
中学校 英語科学習指導案 
 

                           日 時  平成24年○月○日 

                           対 象  ○○立○○中学校 
第３学年○・○組 

少 人 数 ク ラ ス 
 
１ 単元名 ONE WORLD English Course 3（教育出版） 
           Lesson3 Our First Rakugo in English 
 
２ 単元のねらい 

【概要】 
前課（Lesson2）で学んだ現在完了の継続、経験に続いて、本課では完了の用法を学ぶ。 

更に、現在完了の３用法全体及び新出事項の間接疑問文の定着を図る。 
【題材Themes & Topics】 
  日本文化を発信する話題として、英語落語を取り上げている。Part1では、落語家の桂か 

い枝さんがアメリカで英語落語をした際の体験を話す。Part2～4では、英語落語の「動 
物園（The Zoo）」を読む。 

【文型・文法Grammar】 
  ①現在完了（完了） I have just come back from school. 
  ②現在完了（完了）の疑問文とその応答 

 Have you had lunch yet? -----Yes, I have. / No, I haven’t. 
  ③主語＋動詞＋whatなどで始まる疑問文（間接疑問文） 

I don’t know what I should do. 
  ④I wonder＋whatなどで始まる疑問文（間接疑問文）I wonder what will happen. 
【言語活動Activity】 

聞く活動  
   ①強勢、イントネーション、区切りなど基本的な英語の音声の特徴をとらえ、正しく聞 

き取る。 

  ②自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて、情報を正確に聞き取る。 
  ③まとまりのある英語を聞いて、概要や要点を適切に聞き取る。 

  話す活動 
  ①強勢、イントネーション、区切りなど基本的な英語の音声の特徴をとらえ、正しく発音 

する。 
  ②自分の考えや気持ち、事実など聞き手に正しく伝える。 
  ③聞いたり読んだりしたことなどについて、問答したり意見を述べ合ったりなどする。 
  ④つなぎ言葉を用いるなどのいろいろな工夫をして話を続ける。 

読む活動 
  ①文字や符号を識別し、正しく読む。 
  ②書かれた内容を考えながら黙読したり、その内容が表現されるように音読する。 
  ③物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取る。 
  ④話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりするこ 

となどができるよう、書かれた内容や考え方をとらえる。 
書く活動 

  ①文字や符号を識別し、語と語の区切りなどに注意して正しく書く。 
  ②語と語のつながりなどに注意して正しく文を書く。 
  ③聞いたり読んだりしたことについてメモをとったり、感想、賛否やその理由を書いたり 

などする。 
 

 
 

 
 



３ 単元の評価規準 
                ●＝教室活動の観察による評価 ○＝テストによる評価 

 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 

単元の 
評価規準 

●言語活動において、多 
くの仲間と話す機会をも 
とうとしている。 
●教科書内容の理解を深 
めるために、ノートの準 
備、ワークシート、音読に

積極的に取り組んでいる。 

●○現在完了の完了用法

を含む文を正しく使って、 
話したり書いたりするこ 
とができる。 

●○間接疑問を含む文を

正しく使って、話したり書

いたりすることができる。 
○内容を伝えることを意 
識して、教科書の音読が 
できる。 

●○現在完了の完了用法

を含む文を聞いて、その 
内容について正しく理解 
することができる。 
●○現在完了の完了用法

を含む文を読んで、その 
内容について正しく読み 
取ることができる。 

●間接疑問文のイント

ネーションを理解し、正

しく発音できる。 
●落語について理解し

ている。 

●日本と外国の文化的

な違いを理解している。

○現在完了でよく使わ

れる語句や表現につい

ての知識を身に付けて

いる。 
○間接疑問文の文の構

造についての知識を身

に付けている。 

学習活動 
に即した 
具体的な 
評価規準 

①Bingoや90秒クイズを

含めたペアワークやグル

ープワークに積極的に参

加し、仲間とコミュニケー

ションを取ろうとしてい

る。 

②教科書Activityのペア

ワークの活動に相手と協

力して積極的に取り組ん

でいる。 
③Lesson3のノート準備

やワークシートに積極的

に取り組んでいる。 
④間違いを恐れず、積極的

に音読に取り組んでいる。 

①口頭により現在完了の

完了用法を含む文を正し

く使って、ちょうどし終わ

ったことを伝えたりたず

ねたりすることができる。

②口頭により間接疑問を

含む文を正しく使って、間

接的に物事をたずねたり

述べたりすることができ

る。 

③正しい強勢、イントネー

ション、区切りなどを用い

て音読することができる。

④英文ガイドブックを読

み手に分かりやすく書く

ことができる。 

⑤現在完了の文構造を理

解し、正しく書くことがで

きる。 

⑥交通機関を使っての目

的地までの行き方を説明

することができる。 

①本文復習ワークシート 
（English Afternoon 
Tea）で、本文の内容を理 
解し、正しく解答できる。 
②プロフィールを正しく

読み取ることができる。 

③ディクテーションで本 
文の内容（Lesson3-2）を

正しく聞き取ることが 
できる。 
④リスニングテストで、現

在完了の完了用法や間接

疑問を含む内容を聞き取

ることができる。 

⑤交通機関を使っての目

的地までの行き方を聞い

て、理解できる。 

①既習事項復習ワーク

シート（English Calciu

m）で、既習文法や既習

語彙について正しく解

答している。 
②文法練習ワークシー

ト（English Chocolate

 Grammar）で、新出文

法について正しく解答

している。 
③落語「動物園」の 後

のおちを考えることが

できる。 
④ディクテーションで

本文の内容（Lesson3-2)

を正しく書き取ること

ができる。 
⑤教科書の音読が正確

にできる。 

⑥英文ガイドブックで、

調べた町について正し

い文法を使って説明で

きる。 

 
 
 

 
 

 
 



４ 単元の指導計画と評価計画（15時間扱い）  

指導時数(15) 主な学習内容 評価規準 

第１時 Lesson3-(1)文法（現在完了の完了用法の導入と 

練習） 
ア-①②③、イ-①、エ-①② 

第２時 Lesson3-(1)本文の内容理解，セクションの復習 ア-①③④、イ-③、ウ-①、エ-⑤ 

第３時 Lesson3-(2)文法（現在完了の完了用法の疑問文

の導入と練習） 
ア-①②③、イ-①、エ-①② 

第４時 Lesson3-(2)本文の内容理解，セクションの復習 ア-①③④、イ-③、ウ-①、エ-⑤ 

第５時 Lesson3-(3)文法（間接疑問文（主語＋動詞＋what
などで始まる文）の導入と練習） 

ア-①②③、イ-②、エ-①② 

第６時 Lesson3-(3)本文の内容理解，セクションの復習 ア-①③④、イ-③、ウ-①、エ-⑤ 

第７時 Lesson3-(4)文法（間接疑問文（I wonder＋what
などで始まる文）の導入と練習） 

ア-①②③、イ-②、エ-①② 

第８時 Lesson3-(4)本文の内容理解，セクションの復習 ア-①③④、イ-③、ウ-①、エ-③ 

第９時 

本時 

Lesson3まとめ，ディクテーション ア-①③、ウ-②③、エ-③④ 

第10時 文の作り方２ ア-①、イ-⑥ 

第11時 Project（ガイドブックを作ろう，導入） ア-①、イ-⑤ 

第12時 Project（ガイドブックを作ろう，作成①） ア-①、イ-⑤、エ-⑥ 

第13時 Project（ガイドブックを作ろう，作成②） ア-①、イ-⑤、エ-⑥ 

第14時 Project（ガイドブックを作ろう，作成③） ア-①、イ-⑤、エ-⑥ 

第15時 Jiro in America１ ア-①、ウ-④ 

 

 
 

５ 指導観 
（１）単元観 

前課で学んだ現在完了の継続、経験に続いて、本課では完了の用法を学ぶ。現在完了の
形や用法そのものはすでに学習しているので、日本語には存在しない時制のイメージを３

用法全体を通じて印象付けたい。また、新出事項の間接疑問文も直接疑問文から論理的に
説明し、定着を図る。 

日本文化を発信する話題として、英語落語を取り上げている。前課ではおせちやちょう
ちんなど日本の文化を一つ選び、英語で紹介する活動も行っている。日本文化が外国でど

のように受け入れられているかについて興味をもたせ、単元のまとめとして外国都市のガ
イドブック作成に結び付ける。 

 
 



（２）生徒観 
   （省略） 

 
 

（３）教材観 
 落語家、桂かい枝さんは英語で落語を始め、2011年までに15カ国で200回以上の公演をし、

落語の魅力を世界に伝えている。彼が登場人物たちの中学校を訪れ、海外での体験を語っ
ているシーンが単元の内容である。 

Part1では桂かい枝さんがアメリカで英語落語をした際の体験を話す。Part2～Part4は英
語落語の「動物園」を読み、自分たちで「落ち」を考えるようになっている。文法は現在

完了の完了用法と間接疑問文が混ざり複雑な文章構造をもつが、ストーリー性の強い内容
なので、生徒には理解しやすいと考えられる。 

 
 
 
６ 本時の学習（単元全15時間中の第９時間目） 

（１）本時の指導目標（ねらい） 
   ・英語落語「動物園」のストーリー全体を把握し、「落ち」を楽しむ。 

   ・本課で学習した表現の定着を図り、実際の場面で活用できるようにする。 
    【言語材料】①現在完了形（完了）②間接疑問文 

 
 
（２）本時の展開  

 学習活動  学習形態 
 と時間 

 指導上の留意点・配慮事項  評価規準 

 導 
 入 

 1．Greetings & Homework Checking 
 ・あいさつ 
 ・イングリッシュカードの配布 

 2分 
 一斉 

7月の歌♪"Daydream   

Believer"を流しておく  

（BINGOの前まで） 
 
はじめのあいさつから自然

な対話を目指す。 

 

 2．Bingo（帯活動）[No.24]  
 ・1分30秒の準備時間に今日のBINGO 

(No.24)を記入する。終わっている人は次

のBINGOの記入に進んでよい。 
 ・ペアで競う。順に読み挙げられる40単語 
  を消し、先にビンゴが５本そろった方の勝 
  ち。 
 ・勝った生徒はBINGOの世界地図を１マス 
 進め、イングリッシュカードに１ポイント

入れる。 

 5分 
 一斉 
 ペア 

Bingo Book右上に日付を

記入させる。 
 →July 5th, Thursday 
 
ペアが欠席している場合、

適宜グループを作る。 
 
BINGOがそろい始める30
単語前後から読み上げるス

ピードを緩める。 

 ア-① 



 3．Dictionary（帯活動） 
 ・辞書引き競争。30秒以内に与えられた英単 
  語を引く。①英和②和英。 
  ①real=【形容詞】実在する，ほんとうの 
  ②水球=【名詞】water polo 
 ・辞書が引けた生徒は手を挙げ、単語にマー 
  カーで印をつける。 
 ・時間内に辞書が引けたら、ポイントカード 
  に１ポイント入れる。 

 2分 
 一斉 

Taskで桂かい枝さんのプロ
フィール読むときに有効な

英単語を選定する。 
 
 
 
 
 
 
辞書が引けた順に，生徒を 
カウントしていく。 

ア-① 

 4．90 Seconds Quiz（帯活動） 
 ・90秒クイズ。ドリル表を見て、ペアで交互
  に問題を出し合う。 

 
 ・本日No.7の第１回目 

4分 
 ペア
 

クイズを出し合う順番につ 
いて「落語好きな方」と指示
する。 
 
答えられた問題数を挙手さ 
せ、次回のモチベーション 
につなげる。 

 ア-① 

 
復

習 
↓

展 
開 

5．Review① 
・宿題の答えを確認する。 

  ①Lesson3-4の翻訳  
②ワークシートNo.34（本文復習ワークシ

ートEnglish Afternoon Tea3-4） 
 

・桂かい枝さんが演じる英語落語「動物園」
を聞く。 

 
 

 
・落語の「落ち」について話を聞く。 

 

15分 

一斉 

一人一人指名し、答えを 
確認する。 

 
 

 
 

桂かい枝さんの英語落語に
興味をもたせるよう発問す

る。 
 

 
桂かい枝さんの英語落語の

「落ち」と伝統的な「落ち」
が異なっていることを説明

する。 
 

ア-③ 

 6．Review② （本文の内容理解） 
・「桂かい枝」という人物について、 

既習の情報に加え、更に説明を聞く。 

 
 

 
・教科書p.38Taskの①（桂かい枝さんの情報

を読み取る活動）に取り組む。 
 →答え合わせをする。 

 10分 
 個人 

ピクチャーカードを使用す

る。 

本名（古瀬浩雄）や高校時
代に水球でインターハイに

出た経験などを話す。 

机間指導し、理解が十分で

はない生徒を支援する。 

エ-③ 

 

 

 

ウ-② 



 
ま 
と 
め 

  

7．Dictation 
 ・ワークシートNo.35（ディクテーション 

ワークシート）に、スクリプト（Lesson 
3-2）を書き取る。 

 
・各自答え合わせをする（減点法）。 

10分

個人 

3回放送する。生徒の進捗状

況をみながら音声を切る。

ウ-③
エ-④

 8．Practice   
 ・ディクテーションの採点が終わったら 

ワークブック「ジョイフルワーク」の 

p.38～39を解く。 
答え合わせは各自で行う。 

 5分 
 個人 

採点が終わった生徒はワー 
クブックに取り組むように
指示する。 

 

 9．Consolidation & Homework 

 Assignment 
 ・宿題の提示 
  ①ノート作りLesson4-(1) p52～53 
  ②ジョイフルワークp.38～39 
 
 ・イングリッシュカードの回収 

・次回授業の連絡：クラス替えがあること 
 ・あいさつ 

 1分 
 一斉 

宿題は口頭で指示するだけ
でなく，板書して確認する。 

 

 
 
 
（３）授業観察の視点 
  ・１時間の授業のそれぞれの活動に関連性があり生徒に分かりやすい流れとなっていたか。 
  ・桂かい枝さんが演じる英語落語に興味をもち、意欲的に聞いていたか。 
 
 
（４）板書計画 
 

 
 
 
July 5th 
Thursday 
Bingo  
No.24 

 

Real=形本当の 
水球=名water polo 
 
〈Task〉 

1)1969年 兵庫 

2)古瀬浩雄 

3)1995年 

4)15年 

5)10年以上 

 
〈Q&A〉 

1)No, he didn’t. 

2)Lion did. 

 
〈作文〉 
1)I wonder how old Mr. Okusako is. 

2)I wonder who invented this machine. 

 

〈Homework〉 

・ノート作りLesson4-(1)p.52～53 
・ジョイフルワークp.38～39 

 
 


