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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 「～はだれですか。」Who is ～?の文を復習する。 

(1) 「使ってみよう」の対話をする。 

 “She has a long hair. She has two books. 

  Who is she?” ―  “I know.  She is Mai.” 

(2) 本時のめあてを確認する。 

 

 

 

・デジタル教科書を利用 

 

さぐる 

２ 友だち紹介の文を作り上げる。 

(1) それぞれで、前時のインタビューをもとに友だち

紹介の文を作ってみる。 

(2) ４人グループの中で紹介し合う。 

(3) 紹介する友だちを１人にしぼり、その紹介文を４

人で考えてタブレット PC に書きこむ。 

 

 

３ グループごとにできあがった紹介クイズを楽しむ。 

(1) タブレットPCに書いた紹介文を電子黒板に映し、

両脇に４人が立って発表する。 

(2) 誰のことを言っているのか推測して答える。 

 

 

 

 

 

 

 

・タブレットＰＣを使って話し合い 

 

 

 

 

・グループで作った作文を提示 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

○友だちを紹介するときは、三人称単数の主語と動詞に

気をつけることを確認する。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. 疑問詞 who を用いた疑問文を理解する。 

(1)’Who is ～?’の疑問文を知って練習する。 

(2)友だち紹介を通して作文や対話を楽しむ。【本時】 

(3)疑問詞 who や代名詞に気をつけて本文を読む。 

さぐる 

【２時間】 

２. 代名詞 her と him が用いられる文を理解する。 

(1)代名詞 her と him を知り、使い分けを練習する。 

(2)代名詞が誰を指しているか気をつけて本文を読む。 

まとめる 

【２時間】 

３. 疑問詞 when を用いた疑問文を理解する。 

(1)’When do you ～?’の疑問文の使い方を理解し、練習

する。 

(2)疑問詞 when を用いた英文やそれに対する応答文

に気をつけて本文の内容を読みとる。 

第 7学年（中 1） 英語 

単元名：疑問詞 

 

インタビューをもとに 
友だちの紹介をしよう 

○ タブレットＰＣを使ったグループ作文  ○ 電子黒板で作文発表 単元の目標 

○ 友だちとのインタビューや紹

介クイズを通してやりとりを

楽しむ。 （関心・意欲・態度） 

○ 疑問詞 who や when を使って

尋ねたり、代名詞（目的格）を

使って説明したりすることが

できる。             （表現） 

○ 三人称単数が主語になったり

目的語になる文に慣れ、文を読

んだり質問に答えたりするこ

とができる。         （理解） 

○ 疑問詞 who や when、三人称の

代名詞の主格と目的格を正し

く使うことができる。 （知識） 

 

・動詞の変化や代名詞に留意して「友だち紹介」の文を作ることができる。（表現） 

・「友だち紹介」クイズで、発表したり答えたりすることを楽しむことができる。（関心・興味・態度） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板で学習内容を確

認する。 
① 
A1 

グループの紹介文をタブ

レットＰＣに書く。 

タブレットＰＣの文を電

子黒板で発表する。 

② 
C2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前時の学習内容を

確認する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
代名詞 he、she を使った人物紹介を教科

書の課題に取り組みながら復習する場面

で、デジタル教科書を使った。 

生徒は、例の絵と音声を手がかりに、人

物紹介するためにはどのような文を作れば

よいのか考えることができた。教科書のど

の部分の学習であるかが明確で、全員が集

中して取り組んだ。 

 ② グループの紹介文をタ

ブレットＰＣに書く。 Ｃ2 
◇ タブレット PC 

グループの中で紹介クイズを出し合わせ

たあとで、クラスのみんなに出題するクイ

ズを１つ選ばせ、タブレットＰＣに手書き

させた。 

生徒は、誰かが作った文をそのまま写し

て終わるのではなく、よりよいものにしよ

うと単語を変えたり、誤りを見つけて正し

たりするなど、班内で話し合いながら書き

込む姿が見られた。みんなで取り組む中で

理解が深まるとともに、様々な考え方にふ

れて表現の幅を広げることができた。 

 ③ タブレットＰＣの文を電子

黒板に映して発表する。 C1 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

タブレットＰＣに書いたクイズをグルー

プで選ばせて、電子黒板に映し、メンバー

全員で順に読ませてみんなに出題させた。 

生徒は、大きな声で一生懸命に読んで出

題した。また、聞く側の生徒も電子黒板に

注目してしっかり聞いていた。一度聞いた

だけでは不確かになるところを電子黒板で

確かめることができ、誰もが安心して楽し

く参加することができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 学級の友だちをクイズの答えにすることで、作文することに対する意欲を高めることができた。 
○ タブレットＰＣという学習ツールを使って書いたり出題したりすることで、グループ活動の協力性

が高まり、発表の完成度が高まった。 
● タブレット PC 協働ソフトの操作に手間取る場面が多く、発表時間が十分に保証できなかった。 

授業を振り返って 

 

デジタル教科書で主語が三人称単数の文を復習する

生徒 

紹介文をタブレットＰＣに書き込んでいる生徒 

紹介クイズを電子黒板に映して問いかける生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 教科書の内容を復習し、今日学習することを確認する。 

(1) 教科書の本文を読む。 

(2) 前時に考えた対話を英語に直して、最後に発表するこ

とを確認する。 

 

 

 

・相手を誘う表現 

・電話特有の表現 

さぐる 

２ 自分たちの考えた対話を英語にし、対話練習をする。 

(1) 辞書を使って対話文を作成する。 

 

 

 

 

(2)インターネットの英語の発音サイトを利用して、分から

ない発音を確認する。 

(3)電話でのコミュニケーションで大切なポイント（明瞭な

発音、相手に応じた繰り返し）を意識しながら、音読練

習を行う。 

３ 対話を発表する。 

(1)電子黒板を、なるべく見ないで対話発表を行う。 

(2)電話でのコミュニケーションなので、明瞭な発音や相手

の反応に応じた繰り返しなどを心がける。 

 

 

 

 

 

・和英辞書での語彙調べ 

・発音検索・確認 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1)本時の学習をまとめる。 

(2)次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全２時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 電話での応答に用いられる基本的な英語表現をつか

む。 

(1)電話での対話の聞き取りや音読練習を通して内容を

理解する。 

(2)Why don’t you~?などの相手を誘う表現や、Hold on, 

please.などの電話特有の表現について理解する。 

(3)自分たちの対話を作成するために、ペアで状況設定を

考える。 

さぐる 

【１時間】 

２. ペアで自分たちの電話での対話を作成する。 

(1)電話での特有の表現を使って、簡単な応答をしたり、

誘ったり、約束したりする対話を作成する。 

(2)作成した対話の音読練習を行う。【本時】 

まとめる 
３．ペアで、自分たちの対話を発表する。 

第８学年（中２） 英語 

単元名：電話表現 
 

電話の定型表現を身につけ、

自由に使えるようになろう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 電話での対話の場面で、身近な
内容について積極的に対話を
しようとしている。 
     （関心・意欲・態度） 

○ 電話での対話の場面で、予定に
ついて積極的に話し合おうと
している。 
     （関心・意欲・態度）            

○ 電話での質問や依頼に対して
適切に応じることができる。    

（表現） 
○ 電話という音声のみのコミュ

ニケーションの場に応じた読
み方ができる。      （表現） 

・自分たちの考えた対話を積極的に英語にし、対話する練習をしようとする。（関心・意欲・意欲） 

・電話でのコミュニケーションで大切なことを押さえながら、発表することができる。（表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

ペアでタブレット PC を

使い、インターネットのサ

イトで発音を確認させる。 
② 
② 
B2 A:Hello? This is A. 

B:Hello, A? What’s up? 

A: I’m going to play soccer? Why don’t you play with me? 

B: Great. What time and where will we meet?・・・ 

① 
A1 

電子黒板を使い教科書

の内容を提示する。 

③ 

C1 

発表内容を電子黒板に

映す。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  電話での表現を復

習する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
前時に学習した電話での基本表現をデ

ジタル教科書を用いて提示し、復習を行

った。教科書の本文を音読しながら、相

手を誘う表現や依頼する表現、それらへ

の応答表現などを確認することで、自分

たちで対話を作成する意欲付けを行っ

た。 

 ②  対話文で用いた語

の発音を調べる。 B2 
◇ タブレット PC 

対話文中で使った、新しい単語の発音

をインターネットの無料翻訳サイトを利

用して調べたり、辞書で調べたりして発

表のための会話を確認した。また、あと

で電子黒板を使って発表するために、自

分たちの発表内容をタブレット PC に書

き込んだ。どんどん書き込んで練習する

ペアもあり、書き込んだ内容を電子黒板

に写して見せると遅いペアも奮起してい

た。 

 ③  作成した対話文を

発表する。 C1 
◇ 電子黒板 

電子黒板に、自分たちの作った対話表

現を映しながら、なるべく見ないで発表

した。電子黒板に文字があるので、音声

のみでの発表よりもわかりやすく、他の

生徒もしっかり聞いていた。皆が注目し

てくれるので、発表する生徒も大きな声

で一生懸命発表していた。 

 

 

 

 

 

 

○ インターネットのサイトを利用することで、対話内容をしっかり考えて発表する意欲が高まった。 
○ 電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、より意欲的に発表しようとする気持ちが

高まった。 
● インターネットで調べることと、タブレットに対話を書きこむことが同時にできず、時間がかかっ

た。 

授業を振り返って 

 

電話での表現をデジタル教科書で復習する生徒 

無料翻訳サイトを利用して発音を調べている生徒 

電子黒板に対話を映して発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 教科書の内容を復習し、今日学習することを確認す

る。 

(1) 教科書の本文を読む。 

(2) 前時に決めた名物を紹介する文を、英語に直して最

後に発表することを確認する。 

 

 

 

・本文の内容理解 

・接続詞 if を用いた英文 

さぐる 

２ 自分たちの考えた紹介文を英語にし、紹介する練習

をする。 

(1) 辞書を使って、紹介文を作成する。 

例)If you come to Munakata in the spring, you must go to 

Chinkokuji. You can see beautiful cherry blossoms. You 

can enjoy lunch with your friends under cherry trees. 

(2) 作成した紹介文の音読練習を行う。 

３ 案内文を発表する。 

(1) 電子黒板をなるべく見ないで言う。  

(2) 観光名所等について知らない人にも理解できるよ

うに、聞き手の反応を意識し、ゆっくり大きな声で、

明瞭な発音を心掛ける。 

 

 

 

 

 

・観光名所写真の検索 

・和英辞書で表現検索 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. 観光名所や名物などを紹介する文に必要な表現をつ

かむ。 

(1)There is~、 There are～を用いて物の存在について描写

することができるようになる。 

(2)時を示す接続詞 when の用法を身につける。 

(3)条件を説明する接続詞 if の用法を身につける。 

さぐる 

【３時間】 

2．紹介の仕方や案内文の書き方についてさぐる。 

(1)ガリバー旅行記を紹介する対話を読み、There is ~、 

There are~、接続詞 when を用いた英文の理解を深める。 

(2)旅行案内の文を読み、紹介の仕方を理解する。 

(3)自分が紹介したい観光名所等について調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３．宗像の観光名所や名物、お祭りを紹介する。  

(1)ペアで、自分たちの故郷の旅行案内を条件節 if を使い

ながら書き、発表する。【本時】 

第８学年（中２） 英語 

単元名：宗像紹介 
 

宗像の観光名所や名物、お祭りを

紹介する文を作成し紹介しよう 

○ タブレット PC を使って紹介文作成 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 絵に描かれた事実を積極的に
聞き手に伝えようとしている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 時や条件を表す接続詞を使っ

て積極的に自分の考えを伝え
ようとしている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 接続詞を使ったガリバー旅行

記についての対話文や説明文
を正確に読み取ることができ
る。                 （理解） 

○ 自分の考えが伝わるように、接
続詞 if を用いて観光名所紹介
文を作成し、発表することがで
きる。               （表現） 

 

・自分たちの考えた紹介文を積極的に英語にし、紹介しようとする。（関心・意欲・態度） 

・友達が聞き取りやすいように、発表することができる。（表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い教科書の

内容を提示する。 
① 

A1 

ペアでタブレット PC を

使い、協力して紹介文を

シートに書かせる。 

発表内容を電子黒板に映

す。 

② 

B2 

③ 

C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  教科書本文の内容

を復習する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
前時に学習した、教科書本文の内容を

提示し、本文の音読を行った。 

電子黒板を使うことによって、生徒は

手元の教科書だけで確認するよりも、重

要箇所を視覚的に確認しやすく、時間を

かけずにスムーズに要点を復習すること

ができた。 

 ②  観光名所等の紹介

文を書く。  B2 
◇ タブレット PC 

前時に見た旅行案内のサイトから、写

真をタブレット上のワークシートに貼ら

せ、サイトの説明文や和英辞書を参考に

させながら、観光名所等の紹介文をペア

で考えさせた。生徒は写真のコピーの方

法を学んでいたのでスムーズだった。ま

た、キーボードを使ったので、文字入力

も早くできた。 

 ③  観光名所等の紹介

文を発表する。 C1 
◇ 電子黒板 

電子黒板に、自分たちの作った観光名

所等の写真と紹介文を映しながら、聞き

手に伝わるように適切な発音を意識さ

せ、発表させた。 

電子黒板に文字があるので、音声のみ

での発表よりもわかりやすく、他の生徒

もしっかり聞いていた。皆が注目してく

れるので、発表する生徒も大きな声で一

生懸命発表していた。 

 

 

 

 

 

 

○ 旅行案内サイトを利用することで、宗像の観光名所等についての関心が高まり、紹介文をしっかり
考えようとする意欲が高まった。 

○ 電子黒板を使って発表することで、他の生徒が集中して聞くことができ、発表者の意欲が高まった。 
● タブレットではきれいな写真で学習シートを作ることができたが、電子黒板に映すと、写真が不鮮

明となったため、提示方法の改善が必要である。 

授業を振り返って 

 

教科書本文の内容をデジタル教科書で復習する生徒 

タブレットPCに旅行案内を書きこんでいる生徒 

電子黒板に旅行案内の文を映して発表している生徒 


