− 32 −

② ミニカード（質問文一つ）を一人３枚持たせ，自由に選択して相手に質問する。
Hello. Question, OK? 答えには One more question! 次に役割をチェンジ：My turn.しっかり
答えられたら質問ミニカードをお互いに Change cards. Here you are! Thank you. See you.
（相手の答えにはしっかり反応しよう！・・安心感が生まれ，自然と声量が出てくる。）

３

教科書の内容を adapt して
(1)「Asking the Way ~Changing Trains~ 」POWER-UP 2 Speaking (Sunshine English Course3)
めあて：秋田県の路線図を使い，おすすめの情報も加えて沖縄県からの視察の先生方に行き方
を説明することができる。（2 時間扱い：１時間目は東京の路線図を使って）

１ 単元名

Asking the Way ~Changing Trains~（Sunshine English Course 3）

２ ねらい
・電車の乗りかえ案内の特有の表現を使って，秋田県の観光地への行き方を尋ねたり，
行き方を説明したりすることができる。
・尋ねられた観光地について，簡単な英語で説明を加えることができる。
３ 学習課程
評価（評価方法）
学 習 活 動
教師の支援（JTEs）
＊努力を要する生徒への手立て
１Greeting and Warm-up (Talk in pairs)
What is your favorite sightseeing
Today’s Topic
spot in Akita?
２Today’s Goal

(Today’s Topic)

*What is your favorite
sightseeing spot in Akita?
〈*personalizaiton〉

秋田県の観光スポットへの行き方を説明することができる
～おすすめ情報を加えて～

・黒板に秋田の路
線図（模造紙大）
を貼る。
・路線を示しながらスキットの表現の確
認をする。
・表現カードを使って会話表現を捉えや ・表現カード
すくする。

３Review the useful

expression

４電車の乗りかえに必要
な表現や語句，所要時間 ・目的地を複数準備し（祭りや観光地の ・ペア（Ａ・Ｂ）
として２人の先
写真を準備），ペアを替えながらの練習
の 尋 ね方 と その 答え方
生方と会話させ
を通して，徐々にスクリプトを見なく
を練習する。
る。表現に詰まっ
ても会話ができるようにしていく。
（１）乗りかえなし
たらペアで助け
（２）乗りかえあり
合う。
５おすすめ情報を加えて， ＊ペアで更に付け加えることができる おすすめ情報も
観光地情報を確認させる。
観 光 地へ の 行き 方を説
加えながら，秋
明する。（ペアで練習）
田県の観光地へ
・おすすめ情報を伝えることができる表 の行き方を説明
現を確認する。
６沖縄県の先生方へ観光
することができ
地 の 行き 方 とお すすめ ・ペア（Ａ・Ｂ）として，一人ずつ２人 る。
の先生方と会話する。もし表現に詰ま
情報を説明する。
ったら，ペアで助け合うように伝える。
７Reflection

*You are at Jumonji Station.

秋田県のお薦めの観光スポットへの行き方（電車で） 秋田県のお薦めの観光スポットへの行き方（電車で）
Asking the Way ~ Changing Trains~ (2)

Asking the Way ~ Changing Trains~(1)
Excuse me. I want to see
Could you tell me how to get to
Sure.
Take the

****

Line to

.

?
.

Excuse me. I want to see
Could you tell me how to get to
Sure. Take the *** Line to
Then change to the *** Line to

I see.
How long does it take ?

I see.
How long does it take ?

About two hours.

About three hours and thirty minutes.

Thank you very much.

OK.
Thank you very much.

You’re are welcome.
〈Expression Box〉

You’re are welcome.

take~ ～に乗る
take the ~Line
take the ~Line to Yokote 横手駅まで～線に乗る
how to get to~ ～への行き方
get to~ ～に着く、～に行く
change to the ~Line ～線に乗り換える
*take （時間が）かかる
hour 時間
It takes about two hours .
How long does it take to get there?
そこまでどのくらい時間がかかりますか。
get off~ （電車やバス）を降りる get
change trains 電車を乗り換える

～線に乗る

on~（電車やバス）に乗る
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.
.
.

?

指導案５の部分の＊観光地情報確認のところで配布
see

eat

enjoy

Sightseeing spot / Festivals

Kamakura-Festival
Yokote Casle

Station
Yokote

Time

buy

Other Information

10
minutes

Inukko-Festival

Yuzawa

★

10
minutes

★
mocchirimanju

Buke-yashiki

Kakunodate

1 hour

Tatsuko-hime
Lake Tazawa

Tazawako

1 hour

Kanto

Kabazaiku（樺細工）

riding a boat
20minutes

Akita

（もっちりまんじゅう）

1 hours

fish iwana（イワナ）
honey

Port Tower Selion
Omoriyama Zoo

Namahage

Oga

2 hours

★
Hanawa-bayashi

Odate Amekko-ichi

Oyu Stone Circle

Kazuno
-hanawa

3 hours

Odate

4 hours

（大湯環状列石）

30minutes

★

1 時間目は東京の路線図を使って基本的な乗り換え表現のやりとりを中心に授業を実施
○修学旅行先が東京都内であったので，路線図を
活用して電車の乗り換え表現に慣れさせた。
・現在地を東京駅として，上野動物園への行き方，
次に乗り換えが必要な日本武道館への行き方
を聞き取らせる。
・useful expression を活用して電車の乗り換え特
有の表現に慣れさせる。
・ペアで乗り換えが必要な箇所への説明ができる
ように練習させる。
・information gap で，徐々にスクリプトを見な
くても行き先を尋ねたり，行き方を説明できる
ようにする。
・配布用プリントの路線を分かりやすくするため
に，路線に模様を付けた。
・表現に慣れてきたら，現在地（駅）を替えて会
話練習（ペア）させることもできる。

Information Gap

・ペア（A さん，B さん）にハチ公／東京スカイ
ツリー／浅草寺／両国国技館の内２カ所の情
報を与え，上のマップを完成させる。（黒板に
は路線図と駅のみが付いた大きなマップを掲
示）

・さらに行き先（観光地）を増やして，３～４種
類のプリントを準備してグループや学級全体
で information gap を行うこともできる。
後期「Our Hometown Akita」で観光地の紹介文を作成
秋田ふるさと紹介ハンドブックを活用
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(2)「A Work Experience Program」

(Sunshine English Course2)

めあて My Work Experience ～学んだこと・自分の夢について伝えることができる～
生徒は夏休みに職場体験を経験している。教科書の内容を参考にして，対話を通して自分の職
場体験について伝え，学んだことや自分の夢について考え，writing に繋げていく。

Today’s Topic : Where did you work during summer vacation? ( Response and one
more question! How was it?)

Program6

Program6 (H27)

職場体験について対話してみよう

class(

)number(

)name(

Let’s talk about your work experience during summer vacation.
A:①

)

worked on

Where did you work?

B:
A:②

What did you do there?

B:

A:③

worked

What did you learn?

B:
A:④

What do you want to be in the future?

B:
B:
( Useful words )
great／wonderful ／amazing すばらしい fun 楽しい interesting おもしろい、興味深い
exciting わくわくする hard 困難な、難しい rewarding やりがいがある、ためになる
important 重要な useful 役に立つ、効果的な
I think ( that ) ~~~~.
I learned that ~~~~.

class(

)number(

)name(

a farm
Akita agricultural testing station
a cake shop
a big plant
a construction company
a noodle shop
Max Value
Yoneya Super Market
Do Sport
NEXAS Sport
Hiraka Therapy Center
Watanabe Therapy Center
a home for the aged
a nusery school
Hiraka Library
at Yupple Onsen
Plaza Hotel
Hotel Wellness
Bento shop
Akita Art Museum
Akita Furusato-mura
a music store Kaneki
a produce store in Jumonji
Yutorikan Onsen
a beauty chain store
Yozoji Temple
Saihoji Temple
Hiraka Hospital

)

農場
秋田県果樹試験場
ケーキ屋（菓子工房

小松）

横手精工平鹿工場（アグリ部門）
横手建設株式会社
林泉堂株式会社
マックスバリュ
スーパーマーケットよねや
Doスポーツ
ネクサススポーツ
平鹿整骨院
ワタナベ整骨院
老人ホーム平寿苑
保育園
平鹿図書館
ときめき交流センター ゆっぷる
横手プラザホテル
ホテルウエルネス横手路
千代喜久
秋田県立近代美術館
秋田ふるさと村
楽器の店カネキ
道の駅十文字
ゆとり館
CFC

Grammar/ Expression 永蔵寺
西法寺
・動詞の過去形 / It was ~~.
平鹿病院
・I think（that）~~~.
・I learned (that)~~~.
・I want to be a(an)~~~, because~~.

・What did you do? に対しての useful expression を準備する。
・本文の内容を参考に，ペアで対話を互いに教え合いながら練習させる。(Key words のみ記入さ
せる別紙を準備) ＊初め①～③，次に④
・数回ペアを替え，自信をもって対話できるようにする。
（④の部分の理由も付け加えてみよう）
・B の部分に，対話（やりとり）を通して気付いたり学んだりした表現も使いながら体験の英文を
書く。
・次時に Part3 の本文を参考にして，職場体験についてのスピーチ（Key words で）を考える。
自分の夢について，なりたい理由なども付け加えることを指示する。＊前時の学習を想起して
同じ職場体験先の生徒（2 人～3 人）と共にスピーチ（Key words で）を作成させてもよい。
（夢については自分の考えや表現で）
・新グループ（職場体験先が異なる４人）でスピーチさせ，お互いの良さに気付き表現の幅を広げ
られるようにメモを取る場を設定する。＊さらに新たなグループ（６人ほど）でスピーチ
・これまでの活動を基に職場体験についてのスピーチを書く。
(Program6 part3：本文の内容)
I had my work experience at a computer factory. I learned a lot about
computers there. In the future I want to be a computer engineer. Do you know
why? I think computers are very useful to us. Also, I think engineering is an
important subject to study. But to be a computer engineer I have a lot of things
to learn. I’ll study math and science a lot.

４

対話プリント
①②
③
④

今後はさらに「主体的・対話的で深い学び」を目指して
生徒が「やってみたい！」と思うような単元のゴールを示し，そのためにはどんな表現が必要かを
生徒自身に考えさせ（意識させ），毎時の授業を工夫していく。表現の幅を広げるために効果的な
warm-up として，生徒自身に関するもの・考えを表すことができる Today’s Topic（本時のねらいと
リンクさせて）を実施。本時の活動をペアでの対話（やりとり・互いに教え合う）からグループでの
対話（やりとり）や発表（スピーチ等）へと繋げ，互いのよさに気付き，表現の幅を広げる場を設定
する。そして，対話したことや発表したことを「書くこと」に繋げていくことにより，「書くこと」
に対する抵抗感を少なくし「書くこと」の表現力を伸ばしていくことを図っている。今後はさらに学
びを実感し，次時の活動への意欲を高める「振り返り」のあり方を研修していきたい。
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