
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，自分でも簡単な道案内ができるようになる

ことを目標としている。道を尋ねたり，案内したりすることは普段の日常生活においてごく普通のや

りとりである。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。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。 

 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ときに自信をもって

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 

 

 

一斉授業の中で学習形態を工夫すること，そして「自分たち（生徒同士）で学ぶ」という意識を育

てることによって学習効果を上げたいと考えている。具体的には，毎時間の授業で個人・ペア・グル

ープ等で活動する場面を設定し活動量を増やすこと，そしてアウトプットの機会をできるだけ多く作

り，そこからまた個々が学ぶサイクルを作ることを目指している。多くの人の前で英語を発表するこ

とはハードルの高い活動ではあるが，やり遂げた時には大きな達成感を得ることもできる。発言・発

表を通して生徒が自分の英語に自信をもつことができるように十分な練習時間を確保することを心が

けたい。一見難しいことでも，「やればできる」との実感をもたせるような指導を目指したい。 

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？ 

・海外で，何を聞かれたのかはよくわからなかった。 

・「ここのテニスコート使っていいよ」みたいなことを言われ，「Thank you.」と返した。 

・ディズニーランドで，写真を撮ってと頼まれ，使える英語で答えて撮ってあげた。 

・道を聞かれ，自分達も道に迷っていたので断った。 

・ショッピングセンターで，行き方を聞かれ，英語で説明できなかったので一緒に連れて行っ

てあげた。 

・自動販売機の場所を聞かれた。 

・駅のバス停で，ホテルの場所を聞かれ，その人が持っている地図で指し示して教えた。 

・ショッピングセンターで「駅はどこ？」と聞かれて，地図で教えた。 

・あめはどこに売っているか聞かれ，そこまで連れて行った。 

・ショッピングセンターで，ある店の位置を聞かれて，説明できなかったので案内してあげた。 

・花火大会で，「会場はどこ？」と聞かれて，方向を英語で言った。 

 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 

   ※いいえと答えた人 →なぜ？ 

   ・困っていそうな開国人観光客を見かけたことがないから。   名 

・英語がわからない。自信がない。   名 

・どこの国の人かわからないから。 

   ・困ってなかったらどうしようと思ったから。 

   ・こちらから話しかける前に，向こうから話しかけてくる。 

   ・怖かったから。 

 

【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 

本課では，道案内をするときに使われる英語表現を学ぶ。道案内という使用場面設定は中学校では

初めてであるため，まずは小学校にて口頭で学んだ表現を思い出させ，「やったことがある」「わかる

かも」という自信をもって学習に取り組めるようにしたい。本課で新たに身につける主な表現は，

“Would you like some help? ”とていねいな呼びかけ，“Could you tell me the way to the station? ”

と道をたずねる表現，そして“It’ll take about five minutes. ”と経過時間を表す表現である。 

人に何かを頼んだり尋ねたりする表現には，その人との人間関係による違いが多少なりとも表れる。

特に道案内は大抵の場合において地理に詳しくない旅行者に対してするものであり，今回も初対面の

人との会話である。友達や家族などの近しい人への言葉かけとは異なる点を押さえたい。本単元で扱

う“Would you ～？”“Could you ～？”は，それぞれ will と can の過去形を使う，ていねいな表現

である。would を用いた表現は，２年次では POWER-UP④「ファーストフード店で」で既習である

（“What size cola would you like…? ”“Would you like anything else? ”）が，スペルや発音の難し

さから苦手意識をもつ生徒も多い。これまでも出てくる度につづりと発音の関係も含めて確認してい

る。同様に，could に関しても教科書ではこの課が初出，小学校段階でもあまり触れられていない部

分でもあるが，“Could you ～？”は“Can you ～？”のていねいな表現と，全く新しい表現ではな

く，これまで習ったこととに関連づけて認識させることに気をつけたい。可能・能力を表す助動詞 can

だけでなく，依頼表現としての“Can you ～？”は小学校でも多く使ってきており，定着度は高い。 

場所をたずねる表現としては，疑問詞 where を使った文が１年次 Program５「国際フードフェス

ティバル」で学習済みである。２年次１学期から断続的に帯活動で取り組んでいる Q&A でも“Where 

is the school library? ”“It’s on the 2nd floor. ”というやりとりが含まれており，ある程度定着して

いる。Where に対する答え方には，位置を表す前置詞の使い分けの難しさがある。特に今回のような

街中の道案内では，目印となる建物等との位置関係を表す語句が重要になってくる。２学期，Program

５「Gulliver’s Travels」で“There is/are ～. ”を学ぶ際に基本的な前置詞を復習したが，まだ定着

が充分でない部分もあるので本課で再確認したい。また，場所をたずねる応用表現として，例文内で

は“Could you tell me the way to ～? ”，そして Expression Box では別表現として“How can I get 

to ～? ”も出てくる。基本文を押さえつつも，生徒自身が選んで使えるような提示を工夫したい。 

 必要時間に関する話題も本課が初出であり，“How long～？”とその答え“It’ll take ～. ”の表現

を学ぶ。「どのくらい」と程度をたずねる疑問詞 how は１年次で How many を学習し，以降 How much

導入時にその違いを説明する際や疑問詞をまとめて復習する時など，折に触れて取り上げてきている。

「どのくらい長く」という説明になるが，long は生徒達にとって距離的な長さという認識が強いよう

なので，ここでは時間的な長さをたずねており，「（時間が）かかる」という意味では初出の take と

関連づけて覚えさせたい。 

 先にも述べたとおり，道案内は小学校で毎年必ず取り組む言語活動であり，生徒たちにとっては馴

染みのある表現が多い。しかし，事前アンケートからもわかるように，英語力に対する自信のなさか

ら，困っていそうな観光客がいても話しかけられない生徒が多い。見知らぬ外国人に話しかけるとい

う行動は，確かに中学生にとって非常に高いハードルだということが事実だとは思うが，それでも最

終的には「積極的に英語が使える」状態を目指したい。英語を活用し，自ら色々な人と関われる人に

なってほしい。そのために，日々の英語学習から少しずつ自信をつけられるよう，できるだけ多く習

った英語を使う場面を作ることを目指している。また，たとえ流暢で正しく完璧な英語でなくとも，

なんとか伝えようとする姿勢を育てていきたい。特に，本課のような POWER-UP や My Project は，

自分たちの言葉・表現を使う場と位置づけ，生徒たちに様々な形で挑戦させている。 



 

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 道案内の表現を理解し，運用することができる。   ＜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２/２）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 ・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 

（本時） 

・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

ョンを取ろうとしている。 

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 

 ・間違いを恐れずに積極的に道案内の会話に参加しようとしている。 

  ＜コミュニケーションへの関心・意欲・態度＞ 

 ・道案内で用いる表現を使い，正確に道順を説明することができる。   ＜外国語表現の能力＞ 

 



（２）展開 

時配 学習内容と学習活動 指導・支援   ○評価 資料 

(３) 

 

 

 

(７) 

1. Greetings 

Little Teacher とクラス全体の Q&A で挨拶，曜

日・日付・天気の確認を行う。 

 

2. Warm-up 

(1)ペアで Q&A 練習３分間。 

(2)ALT と Criss Cross Q&A３分間。 

 

 

・テンポ良く，雰囲気良く進め

られるよう LT を補助する。 

 

 

・生徒が奇数なら ALT が入る。 

・なかなか全員座れないような

ら，時間を見て切り上げる。 

 

 

 

 

 

 

Q&A

シート 

(３) 

 

 

 

 

(１) 

3. Review 

前時の復習として【教 p.68】の基本対話を音読す

る。 

 

 

4. Presentation of Today’s Goal 

板書した学習課題を確認する。 

 

・黒板の模造紙に注目すること

で顔を上げさせる。 

 

 

基本対

話の模

造紙 

『地図を使って道案内をしよう』 
 

(10) 

 

 

 

 

 

(13) 

5. Activity1：Giving the Directions（教 p.69-Task2） 

ペアで役割分担し，条件に合わせて対話する。 

(1)１番を一緒に考えながら全体でやる。 

(2)２・３番は各ペアで考えて対話する。 

 

6. Activity2：Giving the Directions（w/City Map） 

■手順理解とペア練習 

(1)ALT・JTEが基本対話を使いModel Dialog提示。 

A: Excuse me. Would you like some help? 

B: Oh, yes, thank you. Where am I on this map? 

A: Let’s see. You’re right here, very close to the… 

B: Could you tell me the way to the station? 

A: Sure. Go straight down this street…. 

B: How long will it take? 

A: It’ll take about 5 minutes. 

(2)ペアで役割分担し，道案内をする。 

(3)ローテーションして２～３回練習。 

 

■フリーペアでの道案内 

(1)ジャンケンで観光客役・案内役を決める。 

(2)自由に歩き回り，新たに３人以上と会話。 

(3)役割を交代してもう１回。 

 

 

・黒板の地図で道順を確認しな

がら言わせる。 

 

 

 

・地図は事前に宿題として作成

し回収済み。 

 

 

・Model Dialog 提示後，教科書

のExpression Boxも音読し，

参考にするよう助言。 

 

 

 

 

 

・地図をランダムに配付。 

・つかえてもよいので，臨機応

変に英語で対話を繋げられ

るよう励ます。 

○道案内の表現を積極的に使

い対話を繋げようとしてい

る。 

（観察）＜コ＞ 

 

 

拡大地

図 

    



 

(８) 

 

7. Presentation 

・３組ボランティアまたは指名し，ALT 相手に自分

の地図で道案内をする。 

 

 

 

・生徒の地図は書画カメラで

TV に大きく映し出す。 

○道案内で用いる表現を使い，

正確に説明することができ

る。（観察）＜表＞ 

 

 

書画カ

メラ 

TV 

(５) 8. Consolidation 

・自分の取組を振り返る。 

・ワークシートを提出。 

 

 

・自己評価しながら今日の内容

を振り返らせる。 

 

 

 

（３）板書計画 

Wednesday, November thirtieth, sunny    地図を使って道案内をしよう  

MENU 

1.Greeting 

2.Q&A 

P-up④道案内 

3.Review 教 p.68 

4.Activity1 教 p.69 

5.Activity2 

6.発表 

7.まとめ 

☆P-up④ Speaking（教 p.68） 

 

 

※対話の模造紙を貼る。 

 

☆Activity（教 p.69） 

 

 

 


