
主体的に学ぶ生徒の育成
～「自分の意見や考えを話して伝える活動」を帯活動と

交流活動をとおした授業で実践する単元計画の工夫を通して～

那覇市立 石田中学校 赤嶺太介



那覇市立松島中学校

國場裕美先生

令和３年度那覇市教育課程研究協議会
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○ 生徒の資質・能力の育成に向けた具体的な指導方法の研究

研究協議会の内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

○ 研究の成果等についての報告



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



「生徒が学校教育外でも、生涯にわたり外国語習得に取り組もうとする基盤」

「主体的に学習に取り組む態度」

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 外国語編 参照

研究概要 －本研究の目的－



生徒が「できること・できるようになりたいこと」に

自ら気付き学習を進める態度

→ 本研究における「主体的に学習に取り組む態度」

研究概要 －本研究の目的－



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



（１）単元計画の工夫 （２）段階的かつ継続的な表現活動

研究内容



単元のゴール（生徒の姿）の設定 バックワードデザイン

研究内容（１）単元計画の工夫

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person

・人物紹介

（自分の話 → 他者の話）

・文法事項

（三人称単数現在 人称代名詞）

・前単元( Lesson 2 )との関わり

（自己紹介→より詳しく自分のことを話す）

研究内容（１）単元計画の工夫 －単元のゴール（生徒の姿）の設定－

話すこと（発表）

自分のことをより知ってもらうために、自分のお気に入りの人物を紹介する。



教師のモデルを見せ、単元終末時のイメージを持たせる。

那覇市立真和志中学校 元野晶奈 教諭

研究内容（１）単元計画の工夫 －単元のゴール（生徒の姿）の設定－

那覇市立石田中学校 赤嶺太介 教諭

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



研究内容（１）単元計画の工夫 －単元のゴール（生徒の姿）の設定－



教師のモデルを見せ、単元終末時のイメージを持たせる。

那覇市立真和志中学校 元野晶奈 教諭

研究内容（１）単元計画の工夫 －単元のゴール（生徒の姿）の設定－

那覇市立石田中学校 赤嶺太介 教諭

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



単元のゴール（生徒の姿）の設定 バックワードデザイン

研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



話すこと（発表）

自分のことをより知ってもらうために、自分のお気に入りの人物を紹介する。

単元の指導を通して身に付けさせたい知識・技能や考えさせたいこと

言語の特徴に気付く メモをもとに話すよりよい発表

研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



７時間目～８時間目

メモをもとに話す

１時間目～４時間目

言語の特徴に気付く

５時間目～６時間目

よりよい発表について考える

ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person

研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

９時間目～１１時間目（テストと振り返り）

考えたことや積み重ねたことを実践する



ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person

研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

１時間目～４時間目 言語の特徴に気付く

活動を通して

「生徒に気付かせる」



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

１時間目～４時間目 言語の特徴に気付く

I’m Mike
I come from Brazil.
I like soccer very much.
I watch soccer video in my free time.

Mike

Mikeが

自分自身の話をしたとき

Ken

I have a new friend. His name is Mike.
He comes from Brazil.
He likes soccer very much.
He watches soccer video in his free time.

Kenが家族に

Mikeの話をしたとき

・２つを比べると、どんな違いがある？

・主語が He の時の動詞の形を見てみよう。

ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person P.34参照

Ken



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

１時間目～４時間目 言語の特徴に気付く

Pedro

Ken

Pedro plays baseball.
He uses an old glove.
He wants a new one.

・KenがPedroについて話をしています。Kenをモデルに友達や先生を紹介する表現を練習してみよう。

I play baseball.
I use an old glove.
I want a new one.

Students

Taisuke sensei teaches English.
He speaks English every day.
He likes chocolates.
He eats chocolates every day.

ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person P.35 参照



ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person

研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える

・教科書の例の活用

（身近なヒントとする）

・教師の例の活用

（具体的なイメージを持たせる）

・ルーブリックの活用

（目指す姿のイメージさせる）



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える

Saori

ONE WORLD English Course 1 P.43 参照

Hello, everyone.
I will tell you about Tomoko.

She is a soccer player.
She is a member of the Hokuriku Kickers.
Look at this picture,
She is not tall, but her performance is
fantastic!

She wants to play in the U.S.
She practices soccer and studies English hard 
for her dream

I play soccer, too. 
I want to play soccer with her. Thank you.

Saoriさんのスピーチの

いいところって何？

教科書の例の活用

（身近なヒント）

ONE WORLD English Course 1 Lesson 3  My Favorite Person P.43参照



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える

Hello.
Today, I will talk about my favorite person.

This is Ohtani Shohei.
He is from Japan.
He is a baseball player.
He is a good pitcher.
He is a good batter.
He is tall.
He is cool.

I like him.
Thank you.

もっとよい発表にするためには

先生は何をするべきだと思いますか？

・教師の例の活用

（具体的なイメージを持たせる）

那覇市立石田中学校 赤嶺太介教諭使用教材



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える
・ルーブリックの活用

（目指す姿のイメージさせる）

現時点で「できること」、これから「できるようになりたいこと」を考えさせる。

那覇市立石田中学校 赤嶺太介教諭使用教材



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える

自分自身の意見等を

入れてみる

具体的な例を入れる

お気に入りな理由を

説明する

那覇市立石田中学校 赤嶺太介教諭使用教材



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

５時間目～６時間目 よりよい発表について考える
・ルーブリックの活用

（目指す姿のイメージさせる）

生徒と発表の要点を共有し、その要点をルーブリックに取り入れる。

那覇市立石田中学校 赤嶺太介教諭使用教材



研究内容（１）単元計画の工夫 －バックワードデザイン－

７時間目～８時間目 メモをもとに話す

個人活動 交流活動 個人活動（再構築）

マッピングなど アイデアを深める

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



単元のゴール（生徒の姿）の設定 バックワードデザイン

研究内容（１）単元計画の工夫

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



（１）単元計画の工夫 （２）段階的かつ継続的な表現活動

研究内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



令和３年度那覇市教育課程研究協議会

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動）

レベル１ レベル２ レベル３



He is a baseball player.

He plays in Angels, MLB.

He likes sweets. 
He loves cakes.

Students

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭 提供教材

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動） Level １の例



Level １の例

Students

He is a baseball player.

He plays in Angels, MLB.

He likes sweets. 
He loves cakes.

He doesn’t like tomatoes.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭 提供教材

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動）



Student

He is a robot.
He is kind.
He has many secret items.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭 提供教材参照

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動） Level ２の例

やさしい

ロボット

どらやき

ネズミ

ひみつ道具
（secret items）

He likes dorayaki.
He doesn’t like mice.

He has many secret items. Student

Student



Student A

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動） Level ３の例

That’s right.

She is a famous singer.
She is from Okinawa.
She sings very well.
She has cute voice.
I like her song.

Student B

Oh, it’s Amuro Namie.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭 提供教材参照



Level １ Level 2 Level 3

controlled
（内容が決まっている）

freer
（自由度が高い）

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動）



那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動） Level ２の例



実際の板書
He can fly.

He is strong.

He has many friends.

He doesn’t like water.

He is cute.

He is an anime character.

He is bread.

He is delicious.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（帯活動）



マッピング作成
・アイデアを深める
・疑問点を解決する

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）

Step 1

個人活動

Step ２

交流活動

Step ３

個人活動（再構築）



①考える マッピングで伝えたいことのキーワードを出してみよう

②話す 言えるかな？出てきたアイディアを

ごにょごにょ話してみよう。（自分で）

③調べる この単語って英語でどう言うの？

「知りたい」と思った単語を調べよう

④話す さっきよりも言える表現が増えたかな？次は友だちと挑戦！

⑤調べる 作戦タイム！友だちのいい表現があったら使っちゃえ！

⑥話す またまた挑戦１次はきっともっといい表現で話せるはず。（友だちと）

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）



那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）



研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）

－ 自分で考えた段階 －

・英語で表現できたこと

My favorite person is ○○.

He is a YouTuber.

He makes anime.

He makes songs.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像



研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）

－ 交流活動後 －

My favorite person is ○○.

He is a YouTuber.

He is a TikToker, too.

He makes anime and songs

I like his change song（替え歌）

I want to make anime with his.

那覇市立松島中学校 國場裕美教諭の授業映像



マッピング作成
・アイデアを深める
・疑問点を解決する

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

研究内容（２）段階的かつ継続的な表現活動（本活動）

Step 1

個人活動

Step ２

交流活動

Step ３

個人活動（再構築）



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



成果 「単元のゴール（目指す生徒の姿）の設定」・「バックワードデザイン」

○「生徒に身に付けさせたい力」を把握することができる。

発表発表の練習
「よい発表」に
ついて考える

言語の特徴に
気付かせる

－ 教師の成果 －

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

○ 目指す方向性を生徒と共有



成果

○「できること」を積極的に活用する様子が見られた。

教師生徒

帯活動と交流活動を段階的かつ継続的に設定

○「できるようになりたいこと」を自ら発見及びその解決に向かう様子が見られた。

友だち

教科書

ルーブリック

令和３年度那覇市教育課程研究協議会

－ 生徒の成果 －



課題
○ 「調べた結果難しかった」「どう言い換えるか」→ 想定よりも時間を要した。

もう１度
やってみる

わからなかった
できなかったを

考える

やってみる

やってみる

また
考える

わからなかった
できなかったを
共有する

もう１度
やってみる

また
共有する

（中間指導①） （中間指導②）

令和４年度 研究テーマ

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会



那覇市立安岡中学校

浦﨑多恵子先生

令和４年度那覇市教育課程研究協議会

那覇市立泊小学校

下地千秋先生

那覇市立石嶺中学校

伊志嶺順子先生

那覇市立那覇小学校

池村祐子先生

那覇市立石田中学校

赤嶺太介先生

那覇市立真和志中学校

元野晶奈先生

那覇市教育委員会 学校教育課

上原亮輔先生

令和４年度那覇市教育課程研究協議会



即興で表現できる生徒を育成するための

言語活動と中間指導の工夫

研究概要 －今年度研究のテーマ－

令和４年度那覇市教育課程研究協議会



授業展開部（３０分）の流れ

活動１ 活動２ 活動３

中間指導１ 中間指導２

言語活動と中間指導のイメージ

令和４年度那覇市教育課程研究協議会



「言語面」と「内容面」の２つの視点がある

活動１ 活動２中間指導

中間指導の視点

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校外国語 Ｐ．５５

①目的や場面・状況等を理解させる。
②使用する言語材料を明示しない。

活動前

内容面からの指導
言語面からの指導

内容面からの指導 ･･･ 目的や場面・状況等に応じた発話になっているかを考えさせる。

言語面からの指導 ･･･ 単語だけによる発話を文にさせる・語順の誤りを修正させる。



検証授業

那覇市立安岡中学校 浦﨑多恵子教諭の授業映像

実際の活動の様子（活動１の様子）

活動１

○ 第１学年

○「小学校での思い出」

を伝え合う

○ 会話の幅を広げ、

会話を継続させる。



検証授業

那覇市立安岡中学校 浦﨑多恵子教諭の授業映像

実際の活動の様子

（活動１の様子）

活動１
発話記録

Boy : What is your favorite memory of 
elementary school?

Girl : My favorite memory is school trip.
I went to the Churaumi aquarium.
The..fish ぬいぐるみ So very cute.
えっと I want to, 乗る？なんだっけ？

Boy :（教科書で調べる）Ride.

Girl : I ride banana boat. So very fun.

Boy : Me, too. I rode banana boat.
I look.. Very beautiful beach.



検証授業

那覇市立安岡中学校 浦﨑多恵子教諭の授業映像

「生徒が話した内容」

「使用した文や表現」

を全体で確認

中間指導 先生：ＡさんはＢさんの話を聞いてどんな
リアクションをしましたか？

生徒Ａ：Me, too.

→リアクションを取ると、会話がはずむ

先生：（小学校の１番の思い出が）school trip
と言われた人は、どう言い返した？

生徒B：Me, too.

生徒C：「どこ行った？」と聞き返した。

先生：質問をするのもいいね。

→相手の話の内容に関連した質問をすると、
会話が続く

－中間指導中の教師と生徒のやり取り－



検証授業

那覇市立安岡中学校 浦﨑多恵子教諭の授業映像

※「リアクション」や「質問」には、

会話を継続させたり、話題を広げる役割が

あることを中間指導で確認した。

○ 中間指導後の会話の様子

活動２

実際の活動の様子（活動２の様子）



検証授業

那覇市立安岡中学校 浦﨑多恵子教諭の授業映像

実際の活動の様子

（活動２の様子）

活動２

発話記録

Boy : What is your favorite memory of 
elementary school?

Girl : My favorite memory is school trip.

Boy : Why?

Girl : Friend is very good.

Boy : Nice.

Girl : バイキング menu is so delicious.

Boy : Where did you go?

Girl : Churaumi aquarium.



中間指導の効果

活動１ 活動２中間指導

①目的や場面・状況等を理解させる。
②使用する言語材料を明示しない。

生徒の良い例を共有 → 他の生徒が参考にして積極的に活用

活動を１度止め全体で確認 → 生徒の困り感や難しい点を把握

令和４年度那覇市教育課程研究協議会



研究概要

（２）段階的かつ継続的な表現活動

１

２

３

４

研究内容

（１）単元計画の工夫

成果と課題

今年度の取り組み

発表内容

令和３年度那覇市教育課程研究協議会
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