
第３学年２組 英語科 学習指導案 

 

指導者 北九州市立 石峯中学校 

    教諭  山口 直子 

１．単元名   Unit 2   From the Other Side of the Earth (総時間 10時間)  

             ～環境問題について自分の考えを伝えよう～ 

２．目標 

コミュニケーション 

への関心・意欲・態度 

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 

知識・理解 

○相手に質問したり、ま

とまりのある文を読ん

だりして、積極的に情報

を得ようとしている。 

○自分が学んだことを

振り返り、より向上しよ

うとしている。 

〇「How long～？」を使

い、期間についてたずね

たり、話したりすること

ができる。 

○まとまりのある英文

を簡潔にまとめること

ができる。 

○テーマに対する自分

の考えを４文以上で表

現することができる。 

○アマゾン川の熱帯雨

林の問題について、まと

まりのある文章を読み

取り、内容を理解するこ

とができる。 

○インタビュー内容を

聞き取ることができる。 

○現在完了形の意味や

用法を正しく理解して

いる。 

〇アマゾンの熱帯雨林

の環境問題に関する知

識を身につけている。 

 

３．生徒の実態と指導の工夫  

○主体的・対話的で深い学びの工夫について 

  本学級の生徒は、比較的おとなしく、自分の気持ちを表現することに苦手意識をもっている生徒が

多い。そのため、これまでの学習において、ペアでの対話練習やグループでの発表をできるだけ学

習活動の中に取り入れてきた。よって、徐々にではあるが、お互いの考えを認め合いながら、自分

の考えを発信していくことができるようになってきた。しかし、使用する英語の表現が画一的であ

ったり、一往復のやりとりで終わったりすることが多く、知り得た情報やそれをもとに自分の考え

や気持ちを第三者に伝えるようなコミュニケーションの広がりまでには至っていない実態がある。

そこで、本単元の言語材料を活用して、相手から情報を聞いたり、読んだりして収集した情報をま

とめ、その情報をもとに自分の考えや気持ちを英語で発信させる中で、アクティブラーニングの視

点を取り入れた活動を行う。 

  本単元では、最終目標として、環境をテーマに自分のできることを英語で表現する力を育成する

ことをねらいとする。指導に当たっては、まず、本単元の海外の友達が紹介する環境問題について

のスピーチ原稿を、何度も読み直す活動を通して、内容を正確に理解させる。次に、環境問題を身

近な問題として捉えさせるために、環境未来都市である本市に関する英文を読ませる。環境に対し

て自分のできることを書かせる際には、この単元の言語材料である現在完了を使用できるようモデ

ル文を提示してワークシートを工夫したい。最後に、自分たちの考えをさらに深めさせるために、

グループで考え、交流する場を設定し、英語でのポスターに自分の考えを込めることで、実際に学



校や地域に向けて発信できるようにする。そうすることで、考えを発信する目的や相手意識をもっ

た学びとさせたい。 

○学習評価の工夫について 

  ペアやグループ学習で、相手に興味をもって話を聞き、本単元の言語材料を用いて会話を発展させ

ているかどうかを評価するとともに、相手から聞いた情報をまとめ、それを英語で伝えたり書いたり

して表現できているかを評価する。教科書本文の内容理解にとどまらず、自然環境に関する恩恵や問

題を簡潔にまとめたり、目標言語材料である現在完了を用いて、以前から気になっている環境問題に

ついて、テーマや条件に沿った自分の意見を書いて表現したりすることができているかを評価する。

ペアやグループ活動を通じて、わからないことを聞いたり、教えたりして互いに高め合う学習ができ

たかどうかを活動後の振り返りシートの記述から見取る。 

 

４．指導計画と評価計画（総時数 10時間） 

次 学習過程 ○ 教師の支援 

【評価】評価規準（評価方法） ◎めあてと◆まとめと振り返り   生徒の学習活動（・） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
次 

 

４
時
間 

 

 

 

・ある過去の時点から現在まで動作が継続していることを

表す用法を理解する。 

・現在形・過去形との違いを理解し、文型練習を行う。 

 

・リカルドの自己紹介を聞きとりと読みとりで理解する。 

 

 

 

・現在完了形（継続）を用いて、自分のことを英作文する。 

 

 

 

 

 

○時間の流れを表す棒グラフ

を板書するなどして、理解しや

すくする。 

【知】現在完了形（継続）を正

しく理解している（ワークシー

ト） 

○聞き取りのポイント、読み取

りのポイント与える。 

【理】内容を理解している。（ワ

ークシート） 

○辞書や動詞活用表などを活

用して、自分の表現したい英文

を書かせる。 

【表】現在完了形を用いて、身

近なことがらについて書くこ

とができる。（ワークシート） 

 

 

 

・現在完了の疑問文の作り方を理解する。 

・教科書の基本練習やワークシートで文法の練習を行う。 

 

 

○have が文頭に来る疑問文は

初出なのでデジタル教材の文

法解説などを活用して理解を

図る。 

【知】現在完了の疑問文とその

答え方・意味用法を理解してい

る。（ワークシート） 

◆have＋過去分詞を用いると「ずっと～している」状態

を表すことができる。 

I have lived in Wakamatsu for ten years. 

 

◎あることがらがずっと続いていることを表現しよう。 

◎現在完了の疑問文とその答え方を理解し、ワークシー

トを完成させよう。 

◆現在完了の疑問文では have が主語の前に出る。答える

ときは have を用いる。 



 

 

・Dialog の対話が自然にできるようになるまで、ペアで練

習をする。 

・現在完了の疑問文を用いて、友達の情報を得る。友達の

ことを他の友達に伝える。 

 

 

 

 

○ペアでの対話が一問一答に

ならないように、教科書の対話

文を参考にするように促す。 

【関】対話を続けようと積極的

に対話練習をしている。（観察） 

【関】友達に英語で質問した

り、会話をつなぐ表現を用いた

りして、より多くの情報を得る

ことができる。（ワークシート） 

 

 

 

 

・教科書の基本練習や文法ワークシートで練習する。 

 

 

 

 

○教科書の基本練習の PC を

用いて、現在形との違いを確認

しながら口頭練習を行った後、

英文を書かせる。 

【知】be 動詞を用いた現在完

了の形・意味・用法を理解して

いる。（ノート） 

第
二
次 

２ 

時
間 

 

 

 

・音読や黙読を何度も行い、Tor F を通して内容を理解す

る。 

・本文の中から、初めて知ったことを抜き書きし、友達に

伝えたいことを考える。 

 

 

 

 

○TorF、Q&A を行い、生徒が

目的を持って読み返すことが

できるようにする。 

【理】読み取りのポイントを参

考にして、内容を理解すること

ができる。（ワークシート） 

【関】情報をまとめ、人に伝え

たいことを書くことができる。

（ワークシート） 

 

 

 

・音読や黙読を何度も行い、内容を理解する。 

・リカルドの強い思いが伝わる部分を読み取る。 

 

 

  

 

 

○ワードサーチの活動を取り

入れ、キーワードを定着させ

る。 

○TorF、Q&A を行い、生徒が

何度も文章全体を読み込むよ

うにする。 

【理】内容を理解し、情報をま

とめることができる。（ワーク

シート） 

◎be 動詞を用いた現在完了形を使って、英文を作ってみ

よう。 

◆be 動詞の過去分詞は been となり、have been で同じ

場所にいることを表現したり、同じ状態、気持ちが続い

たりしていることを表現することができる。 

◎どのくらいの期間続いているかをたずねよう。 

◆How long have you ～？を使うと、どのくらいの期間

その行動が続いているかをたずねることができる。 

◎ブラジルについてのスピーチを読んで、一番伝えたい

ことについて考え、表現しよう。 

◆ブラジルの約８０％の電力はアマゾン川から供給され

ている。アマゾン川流域の熱帯雨林から世界の酸素の約

２０％が生み出されている。 

◎アマゾン川の環境問題やリカルドの思いを読み取っ

て、ワークシートにまとめよう。 

◆人間はアマゾン川から多大な恩恵を受けながら、その

自然を破壊している。リカルドは科学者になって、環境

問題を解決したいと考えている。 

 



第
三
次 

２
時
間 

 

 

 

・世界のさまざまな環境問題とそれに関する語彙を知る。 

・北九州の環境に関する英文を読む。 

・現在完了形を用いて、気になっている環境問題について

書く。I’ve been worried about gabage problem. 

・環境に対して、自分のできることについて考える。 

 

 

 

○キーワードを板書しておく。 

○写真を提示し、考えを深めさ

せる。 

【表】気になっている環境問題

について、現在完了を用いて英

語で表すことができる。（ワー

クシート） 

 

 

 

本時 

・世界の環境や身近な環境についての振り返りを行う。 

・環境について、自分ができることを英語で表現する。(個) 

・まず個人で考えたあと、グループ内で自分たちの考えを

交流する。 

・画用紙の中に自分の考えを簡潔な英語にして書き込む。 

・活動の振り返りを行う。 

 

 

 

○これまでの学習を写真等で

振り返りながら、環境に関する

語彙や現在完了の文を確認す

る。 

○写真や英文を用いて、北九州

の環境について情報を与える。 

○英作文で必要になりそうな

語彙をプリントで提示する。 

○多様な考えに触れさせるた

めに班や全体での交流の場を

設定する。 

○個人で考えたことをもとに

より相手に伝わる表現になる

よう、簡潔な英語にする。 

【表】現在完了や既習の語彙・

言語材料を用いて、テーマに対

する自分の考えを４文以上の

英文で書くことができる。（ワ

ークシート） 

補
充 

２ 

時
間 

 

 

 

 

・Step1～Step3の問題に答えながら、情報を聞きとる。 

 

 

 

○インタビューの概要から詳

しい情報まで、段階を追って聞

き取らせる。 

【理】質問やその答えの要点を

聞き取ることができる。（ワー

クシート） 

◎テレビ中継やインタビューを聞いて、情報を聞き取ろ

う。 

◆インタビューの質問をしっかり聞くことによって、多

くの情報を得ることができる。 

◆世界の環境問題は、日本に住む私たちと無関係ではな

い。 

◎環境問題について、自分にできることを考え、英語ポ

スターで伝えよう。 

＜振り返り＞ 

◆これまでの学習を通して、自分たちの環境や自分ので

きることについて考えることができた。 

 友達の英語を聞いたり、読んだりして、考えを深めた

り、英語の知識を増やすことができた。 

◎気になる環境問題について、現在完了を用いて書いて

みよう。 



 

 

 

・自分の情報を一覧表に書く。 

・ペアで対話し、わかった情報をワークシートに記入する。 

・英文にまとめ、グループの人に紹介する。 

 

 

○相手にわかりやすいように

紹介したり、聞いた情報をメモ

したりしている。 

【関】積極的にコミュニケーシ

ョンをしている。（観察） 

【表】現在完了の文を用いて、

収集した情報を英文にまとめ

ることができる。（ワークシー

ト） 

 

 

 

◎これまで続いていることについて、友達に紹介したり、

質問したりして情報をまとめよう。 

How long have you～？を用いて質問したり、 have ＋

過去分詞を用いて紹介したりすることができる。 


