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第六回コラボ実践コンテスト 小学校・中学校部門 アピールシート 

平成 29 年 1 月 10 日 

所属名 ：静岡県 富士市立 須津中学校 

実践学年組：    ３年  ５組 

氏名： 岡 正泰 

 

教科 英語 

実践期間 ２８年 １１月 １６日 ～  １１月 １６日 

実践タイトル（35 文字以内） 

Let’s write a report about the famous person! 

実践の目的 

 学校の先生方の人物紹介文を既習表現を用いて英文で書く。 

実践のポイント・工夫 

 個人で作成した英文をグループ内で話し合い、１つの文章に再構成する。その際、 

コラボノートの機能を用いて、タブレットパソコンに英文入力をする。ＡＬＴとの

Ｔ．Ｔを活用して２人体制で英文の添削にあたった。出来上がった英文をパソコン

の画面を見ながら全員で共有した。英文入力の練習に３時間程度、別の単元で取り

扱った。 

実践内容（簡単に） 

 予め、各グループで決めた先生にインタビューをして情報を集め、個人で英文を

作成しておく。その後、文章構成について学習した後、グループで１つのレポート

に仕上げる。その際、タブレットパソコンに英文入力し、コラボノートの機能を用

いてＡＬＴもしくはＪＴＥが英文の添削をしていく。教師による赤ペンの入ったパ

ソコンの画面を見ながら、英文を発表し、作品の良い点改善点を共有できた。 

 

（コラボノートを）使用してよかった点を教えてください。 

個々が書いた文章をグループ内で発表し、グループで１つのレポートに仕上げる

際に、タブレットを使うことによって、生徒の意欲を高め、より活発なかかわり合

いができていた。コンピュータ入力のため、英文の並べ替えが容易にでき、まとま

りのある比較的長い英文を書かせる手法として有効であった。 
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３年５組 英語科学習指導案 
指導者 岡 正泰  

ALT Erin Grimsley 

１ 日 時  平成 28 年 11 月 16 日（水曜日）  第５時 

 

２ 単元名  Unit6  Striving for a Better World（3／13） 

              〈Let’s write a report about the famous person!〉 

３ 単元の目標 

① 世界の偉人について興味・関心をもち、積極的に人やものについての紹介文を作成す

ることができる。          （コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 

② 自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように、文と文のつながりなどに注意

して文章を書くこと。         （学習指導要領指導事項〔エ 書くこと(ｵ）〕） 

与えられたテーマについて、接続詞や副詞を効果的に用いながら、文と文の順序や相

互の関連に注意を払い、一貫性のあるまとまった文章を書くことができる。 

（富士市英語科作成の CAN-DO リスト中学三年後期「書くこと」より） 

③ 接触節や関係代名詞（who, which, that）の文構造、用法を理解することができる。 

（言語・文化の知識・理解）                                                                                                  

４ 単元観・単元構想 

     本単元は、世界で活躍するノーベル受賞者を紹介している。生徒は、アウンサンスー

チー氏の半生が書かれた英文を読む。彼女は、テロリズムの脅威が世界を覆い、紛争が

あとを絶たない現代社会において、徹底した「非暴力」の姿勢で軍事政権に立ち向かっ

たミャンマーの指導者である。彼女の生き方を学習することにより、生徒たちは、人権、

平和、女性の社会進出など様々な点で視野が広がるであろう。また、この題材を通じて、

生徒は人物紹介の書き方や表現方法を学ぶ。そこで本単元は、４技能のうち「書く」能

力に焦点をあて、まとめとして世界の偉人についてレポートを書く活動を組む。中学３

年間の総まとめの時期であるため、それぞれの生徒が、まとまった英文が書けたと実感

できるような単元にしていきたい。本単元の新出言語材料は、接触節と主格と目的格の

関係代名詞(who, which, that)である。これらは生徒が中学校で学ぶ最後の文法事項であ

り、難しいと感じる生徒も多い。しかし、これらの言語材料は、人物や物についてさら

に詳しく説明するときに多用される。既習の表現を組み合わせることによって、より高

度な表現で人やものを説明でき、表現の幅を広げることができる。接触節や関係代名詞

の導入にあたっては、前単元で学習した現在分詞・過去分詞の後置修飾同様、語順の違

いに注目させたい。また十分なパターン練習と実際の場面を想定した書く活動をバラン

スよく行えるような言語活動を取り入れたいと考えている。 

   

５ 子どもの実態 

  本学級の生徒の授業態度は、比較的落ち着いている。男子は、元気で活発な生徒が多く、

女子は、おとなしい生徒が多い。グループ活動やペア活動になるとお互いに声を掛け合い

ながら和やかな雰囲気で活動に取り組むことができる。英語への関心がある生徒が多く、

英語の歌を歌ったり、会話活動に積極的に取り組んだりしている。一方、英語に苦手意識

をもつ生徒もおり、学力の二極化が著しい。    
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基本的な語彙力が乏しく、英文を書くことに慣れていない生徒が多かったため、４月か

らほぼ毎時間、基本的な単語や表現を試す小テストを行っている。また、帯活動として、

ペアで行う対話形式のインプット活動や４人組で行うアウトプット活動、９月以降はチャ

ット活動を取り入れてきた。チャットでは、話す活動に終始せず、話した内容を英文にし

て報告させる活動を付け加えた。英文を添削していくなかで、代名詞や語順に不安が残る

生徒がいることがわかり、日々の授業のなかで習熟を図っている。 

今回は、タブレットパソコンのコラボノートの機能を使った授業を行う。コラボノート

は、各班が作ったレポートを一度に提示し比較することができるので、発表の場面に大変

適しているのが利点である。生徒は、１・２年次から技術科の授業を中心にコラボノート

を使った授業を体験しており、英字入力にも比較的慣れているので、英語科の授業でも取

り入れてみることにした。 

６ 単元計画 

項目 指導内容 時数 

6-1 

Starting Out 

本単元で身に付ける技能や理解する内容を知る。 

教科書本文を通して接触節を用いた文の構造を理解する。 
１ 

接触節を用いた文を使ったクイズを行う。 １ 

6-2 

Dialog 

教科書本文を通して主格の関係代名詞 who の使い方を理解する。 １ 

主格の関係代名詞 who を用いてまとまりのある人物紹介文を書く。 １(本時) 

6-3 

Read and think1 

主格の関係代名詞 which の使い方を理解する。 １ 

主格の関係代名詞 which を含むアウンサンスーチーの伝記の前半を

読み、内容を理解する。 
１ 

6-4 

Read and think2 

目的格の関係代名詞の使い方を理解する。 １ 

目的格の関係代名詞を含むアウンサンスーチーの伝記の後半を読み、

内容を理解する。 
１ 

6-5 Activity1･2 
世界の偉人についてのレポートを聞いて理解する。 １ 

記憶力クイズを通じて、詳しい情報を加えて尋ね合う。 １ 

まとめ 世界の偉人についてレポートを書き、発表する。 ２ 

単元テスト 単元テスト １ 

 

７（１）本時の目標 

  人について主格の関係代名詞whoを用いることにより新しい情報を加えて一文で表現で

きるようになった生徒が、有名人についての情報を基に人物紹介文を書き、それをグルー

プで推敲する活動を通じて、主格の関係代名詞 who や既習の言語材料を用いて、文の順序

や文と文のつながりに気を付けて人物紹介文を書くことができる。 

 

（２）授業構想 

単元のすべての授業を通じて「書く」力に焦点を当て、本時は、最終課題である世界の

偉人についてのレポート作成につながるように生徒にとって身近な本校の教員について英

文を書く授業を設定した。発表の形式として、タブレットパソコンのコラボノートの機能

を使ってレポートを作成し、提示する授業を提案したいと考えている。 

本時は、主格の関係代名詞 who の学習の２時間目に相当する。前時で生徒は、かるた取
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りゲームを通じて、関係代名詞 who を使って人物を紹介する文が一文単位で書けるように

なっている。また、その絵札に描かれている人物のうち本校の教員を班で一人選び、次回

の授業でその人物について英文を書くことを予告されている。 

  まず、warm-up 終了後、ALT が本校の教員について紹介する英文を提示する。生徒と

ALT もしくは JTE とのインタラクションを通じて生徒は、その内容や英文の書き方につ

いて学び、これから英文づくりをしていく期待感を抱くであろう。 

  班になり、ワークシートに書かれた情報をもとにそれぞれの班で割り振られた人物につ

いて一人で英文を書く。その人物だけでなく、その人物の家族など関連した人物について

も記述する。生徒は、関係代名詞の後の動詞の変化を間違えてしまったり、文と文の関連

性を意識しない構成にしてしまったりすると予想される。この時間は、英文が完成してい

なくても、途中で打ち切ることとする。 

  次に班員がレポートを見せ合いながら、班の代表がタブレットパソコンを使ってレポー

ト文を完成させる。生徒は、それぞれの班員のレポート文のよいところを取り入れたり、

誤りを指摘しあったりしてより良い英文を作ろうと努めるであろう。JTE は、活動が進ん

でいない班を中心に全員が活動に参加できるよう班活動を支援する。ALT は、英文がまと

まらない班に声を掛け、文章の構成の仕方や英語表現について助言する。タブレットパソ

コンを活用しながら各班の進行状況を確認していく。 

最後に、タブレットパソコンのコラボノートの機能を活用して出来上がった英文を発表

する。その際、ALT が、必要に応じて英文を直したり、良い点をコメントしたりする。生

徒は、他の班のよい表現を見つけたり、自分の班の英文を見直したりすることによって本

時の振り返りとしたい。 

（３）授業過程 

形態 教師の働きかけと予想される生徒のあらわれ及び支援と評価 

 

ペア 

 

 

 

 

 

一 

斉 

 

 

 

 

 

↓ 

グ 

ル 

｜ 

プ 

 

 

Greeting, singing a song and warm-up conversation (chat & report). 
・ペアになり、数分間会話を進め、会話した内容を英文に書いてまとめる。 

Erin wrote a report about Mr. Tsugihiro! Let’s watch this report. 
 

・次廣先生についてのレポート文だ。 

・Mr. Tsugihiro is a math teacher who has many talents. 

・He is a teacher who is loved by many students. 

・次廣先生を説明するのに who を使って英文を書くと便利だね。 

・私もエリン先生が書いたようにまとまった紹介文を書きたいなぁ。 

・ALT がモデル文を読み上げ、JTE がレポートの書き方を説明する。 

・今まで学習した表現を使ってレ
ベルの高い文を書きたい。 
Mr. Makita is a social study 
teacher who likes soccer very 
much. He has played soccer for 
fourteen years. He is a member 
of the futsal team. It is exciting 
for him to play soccer. He is also 
a soccer coach who wants his 
team to be strong. Soccer make 
him very excited.  
・なかなかいい文が書けた。今度
はもっといい文にしたい。 

・たくさんの文章を書くぞ。 

Mr. Makita is a teacher who  

likes soccer. He can play 

soccer. He sometimes  

watches soccer games with 

his wife. He likes S-pulse. 

He likes traveling. Kyoto is 

his favorite. He has visited 

Kyoto many times. 

・たくさん書けたけど一つの 

文が短い。みんなの意見が
聞きたいな。 

・何て書こうかなぁ。 

Mr. Makita is a man who  

teach social study. He likes  

soccer player is Okazaki. 

He is a teacher who like 

traveling. He likes Kyoto 

very much． 

・難しい。ここまでしか書け 

なかった。合っているのか 

なぁ。隣の人に聞いてみよ 

う。teach と like に三単現 

の s がなかった。 

学習課題 Let’s write a report about the teacher by using relative pronoun ‘who’ by yourself! 
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↓ 

グ 

ル 

｜ 

プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 

斉 

 

↓ 

個 

・机の配置はグループの形態をとるが、個人作業の時間とする。 

Share your own report in your group. Let’s complete the report about the teacher. 
 

牧田先生について 

        関係代名詞 who を使って「サッカーが上手な先生」って書こう。    

 Mr. Makita is a teacher who can play soccer very much. He has played soccer for fourteen 

years. It is exciting for him to play soccer. He likes to watch soccer games, too. He sometimes 

watches soccer games with his wife. 

 
   

He is also a soccer coach who has passion for soccer. He wants his team to be strong. 
Soccer make him very excited.  
   関係代名詞 who を使って「旅行好きな社会科の先生」って書こう。 

He is a social study teacher who likes traveling. Kyoto is his favorite.  

He has visited Kyoto many times. He talked about Kyoto before our school trip. 

We think he is a good teacher.  
・班員が書いたレポートを共有し、班の一人がタブレットパソコンに英文を入力する。 
◎班の仲間と協力しながら関係代名詞whoや既習の文法事項を使って文の順序や文と文のつなが
りに気を付けて紹介文を書いている。（観察） 
●活動が進まない班には JTE が、全員が活動に参加できるように促し、英文の書き方や文章構成
がわからなくて困っている班には ALT がヒントを与え、支援する。 

振り返り Let’s share the report about the person in the class! 
 
・Ms. Maejima a teacher who has liked ARASHI for two years.は、who のあとに現在完了形
を使っている。しかも三単現の s を忘れていないよ。 

・Mr. Takagi is a teacher who is loved by many third graders.は、who の後は、受動態の文を
使っているね。みんなの力を借りるとこんなに長い文が書けるんだ。エリン先生に褒められた。 

・今度は一人で書けるようになりたいな。 

・タブレットパソコンのコラボノートの機能を用いてレポートを映し、生徒の英文について生徒
が感想を言ったり、ALT がコメントをつけたりして発表を進める。 

◎他の班の英文の良さや自分の班の改善点に気付いている。（観察） 

  

熱血コーチと伝えたい。なんて書こうかなぁ。 

 

 


