
プログラムを取り入れた指導事例（中学校３年 外国語）
第３学年 外国語科学習指導案

１ 単元名 PROGRAM 8 Clean Energy Sources
（ SUNSHINE ENGLISH COURSE 3 ）

２ 単元について

言語材料としては，学習指導要領の「エ 文法事項」の「（ウ）代名詞 ｂ 関係代名詞のうち

目的格の that， which，の制限的用法」を扱う。「関係代名詞を扱うに当たっては，活用して定着
を図るために授業時数が増加されているといった改訂の大きな方向性を踏まえながら，過度に難し

いものや複雑なものに偏ることなく，適切なものを扱うことが重要である。」（学習指導要領 p.42）
修飾関係が日本語とは異なることを確認したい。SUNSHINE ENGLISH COURSE に登場する後置修
飾は次の通りである。末尾の数字は学習した単元を示している。

第１学年 第２学年 第３学年

・the girl in colorful dresses 5 ・a Finnish host family in Helshinki 2 ・a signal for beginning or ending 1
・a picture of my family 5 ・a story about a flying island 5 ・the history of your school chime 1 1
・a movie star in India 5 ・a country of giants 5 ・a letter from my friend Taro 2
・origami fans around the world 8 ・mountain of garbage 3
・your stay in America 10 ・現在分詞・過去分詞形容詞的用法 6

・関係代名詞 7, 8

日本語とは修飾関係が異なっているが，それを完成された日本語にするのではなく，修飾関係を

理解してチャンクごとに前から理解することを確認したい。

題材としては学習指導要領（p.51)の「イ 外国や我が国の生活や文化についての理解を深める

とともに，言語や文化に対する関心を高め，これらを尊重する態度を育てるのに役立つ」ものであ

る。本題材の内容と関連した題材は次の通りである。

第１学年 第２学年 第３学年

Program 3 国連WFP Program 3 The 5Rs
Program 4リサイクル活動 Program 7 セヴァン・スズキ Program 7 宇宙船地球号

Program 8 震災復興 Program 8 エネルギーと環境

Program 9 マザーテレサ

１学年で扱う「身近な環境問題について活動する題材」はリサイクル活動である。ペットボトル

キャップのリサイクルがポリオワクチンとなり，開発途上国の子どもたちを救うことを学習した。

２学年では，Program ３の「チャリティウォーク」から導入された題材の中で，国連 WFP が主催
する「ウォーク・ザ・ワールド」活動が取り上げられ，そうした活動が日本でも行われていること

を知り，一挙に国際貢献が身近なものとなった。Program ７では，セヴァン・スズキさんが生徒と
同年齢の時にどんな活動をしたかに驚き，Program ８では震災で被災した動物たちや，それを助け
ようとした人々の活動を学んだ。３学年では，Program ３ゴミのリサイクルから始まる５ Rs で，
環境問題が日常的な行動によってよい方向に進むことを学んだ。Program ７で，自分たちが大切に
思う何かと，世界の様々な地域の子どもたちの考えるものとを比べ，理解を深め，尊重する態度を

育てる。そうした流れに続く本単元である。

本単元では，様々な発電方法が紹介される。東日本大震災後，原子力発電の安全神話は揺らぎ，

「節電」のためにひとり一人が自覚を持って活動することが当たり前となった。朝日新聞（平成27

年8月8日）によれば，「各地で記録的な猛暑が続く中で，大手電力各社は比較的余裕のある電力供

給を続けている。すべての原発は止まったままだが，太陽光発電の普及や節電の定着で，真夏の電

力不足の心配は遠のいている。（中略）太陽光発電の導入量がこの４年間で１０倍近くに急増。（後



略）」「企業や家庭で節電の取り組みが広がっている」ため，電力需要も十数％少なくなっている。

まさしく本単元で取り上げられているポイントが話題となり，示されているような手順で話し合わ

れ努力が積み重ねられてきた結果であろう。生徒たちが今，直接アクションを起こすことは難しい

が，現状を知り，様々な人たちの努力を知り，自分たちができることを考えたり，話し合いをする

意義は大きい。本単元に続くマザーテレサで，信念を持って行動した生き方を学び，自分の将来像

について考えることにつながっていく。

言語の使用場面は「b 身近な暮らしに関わる場面」（学習指導要領p.22)であり，言葉の働きと

しては「ｃ 説明したり描写したりして情報を伝え」（学習指導要領p.26），それに対して「ｄ 考

えや意図を伝え」（学習指導要領p.26）たい。

３ 単元の目標と評価規準

（１）目標

ア 学んだ表現や辞書などを活用し，自分の考えを英語で述べようとする。〈関〉

イ 関係代名詞を含む英文を用いて情報を伝えることができる。〈表〉

ウ 関係代名詞を含む英文を聞いたり，読んだりして，内容を正しく理解することができる。〈理〉

エ 関係代名詞の目的格を用いた文の構造を理解することができる。〈知・理〉

（２）評価規準

ア ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの イ外国語表現の能力 ウ外国語理解の能力 エ言語や文化につい

関心・意欲・態度 ての知識・理解

・言語活動において， ・関係代名詞を含む ・関係代名詞を含む ・関係代名詞の目的

自ら学んだ表現を使っ 英文を用いて，説明 英文を聞いて何を説 格の用法・その省略

ている。 したり描写したりし 明しているか理解す に つ い て 知 識 が あ

て情報を伝えること ることができる。 る。

・辞書などを用いて英 ができる。

文を書こうとする。 ・関係代名詞を含む ・エネルギー問題に

英文で書かれた内容 ついて単元の内容を

・調べた内容を活用し について正しく読み 理解する。

て，自分の考えを述べ 取ることができる。

ようとする。

４ 指導計画（本時 第８時）と評価計画

時配 主な学習内容 評価規準（方法）

○本単元で身につける技能や理解する内容を知

る。

１ ・エネルギーと環境問題について，自分なりの ・言語活動において，自ら学んだ表現など

意見を言う。 を使っている。 〈ア〉（活動の観察）

・関係代名詞の目的格を用いた文の構造を知る。・適切な「関係代名詞の目的格」を選ぶこ

・「ちばのやる気」学習ガイド ステップチェ とができる。 〈エ〉(ワークシート）

ック ユニット１０目標①を実施する。 ・ステップチェック達成率８０％以上

達成できない場合は個別に支援する。

○関係代名詞を用いた文を活用する。 ・関係代名詞を含む英文を聞いて何を説明

・地球環境に関する関係代名詞を用いたクイズ しているか理解するることができる。

２ を聞き，答えを考える。 〈ウ〉（後日ぺーパーテスト）

・関係代名詞を用いた会話パターンを使ってや ・「関係代名詞の目的格」を含む文が，何

りとりを楽しむ。 を説明しているかわかる。

・「ちばのやる気」学習ガイド ステップチェ 〈ウ〉(ワークシート）

ック ユニット１０目標②③を実施する。 ・ステップチェック達成率８０％以上

達成できない場合は個別に支援する。



○教科書本文（p.８３）を読み，内容を理解す ・関係代名詞を含む英文で書かれた内容に

３ る。 ついて正しく読み取ることができる。

・内容を理解し，聞き手を意識して音読する。 〈イ〉（後日ぺーパーテスト）

聞き手は会話を広げる言葉を重ねる。 ・言語活動において，自ら学んだ表現など

・「ちばのやる気」学習ガイド ステップチェ を使っている。 〈ア〉（活動の観察）

ック ユニット１０目標④を実施する。 ・ステップチェック達成率５０％以上

達成できない場合は個別に支援する。

○教科書本文（p.８５）の内容を理解し，スピ
ーチのように音読する。

４ ・関係代名詞を用いた教科書とは別の短い文章 ・関係代名詞を含む英文で書かれた内容に

を読み，内容を読み取る。 ついて正しく読み取ることができる。

・内容を理解し，聞き手を意識して音読する。 〈イ〉（ワークシート）

聞き手は内容について英語で質問し，話題を ・言語活動において，自ら学んだ表現など

展開する。 を使っている。 〈ア〉（活動の観察）

○教科書の指示に従い，自分たちが住んでいる

地域に適する発電方法について考える。 ・エネルギー問題について単元の内容を理

５ ・書いた内容について英語でやりとりし，会話 解し，自分の考えを深めることができる。

をつなげる。 〈エ〉（ワークシート）

○地球に"friendly"になるためにできることを考
える。 ・辞書などを用いて英文を書こうとする。

６ ・地球にやさしいエネルギー，環境問題，国際 〈ア〉（活動の観察）

貢献など，様々な角度から自分が参加してみ ・関係代名詞を含む英文を用いて，説明す

たい活動についてポスターを作る。 る文を正しく書くことができる。

〈イ〉（記述分析）

７ ○友達の意見を聞いて自分の考えを深める。 ・資料を活用して，調べたり考えたりした

・ポスターを使った発表を聞く。 ことについて意見を述べ合う。

・友達のポスターを読んだ感想を，必要に応じ 〈ア〉（ワークシート）

て辞書を活用しながら英語で書く。 ・辞書などを用いて英文を書こうとする。

〈イ〉（記述分析）

○ポスターについての感想を述べ合い，自分の

８ 考えを深める。 ・調べた内容を活用して，自分の考えを述

本時 ・小グループで自分の意見を述べ合う。 べようとする。 〈ア〉（活動の観察）

・クラス全体で話し合ったことを報告し合い，

それに対する意見を述べる。

○ペーパーテスト ・関係代名詞の用法について知識がある。

・関係代名詞の目的格・その省略の用法につい 〈エ〉（ペーパーテスト）

９ ての知識をみる問題が解ける。 ・関係代名詞を含む英文で書かれた内容に

・様々な関係代名詞が含まれた応用長文問題 ついて正しく読み取ることができる。

・ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ⑤の問題に取り組む。 〈ウ〉（ぺーパーテスト）



５ 本時の指導

（１）目標

・調べた内容を活用して，自分の考えを述べようとする。（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度）

（２）展開

時配 学習内容と学習活動 指導・支援 ○評価 資料

１ Warm up activities（帯活動）
・挨拶・ペア，グループで短いやりとり

を楽しむ。 〈ペア〉

・Cha chat 英会話 ・ペアやグループでの活動を通

17 分 既習のワークシートで基本文を練習し して，互いに協力し認めあえ ﾜｰｸｼｰﾄ

活用できる英文を増やす。 る雰囲気を育てる。

・Reading ・ 机間指導をして，苦手意識の強

関係代名詞の使われた文章を読み， い生徒を支援する。

内容を絵で表現する。

２ 学習課題の提示

Let's talk about the posters! Think! Talk!

・Teacher's talk. ・生徒が意見を述べる時のモデル PC
15 分 「世界トイレの日」について簡単な となるようにする。 ﾜｰｸｼｰﾄ

英語で説明し、これまで学習してき

た内容について振り返る。

・定型の表現を用いて，グループ内で 〈グループ〉

順番に活動を通して考えたことにつ ○調べた内容を活用して自分の意

いて意見を述べる。 見を述べようとしているか。

苦手意識が強い生徒には、前時

・話し合った内容を発表できるように のワークシートを活用しながら

確認する。 話すように促す。

十分達成している生徒には、発

音や正確さにも留意するよう促

す。

・意見に対して必ず称賛し合う。

３ シェアリング 〈全体〉

15 分 ・グループの代表者が話し合った内容 ・話し合った内容を全体に返し、

について発表する。 それをもとに， 他者の発言を通して，各自が考

クラス全体で考えを深める。 えを深められる様，教師が司会

をして意見を引き出す。

・ALT から話し合いを聞いて感じたこ
とを伝える。

3 分 学習を振り返る 〈個人〉 ﾜｰｸｼｰﾄ

・自分のゴールを確認し，本時を振り ・評価表に本時の進歩・疑問点を

返る。 簡潔に記入させる。課題部分を

記入して月曜日に提出すること

を確認する。

○提出されたシートで個人の歩み

を確認する。


