
プログラムを取り入れた指導事例（中学校３年 英語）

＜題材名＞ ＰＲＯＧＲＡＭ７ Yuki in London
＜題材の目標＞

(1) 間接疑問文，主格の関係代名詞 who,whichの用法を理解し，それらを用いて身近なことを表現す
ることができる。

(2) 本課の内容を理解し，ロンドンについての知識・理解を深めることができる。

ア コミュニケーション イ 表現の能力 ウ 理解の能力 エ 言語や文化につい

への関心･意欲・態度 ての知識・理解

聞 ・ＡＬＴの話す英語を ・ＡＬＴが聞いた内容

く 聞き自然な速度の英 について，英語で答

こ 語を積極的に聞こう えることができる。

と とする。

話 ・ペア，グループ活動に ・間接疑問文，主格の関 ・間接疑問文，主格の

す 積極的に取り組むこ 係代名詞を使い身近 関係代名詞を使って

こ とができる。 なことを相手に伝え 絵や写真の人物や物

と ることができる。 を説明することがで

きる。

読 ・教師の後について読 ・感情をこめて，本文を ・本文を読み，内容を ・ロンドンについての

む む活動に意欲的に取 読むことができる。 理解することができ 知識・理解を深める

こ り組むことができる。 る。 ことができる。

と

書 ・間接疑問文，主格の関 ・間接疑問文，主格の関 ・間接疑問文，主格の

く 係代名詞を使い,身近 係代名詞を使い，身近 関係代名詞に関する

こ なことを英文にする なことを英文で書く 文法問題に正しい答

と 活動に意欲的に取り ことができる。 えを書くことができ

組むことができる。 る。

＜本時の学習＞

(1) 題材名 Program ７ Yuki in London
(2) 目 標 ①主格の関係不定詞 whoの用法の理解を深め，身近なことや友人のこと，自分の意見

などについて表現できる。

②様々な課題を少人数のグループで学び合いながら解決することができる。

(3) 授業研究の視点

主格の関係不定詞 whoの用法の理解を深めると同時に，人間的に価値のある意味の授受につ
ながる実践的コミュニケーション活動ができる。

(4) 展開 (＊評価 ◎努力を要する生徒への手立て)

時配 学習内容と活動 指導上の留意点及び評価 資料

【見出す】

3 1 Reading textbooks. ・アイコンタクトなど，コミュニケ

ーションを意識させる。

7 2 Review ・コミュニケーション活動に対して ワーク

a)背中と背中で talking の雰囲気作りを行う。 シート

b)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾛｰｸﾞ



3 3 弾丸インプット

ペアで関係代名詞 who を用いた基本文を ＊英文をテンポよく input できて ワーク

inputする活動を行う。 いるか。 シート

【調べる】

12 4 Brainstorm（make groups） ・ここでは文法的な誤りなどについ ワーク

「理想の人物」を subject とし，友人との ては寛容に扱い，誤りを恐れず積 シート

discussion を通じて意見をだしあう活動を行 極的に英語を使わせることをね

う。 らいとしたい。 短冊シ

・The man who is clever ート

・The man who is strong ・グル－プで話し合い，お互いに協

・The man who has good-looking 力して答えを考えさせる。

・The woman who is kind ◎発想のヒントとなるような語彙

・The woman who is beautiful シートを作成し，配付する。

・The woman who can cook well

【深める】

20 5 Chain letters (opinion exchainge ) ・１列目は A，２列目は B，３列 ワーク

Brainstorm によってだされた英文の中から 目は C というように，それぞれ シート

５文を選択し，その文章をもとに，意見交 のワークシートの一番上に，１つ

換活動を行う。 の英文を書き出させる。時間で区

A:The man who is strong is my ideal. 切り，自分の意見を書き加え，友

B:The man who has good-looking is my ideal. 人と意見交換させる。

C:The woman who is kind is my deal. ※1列目の生徒のﾜｰｸｼｰﾄ例

D:The woman who is beautiful is my ideal.
E:The woman who can cook well is my ideal.

【まとめあげる】

10 6 Shareing ・今後の授業に生かせたり，生徒が ワーク

感想を交換し，人間的に価値ある意味の授 成就感を味わえるように称賛す シート

受に発展したコミュニケーション活動を振 る。 短冊シ

り返る。 ート

A:The man who is strong is my
ideal .

↓
I think so too . Because・ ・

↓
I don't agree . I think that・

・ ・
↓

I don't think so . It is hard・
・ ・


