

Ａ 知識・技能 積極的に知識や技能を活用する言語活動に取り組んでいるか。 

Ｂ 思考力・判断力・表現力 相手の発表や考えなどを理解したり、聞き手に配慮し発表したり伝え合っているか。 

Ｃ 主体的な学習態度 
主体的にコミュニケーションを図ろうとして、自分の考えなどを,聞き手を意識して表現してい

るか。 

指 導 過 程 

指導過程 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価の観点・方法 

導入 

（１３分） 

Greeting 

 

 

Review 

 

 

 

 

挨拶をして本日の授業ゴールを共有し 

ポートフォリオに記入する 

 

Lesson 2で学習した単語や本文内容を 

オンライン Kahootを使い復習する。 

10グループを作り各グループに iPadを一

台ずつ使いチームで協力してゲームに参加

する 

 

 

 

チームで協力してクイズに

取り組み学習内容理解の定

着を促す。 

 

 

 

Ｃ 主体的に取り組ん

でいるか、学習した内

容を覚えているか確認

する。 

 

 

発表 

（３５分） 

Group work 

(presentation) 

 

 

 

 

 

Poster session 

 

事前に準備してきたＡＬＴに紹介したい活

躍している日本人の発表を 4人グループで

発表し合う。 

聞き手は発表の後にコメントや質問をす

る。また、ポスターセッションを行う際の

アドバイスを行う。 

 

・4 人グループごとで１０か所の持ち場に

行き発表の準備をする。 

・４交代で 1人３分間ずつ発表を行う。発

表者以外の 3人は別のグループに行き他の

グループの生徒の発表を聞き、その都度コ

メントや質問を行う。 

 

各自席に戻り、自分が発表した人物以外に

ＡＬＴや外国人に紹介したいと思った人物

を 2人選んで理由やコメント・感想をワー

クシートに記入する。 

他人の発表も関心を持って

聞き、より良い発表になるよ

うにアドバイスをし合える

ように促す。 

 

 

 

聞き手に興味を持ってもら

えるように、アイコンタクト

や声の大きさなども意識さ

せる。 

 

 

 

世界で活躍する様々な日本

人について感じたことや自

分の将来についても考えさ

せる。 

ＢC より良い発表に

なるように発表する側

も聞き手も活動を主体

的に行えているかどう

か観察する。 

 

 

ＢC 聞き手を意識し

て発表を行えている

か、主体的に行えてい

るかどうか観察する。 

まとめ 

（２分） 

振り返り 

 

 

ポートフォリオに今日の目標の達成度を記

入する。 

次時の確認をする。 

 

 

 

 


