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１ 単元名 Unit 5 A New Language Service (New Horizon English Course 2)

２ 単元の目標

（１）間違いを恐れずに，積極的に相手に尋ねたり，自分の考えを伝えようとしている。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】

（２）ボランティアに関する英文を読んで，自分の考えを口頭で伝えることができる。

【外国語表現の能力】

（３）ボランティアに関する英文を聞いたり読んだりして，その内容の概要や要点をつかむことができる。

【外国語理解の能力】

（４）if / when / because を用いた副詞節を含む文や, that を用いた名詞節を含む文の構造を理解している。

【言語や文化についての知識・理解】

３ 生徒と単元

コミュニケーションを図ることを互いに楽しもうとする雰囲気があり，多くの生徒が英語学習に積極的

に参加し，表情豊かに活動に取り組んでいる。一人一人の発言に真剣に耳を傾け，言語活動の際にも友達

の言葉に自然と反応を示した上で，自分自身の言葉を相手に伝えようとする生徒が多い。英語を正確に表

記したり話したりすることが困難な生徒もいるが，互いにアドバイスし助け合いながら英語学習を楽しん

でいる集団である。

２年生になってからは場面に応じた会話だけでなく，学習のテーマとして家庭生活や学校生活，地域社

会の話題などが教科書で取り上げられている。一方で現在の段階では，まだ社会的な話題について興味を

もち，その内容を自分のこととして捉え自分の意見をもったり行動につなげようとしたりすることが困難

な生徒もいる。しかし，教科書と平行して取り上げられているより身近な話題から自分の生活体験と結び

付け考えたり，キーワードのメモからフォーマットに沿って自分の思いや考えを伝え合う活動に段階的に

取り組むことで，徐々に話すことに自信を付けてきている。

本単元は，行政が外国人住民のための新しい言語サービスを始めるという設定で，外国語ボランティア

の大切さや必要性について考える内容となっている。外国人住民は，ここ秋田県では少ないものの，ALT

も含め，「日本語が理解できない」「コミュニケーションが上手にとれない」という困難を抱えている。外

国語ボランティアは単なる言語のサービスだけではなく，外国人が日本で暮らす上で，生活に必要とされ

る情報を正しく取得し，生活に困らないようにするための十分な配慮と思いやり，手助けを提供する「ボ

ランティア」である。このようなボランティアは外国人にとってだけではなく，私たちの地域社会や身近

な生活の中でも大いに必要とされている。この単元での学習を通して，私たちが日頃経験する助け合いの

大切さやありがたさを再認識するとともに，自分たちの身近な生活の中でも必要とされる行動が多々ある

ことに気付き，自分だったらどのように行動していきたいのかについても考えることのできる学習である。

本校ではこれまで，聞いたり読んだりした英文の内容の概要や要点をキーワードとしてとらえ，そのメ

モをもとに第三者へ自分のことばで発信するという形で，メモを橋渡しとしながら「読むこと」と「話す

こと」を関連付けた指導を行い，言語活動の充実を図ってきた。この活動を一方的な発信だけにとどめず

相手が伝えた内容について質問したりそれに答えたりして，テーマとなる内容を深めていくＱ－Ａの活動

を行っている。今回も「身近な生活場面での助け合い」というテーマのもと，単元のまとめとして教科書

題材とテーマがつながる話題を共有し合う中で，Ｑ－Ａを通して新しい情報を得たり，自分の思いを発信

し合ったりする活動を展開したい。また，この単元で学習する新出文型を用いて，自分の考えを理由付け

したり状況設定をしたりすることができるので，積極的にフォーマットに活用して定着を図ることができ

るようにしたい。

現在はまだ自分から「問いを発する」力が不足しているが，テーマに対して相手との会話の自然な切り

口をつかむ力，対話を続ける力を育むために，語彙や使いこなすことのできる英文を少しずつ身に付け「相

手に伝えたい」と思える場面設定を大切にしながら段階的に指導を継続していきたいと考える。



４ 単元の指導と評価の計画

コミュニケーションへの 言語・文化についての

時間 学習活動 関心・意欲・態度
外国語表現の能力 外国語理解の能力

知識・理解

【評価方法】 【評価方法】 【評価方法】 【評価方法】

緑市のボランティア募集の キーワードを選択す

記事の内容を読み取り，単元 ることで，書き手の伝

で学習するテーマについて見 えたい情報についてつ

第１時 通しをもつ。 かむことができる。

○読み取った内容をもとに自 【ワークシート】

分の行ったボランティアに

ついて伝える。

ベッキーと一郎の母の対話 一郎の母の人柄を表

の内容を読み取り，一郎の母 すキーワードを選び，

の人物像について考えをも メモをもとに自分の考

第２時 つ。 えを伝えることができ

○読み取った内容をもとに， る。 【観察】

一郎の母の行動や人柄につ

いて自分の考えを伝える。

自分自身がどんな人柄なの 間違いを恐れずに積 I think that ～の名詞

かを考え，友達同士で伝え合 極的に相手に尋ねた 節を含む文や because

第３時 う。 り，自分の考えを伝え ～の副詞節を含む文の

○キーワードをもとに自分の ようとしている。 構造や使い方について

人柄について聞き手に伝え 【観察】 正しく理解している。

る。 【ワークシート】

緑市の外国人への新しい言 キーワードを選択す

語サービスに関する記事か ることで，内容につい

ら，サービスの内容とその行 ての概要や要点をつか

第４時 う理由について読み取る。 むことができる。

○英文の要点を把握し，作成 【ワークシート】

したメモをもとに記事の内

容を口頭で伝える。

投書欄の記事から一郎の 印象に残った英文に キーワードを選択す

母の市への提案の内容を読み ついて，その理由や， ることで，市への賛成

取り，ボランティアについて 自分ができることにつ 理由や提案の内容につ

第５時 の取組のあり方や考え方につ いて，作成したメモを いての要点をつかむこ

いて理解を深める。 もとに伝えることがで とができる。

○英文の要点を把握し，印象 きる。 【ワークシート】

に残った英文とその理由， 【観察】

自分ができること等を伝え

る。

地域社会や身近な生活にお キーワードをもと

いての助け合いに関する英文 に，作成したメモから。

を聞いたり読んだりして，自 フォーマットに従って

第６時 分の感想や今後の行動につい 地域社会や身近な生活

(本時) て伝え合う。 での助け合いについ

○英文の概要を把握し，作成 て，自分の感想や行動

したメモをもとに自分の感 を伝えることができ

想や今後の行動について口 る。

頭で伝える。 【観察，後日スピーキ

ング・ライティングテ

スト】



５ 本時の学習（６／６）５ 本時の学習（６／６）５ 本時の学習（６／６）５ 本時の学習（６／６）

（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい

身近な場面での助け合いについての英文を読み，自分自身の体験と結び付けながら，自分の考えや

行動について口頭で伝えることができる。

（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説

英文の概要をつかみ自分の体験と結び付けて考えることで，伝えたい事柄を整理して口頭で伝える

ことができるであろう。

（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程

段階 学 習 活 動
○指導上の留意点

【評価の観点】（方法） ◎つまずきと手立て

１ Greeting

導入 あいさつ ○英語を話しやすい明るい雰囲気づくりに努める。

5分

２ Talk and Report ○生徒同士で双方向の対話が行われているかを確認するた

"What will you do today?" めに，２～３人の生徒に発表をさせる。

３ Brain Storming

身近な「助け合い」をテーマにキーワ ○英語を通じて生徒とのやりとりをしながら，生徒の背景

ードを出し合う。 となる知識を引き出し本時の課題に迫るようにする。

○スピーチのメモとして活用するために，話の中で登場し

たキーワードを黒板に板書する。

展開
助け合いについての経験や考えをメモにまとめ，友達に伝えよう。

40分

４ Introduction

初見の英文を黙読する。 ○印象に残った語やフレーズにアンダーラインを引くよう

に指示する。

５ Sharing and Summary

教師とのインタラクションを通して ○生徒が自分のこととして捉えることができるように，十

英文の概要をつかむ。 分に英語を用いて生徒とのやりとりを行う。

６ Making Ideas

キーワードをメモし，英文を考える。 ○最も伝えたい語をキーワードとして取り上げるように指

示する。

◎キーワードを用いてどのような表現をすればよいか

分からない場合には，既習の易しい表現に言い換え

７ Talking Time and Q-A たり，教科書を参照したりするように助言する。

メモから自分の考えを口頭で伝え合

い，聞き手から話し手へ質問をする。 【外国語表現の能力】（観察・ワークシート）

（グループ） 英文の概要・要点を把握し，聞き手に伝えたい情報や

内容を口頭で伝えることができる。

８ Presentation

数名の生徒による発表を通して全体で ○自分自身の考えを伝えることができたことを称揚し，次

共有し，聞き手から話し手へ質問をす の活動への意欲付けを図るようにする。

る。

９ Consolidation

終末 本時の活動を振り返る。

5分


