
プログラムを取り入れた指導事例（中学校２年 外国語） 

 

１ 単元名 

 POWER-UP⑥ Speaking 道案内① （SUNSHINE ENGLISH COURSE ２ 開隆堂） 

 

２ 単元について 

（１）単元観 

本課では，道案内に特有の英語表現に慣れるとともに，自分でも道案内ができるようになることを

目標としている。片言でも構わないので何とか意思疎通をはかり，道を尋ねたり，案内したりするこ

とで，外国人とコミュニケーションをはかることは，今現在の英語力ではレベルの高い活動ではある

かもしれないが，特に国際空港を擁する○○市では，駅周辺で外国人観光客を見かけることが多くあ

り，生徒の中にも実際に外国人に英語で道を尋ねられた経験がある者も少なくない。来日する外国人

観光客が増加傾向にあることから，外国人と接する機会が今後さらに増えてくることが予想される。

それゆえ，実用性の高い英語表現の習得として，生徒が興味をもって取り組むことができる題材であ

ると言える。近い将来に実際の場面で，授業で学んだ表現を使い，英語学習の有用性の実感に繋がる

ような活動としたい。また，今後の英語学習への動機付けにも繋げられるであろう。 

○○市の小学校は平成２０年度より「教育課程特例校」として市独自の英語科指導基準をもとに全

学年で英語授業を実施している。全校配置されている ALT と，学級担任とのティームティーチングに

よって「聞く・話す」活動を中心に授業が行われており，これまでに生徒は，以下のような道案内の

表現を学習してきている。 

小学校第３学年 

【動物公園を 

案内しよう】 

I’m looking for ～. 

Turn right. / left. 

Go straight. / Go back. 

 

小学校第４学年 

【街を案内しよう】 

 

Where is ～？ 

(the hotel, hospital, 

etc) 

Turn right. / left. 

Go straight. / Go back. 

小学校５学年 

【学校を案内しよう】 

 

Where is the ～？ 

It’s on the 2nd floor. 

This way, please. 

小学校６学年 

【Shopping Mall 

Coversation】 

May I help you? 

Where is the ～？ 

It’s on the 2nd floor. 

 

 中学校において，１年次では疑問詞 where を学習した。教科書での「道案内」の活動としては本課

が初めての登場である。小学校で習った表現を思い出させながらも，別の言い方などの表現を示し，

語彙を増やして表現する力を高めたい。また，３年次では電車の乗り換えも含めた案内表現を学習す

るので，この単元は小中９年間を通じての「道案内」を表現する１つのステップになっている。 

 今回の設定場面は，駅前などの街中で目的地までの案内をする状況である。土地勘のない人に対し

てわかりやすく道順を説明するにはどうしたら良いか考えさせたい。４年後の 2020 年には東京オリ

ンピックが開催され，空の玄関口がある○○へも世界中から多くの外国人観光客が訪れることが予想

される。実際に今回の学習を生かす場面を想定させ，困っている人に尋ねられた時に自信を持って対

応できるように，また，困っている人がいたら自分から進んで話しかけて力になれるように，生徒に

自信をつけられるような活動体験をさせたい。 

 

（２）生徒の実態 

 

 

具体的には，英語の歌や英単語の BINGO ゲームなど，楽しみながら英語力をつけられるように取

り組んでいる。また，全体の前での発表など，緊張する場面をあえて作ることもしている。こうした

活動は，準備の時間をしっかりと取った上で行い，英語で話すことへの抵抗を少なくし，頑張って発

表できたという達成感を与えることができる。こうした達成感から英語の学習意欲を高め，自ら進ん

で学習に取り組む生徒集団を目指している。 



今回の授業を行うにあたり，事前にアンケート調査（レディネス・テストを含む）を行った。結果

は，以下のとおりである。（対象  名） 

 

【事前アンケート】 

 １．あなたは，英語を使えるようになりたいと思いますか。 

   「そう思う」   名 「どちらかと言えばそう思う」   名 

「あまりそう思わない」  名 「思わない」  名 

 ２．英語の学習の中で，あなたが一番苦手だと思うことはどれですか。 

   「話すこと」   名 「聞くこと」   名 「書くこと」   名 「読むこと」  名 

 ３．英語の学習を通して，あなたが一番身につけたいと思っていることはどれですか。 

   「話すこと」   名 「聞くこと」   名 「書くこと」   名 「読むこと」  名 

４．あなたは，英語で外国人観光客に話しかけられたことがありますか。 

「はい」   名 「いいえ」   名 

   

※はいと答えた人…どこで？ 何をきかれた？ どう対応した？ 

・６年生の修学旅行で，ある看板の意味をたずねられた。 

・駅の近くで，○○はどこか聞かれ，”Go straight.” と答えた。 

・飛行機の中で，自分のことを聞かれ，”Yes, No” で簡単に答えた。 

・「バスケットボールが…」と言われたが，よくわからなかった。 

・市役所付近で，スーパーの場所を聞かれた。「わからない」と答えた。 

・ある料理屋で，字を教えてくれと言われ，英語で対応した。 

・バス停で，このバスに乗ったら駅に行けるかどうか聞かれ，行けると答えた。 

・バスを待っているときに話しかけられたが，何を言っているのかわからず No とだけ答えた。 

・ホテルで ”What’s this?” と尋ねられ，”It’s a shrimp.” と答えた。 

・駅前と学校の近くで道を聞かれ，教えた。 

・道案内をしてくれと言われ，一緒に行ってあげた。 

・ウォークラリーをしている時に道を聞かれ，「知りません，ごめんなさい。」と答えた。 

・ＪＲ○○駅で「この近くに寿司屋はあるかと聞かれ，「ごめんなさい，わかりません。」と答え

た。 

・駅の場所を聞かれ，答えた。 

・道を聞かれた。 

 

 ５．あなたは，困っていそうな外国人観光客に話しかけたことがありますか。 

「はい」   名 「いいえ」   名 

 

  ※はいと答えた人  →どこで？どうなった？ 

  ・ある店で，しょうゆが何かわかっていなかったので，英語で教えてあげた。 

  ・道に迷っていたので，友だちと一緒に教えてあげた。 

  

 

 ※いいえと答えた人 →なぜ？ 

  ・出会ったことがない   名 

  ・英語ができないから   名 

  ・聞き取れないから      ・うまく伝えられなそうだったから 

  ・こわかったから       ・英語で話しかける勇気がないから 

  ・困っているかわからないから 

 

 



【レディネス・テスト】 （参考：「ちばのやる気」学習ガイド 英語１） 

１．日本文を参考にして｛  ｝内の語句を並びかえ，英文を完成させなさい。 

①郵便局はどこですか。｛ is / the / post office / where / ? ｝ 

正答（Where is the post office?）   名  誤答  名 

②駅の近くです。｛near / is / it / the station / . ｝ 

正答（It is near the station.）   名  誤答  名 

③図書室はどこですか。｛ is / the school library / where / ? ｝ 

正答（Where is the school library?）   名  誤答  名 

④２階です。｛ is / it / the second floor / on / . ｝ 

正答（It is on the second floor.）   名  誤答  名 

 

２．次の日本語をあらわす英語を下から選び，書きなさい。 

 ｛ floor / left / light / right / straight / turn ｝ 

 

①まっすぐ 正答（straight）   名  誤答  名 

②左    正答（left）     名  誤答  名 

③右    正答（right）    名  誤答  名 

④～階   正答（floor）    名  誤答  名 

⑤曲がる  正答（turn）    名  誤答  名 

⑥信号機  正答（light）    名  誤答  名 

 

 

 

 

（３）指導観 

本単元では，「道案内」で外国から来た旅行者に，町で道をたずねられたという想定である。まずは

そのイメージをもちやすいように，その状況をＪＴＥとＡＬＴが実際に行って見せることで，生徒た

ちのゴールを明確にしたい。この「道案内」を２０２０年の東京オリンピック開催時に，海外から来

た選手や観客を相手に実際に行えるようにするには，瞬発的なコミュニケーションの力と外国人に対

する慣れが必要であり，それを養成する絶好の機会であると捉えている。最終的にはＡＬＴを旅行者

と見なして実際に会話をし，目的地までの案内を成功させるというレベルまで上げて行きたい。その

ためには移動する方向を示す go straight, turn left, turn right などの表現と，移動する場所を示す 

library, bank, post office などの建物の名前，second light, third corner, three blocks などを組み合

わせた表現を十分に理解，口練習してからコミュニケーション活動を行う必要がある。また「文法的

に正しい文章」にこだわりすぎずに，「コミュニケーションの成功」「目的地にたどり着くこと」を目

指して取り組むことを大切にし，実際に対話して「通じた」「案内できた」という達成感が得られるよ

うに指導していきたい。  

文法的には ”Would you like some help?” というていねいな呼びかけ，”Could you tell me the way 

to the station?” という丁寧な依頼，”It’ll take about five minutes.” という，かかる時間を示す表現

が本課で新たに身につける主な表現である。 

まずは既習事項として ”Will you～？” “Can you～？” という表現を確認し，それぞれの過去形であ

る Would you や Could you という表現が，控えめであり，より丁寧な言い方であることを指導して，

表現の幅を広げられるようにしたい。また，would を用いた表現は，２年次 POWER-UP④「ファー

ストフード店で」で学んでいるが，ここでもう一度その意味と使い方を復習し，理解を深めたい。 

必要時間に関する話題は今回が新出であり，時間がかかるという意味で take を使うのも初めてで

ある。必要時間を尋ねる表現である “How long ~?” と関連づけて覚えられるようにしたい。 

また，相手が言ったことの一部または全部をくり返して尋ねる「意味の確認」が対話の中に頻出す

るので，会話は情報の交換をしているので，確認しながら続いていることを理解させたい。 



３ 単元の目標と評価規準 

（１）目標 

 ア 積極的に道を尋ねたり，道のりを説明したりしてペアワークの活動に取り組もうとする 

＜コミュニケーションへの関心・意欲・態度＞ 

 イ 旅行者との対話を想定し，地図を見ながら目的地までの道のりを口頭で表現することができる 

 ＜外国語表現の能力＞ 

 ウ 地図を見ながら目的地までの行き方を聞いて，正しく理解することができる 

 ＜外国語理解の能力＞ 

エ 道案内の基本的な表現を理解している        ＜言語や文化についての知識・理解＞ 

 

（２）評価規準 

ア 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 

イ 

外国語表現の能力 

ウ 

外国語理解の能力 

エ 

言語や文化についての

知識・理解 

①ペアワークや言語活

動を通じて，積極的に

コミュニケーションを

取ろうとしている。 

【話すこと(取組)】 

①ていねいな話しかけ

方，目的地への道の尋

ね方，所要時間の表し

方等を使いながら，目

的地への道を正しく案

内することができる。 

【話すこと(正確)】 

①道案内の説明を正し

く聞き取り，道順を正

しく理解することがで

きる。 

【聞くこと(正確)】 

①道案内の基本的な表

現を理解している。 

【話すこと・聞くこと

(知識)】 

 

４ 指導計画（本時１/２）と評価計画 

学習過程 時配 主な学習内容 評価規準（方法） 

見出す 

 

 

調べる 

 

 

深める 

 

 

まとめあ

げる 

 

第１時 

（本時） 

・道案内の基本表現の理解 

 

 

・道案内の説明文を聞き取る 

道案内の基本的な表現を理解している。 

         エ－①＜知・理＞（観察） 

 

道案内の説明文を聞いて，正しく理解するこ

とができる。 ウ－①＜理＞（ワークシート） 

第２時 ・決められたペアで模擬道案内 

 

 

・自由なペアで模擬道案内 

ペアワークにおいて積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとしている。  

ア－①＜コ＞（観察） 

地図を見ながら，目的地までの道のりの案内

を説明することができる。 

イ－①＜表＞（ワークシート） 

 

★身近な場面や役割のもと，継続して会話す

ることができる。 

（CAN-DO リスト「話すこと(やりとり)」

の観点から） 

 

５ 本時の指導 

（１）目標 

 ・地図を見ながら目的地までの行き方を聞いて，正しく理解することができる。 

 ＜外国語理解の能力＞ 

 ・道案内の基本的な表現を理解している。        ＜言語や文化についての知識・理解＞ 

 



（２）展開 

時配 学習内容と学習活動 指導・支援 〇評価 資料 

（4） 

 

1. Greetings  

リトルティーチャーを指名し，挨拶・曜

日・日付等を尋ねさせる。 

 

2. Presentation of Today’s Goal 

・元気に挨拶し，明るい雰囲気をつく

る。 

ト ラ ン

プ 

『困っている外国人を助けて，道案内をしてあげよう。』 

（4） 3. Warm-up  

生徒は全員起立し，教師の合図で足踏みを

始める。教師の“Go straight!” “Turn right!” 

“Turn left!” という指示を聞き，リピートし

ながら体をその方向に向け，歩き続ける。 

・リズムに合わせ，教師の指示をリピ

ートして動き，間違えたら座る。 

CD 

（4） 4. Introduction  

JTE と ALT でスキットを２度行う。今日

何を学習するのか知らせる。 

・大げさに表現し，生徒の興味を引く。 教科書 

（6） 

 

5. Listening  

JTE と ALT の会話を２回聞き，リスニン

グワークシートの空欄を埋める。 

答えを確認する。 

・スピードを変えて行う。 

○道案内の基本的な表現を理解して

いる。 

＜言語や文化についての知識・理解＞ 

ワ ー ク

シート 

（地図） 

  

(6) 

 

 

6. New words and expressions  

新出単語や重要な表現を確認･練習する。 

( 全体 →  個人 ) 

・本文の意味がわかるように練習す

る。 

 

フ ラ ッ

シ ュ カ

ード 

(7) 7. Reading practice  

(1) 教師の後に続いてリピート (×1) 

(2) ALT とロールリーディング (×1) 

(3) パートナーとロールリーディング (×2) 

・何度も音読し，口慣らしさせる。 教科書 

(13) 8. Listening Activity  

ALT と JTE の会話を生徒に聞かせ，白地

図のどこに何が入るのか４人グループで考

えさせる。 

(1) A 地点からパン屋まで。 

(2) B 地点から銀行まで。 

(3) C 地点からスーパーまで。 

(4) D 地点から公園まで。 

・会話のスピードは遅くしない。キー

ワードを聞き逃さないように促す。 

○地図を見ながら目的地までの行き

方を聞いて，正しく理解することが

できる。 

＜外国語理解の能力＞ 

ワ ー ク

シート 

 (5) 9. Presentation  

ALT と JTE の会話を聞き，代表者が黒板

の地図に行き方を示していく。 

・正しく行けるかどうか確認する。  

(1) 10. Consolidation  

発表について ALTと JTEがそれぞれコメ

ントする。 

・次回の連絡をする。 

 

 

 



（３）板書計画 

困っている外国人を助けて，道案内をしてあげよう。 Wednesday, November thirtieth, sunny 

MENU 

1.Greeting 

2.Introduction 

3.Listening 

4.New words 

5.道案内 

 (Reading) 

☆Good expressions 

1. Would you ～ ? 

2. Could you ～ ? 

 

☆Small game 

○ Go straight. 

○ Turn right. 

○ Turn left. 

 

 

 

 

 

 

MAP 



 



 



 


