
 

英 語 科 学 習 指 導 案 

 

日 時 令和 2年 11月 10 日（火）5校時 

対 象 第 9学年 B組 33 名 

会 場 4階視聴覚室 

１ 単元（題材）名  

New Horizon3 Unit5 Living with Robots ― For or Against【分詞の後置修飾、間接疑問文】 

 

２ 単元（題材）の目標   

・名詞を後ろから修飾する現在分詞や過去分詞の形・意味・用法に関する知識を身に付けている。 

・間接疑問文の形・意味・用法に関する知識を身に付けている。 

・議論を読んで、その内容を理解することができる。 

・相手の意見を受けて自分の考えとその理由を述べながら、議論をすることができる。 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

 

４ 単元（題材）の指導計画と評価計画 （13時間扱い）  

時 
(本時) 

学習活動・学習内容 
学習活動に即した具体的な 
評価規準（評価方法） 

第 1時 

文法導入 現在分詞の後置修飾 

【導入】オーラルイントロダクションにより、新出英文法を導

入する。 

【展開】ワークブックを用い、文法問題演習を行う。 

【まとめ】新出英文法を用いて英作文を行う。 

ア②-新しい文法を使って、英作文

を書こうとしている。（ワークシー

ト） 

イ②-新しい文法を正確に使って、

英作文を書くことができる。（ワー

クシート） 

第 2時 

文法導入 過去分詞の後置修飾 

【導入】オーラルイントロダクションにより、新出英文法を導

入する。 

【展開】ワークブックを用い、文法問題演習を行う。 

【まとめ】新出英文法を用いて英作文を行う。 

ア②-新しい文法を使って、英作文

を書こうとしている。（ワークシー

ト） 

イ②-新しい文法を正確に使って、

英作文を書くことができる。（ワー

クシート） 

第 3時 

教科書本文の内容理解 Unit5 Starting Out 

【導入】オーラルイントロダクションにより、本時のめあてを

導く。 

【展開】デジタル教科書のフラッシュカードを用い、語句の意

味と発音を確認する。ワークシートを用いて、本文の内容理解

を深める。 

【まとめ】本文の音読練習を行う。 

ウ②-新しい文法を含む文を理解

し、その文法に基づいて意味を理解

することができる。（ワークシート） 

          
ア 

コミュニケーション 
への関心・意欲・態度 

イ 

外国語表現の能力 

ウ 

外国語理解の能力 

エ 

言語や文化についての
知識・理解 

単元の 
評価規準 

①英語を用いて積極的
に言語表現をしようと
している。 
②新たに学習した表現
等を積極的に活用しよ
うとしている。 
 

①他の生徒と議論し、
英語を使って自分自身
の考えを表現すること
ができる。 
②現在・過去分詞の後
置修飾や間接疑問文を
正しく理解し、実際に
使用することができ
る。 

①文章中の接続詞や前
後の文のつながりか
ら、因果関係等を明ら
かにすることができ
る。 
②教科書本文を読みと
り、概要を理解するこ
とができる。 

①ロボットとの暮らし
について文章を読んだ
り議論をしたりする中
で、自身の考えを深め、
意見しようとしてい
る。 

  



第 4時 

文法導入 間接疑問文 

【導入】オーラルイントロダクションにより、新出英文法を導

入する。 

【展開】ワークブックを用い、文法問題演習を行う。 

【まとめ】新出英文法を用いて英作文を行う。 

ア②-新しい文法を使って、英作文

を書こうとしている。（ワークシー

ト） 

イ②-新しい文法を正確に使って、

英作文を書くことができる。（ワー

クシート） 

第 5時 

教科書本文の内容理解 Unit5 Dialog 

【導入】オーラルイントロダクションにより、本時のめあてを

導く。 

【展開】デジタル教科書のフラッシュカードを用い、語句の意

味と発音を確認する。ワークシートを用いて、本文の内容理解

を深める。 

【まとめ】ワークシート内の教科書内容に対する疑問文に答え

る。 

ウ②-文章の概要を理解し、内容正

誤問題に根拠をもって答えること

ができる。（ワークシート） 

第 6時 

重要表現 so … that～/ too … to ～ 

【導入】オーラルイントロダクションにより、本時のめあてを

導く。 

【展開】ワークシートを用い、文法問題演習を行う。 

【まとめ】重要表現を用いた英作文を行う。 

ア②-新しい文法を使って、英作文

を書こうとしている。（ワークシー

ト） 

イ②-新しい文法を正確に使って、

英作文を書くことができる。（ワー

クシート） 

第 7時 
第 8時 

教科書本文の内容理解 Unit5 Read and Think 1 

【導入】オーラルイントロダクションにより、本時のめあてを

導く。 

【展開】デジタル教科書のフラッシュカードを用い、語句の意

味と発音を確認する。ワークシートを用いて、本文の内容理解

を深める。 

【まとめ】デジタル教科書のT or Fに答える。 

ウ①-本文を細かく区切って理解

し、概要を理解することができる。

（ワークシート） 

ウ②-文章の概要を理解し、内容正

誤問題に根拠をもって答えること

ができる。（ワークシート） 

第 9時 
第 10時 

教科書本文の内容理解 Unit5 Read and Think 2 

【導入】前回学習した内容に対する質問を投げかける。 

【展開】デジタル教科書のフラッシュカードを用い、語句の意

味と発音を確認する。ワークシートを用いて、本文の内容理解

を深める。 

【まとめ】ワークシート内の教科書内容に対する疑問文に答え

る。 

ウ①-本文を細かく区切って理解

し、概要を理解することができる。

（ワークシート） 

ウ②-文章の概要を理解し、内容正

誤問題に根拠をもって答えること

ができる。（ワークシート） 

第 11時 
（本時） 

教科書本文の内容理解まとめ Unit5 Read and Think 1～2 

【導入】教科書内容に関する英語の質問を投げかけ、本時のめ

あてを導く。 

【展開】登場人物の意見からロボットの特徴を抽出する。また、

その特徴がロボットの長所なのか短所なのかを読み解く。読み

解いた情報を英作文にまとめ、班で全体に発表する。 

【まとめ】教科書の要約文の穴埋めをする。 

ウ①-４人の登場人物の意見が For

なのか Against なのかを読み解く

ことができる。ロボットの長所と短

所を理解したうえで英作文にまと

めることができる。また、それを全

体に発表することができる。（観

察・発表） 

第 12時 
第 13時 

表現 討論 

【導入】Read and Think 1･2の本文から意見の述べ方を学ぶ。 

【展開】班で英語による討論をする。 

【まとめ】個人の意見を英作文にしてまとめる。 

ア①-意見を述べたり、相づちを打

ったりする表現を活用しながら、討

論に積極的に取り組んでいる。 

イ①-ロボットとの暮らしについ

て、自身の考えを英作文にまとめる

ことができる。 

エ①-ロボットとの暮らしについ

て、自身の考えを深め、意見しよう

としている。 

 

 

 



５ 指導に当たって 

新しく学ぶ文法や表現を「使える英語」としてより定着させるために、授業の終末では英作文を行う。最終

的には、自分自身の考えを英語で発表できるようにつなげる。入試問題の長文読解問題に向けて、内容正誤問

題には根拠をもって正答できるよう指導する。ペア・グループ活動や生徒を先生役にするなど、生徒同士で考

えを深めあうよう促す。 

 

６ 本 時 （全 13時間中の 10時間目） 

(1) 本時のねらい 

・４人の登場人物の発言から、ロボットの長所と短所について読み解くことができる。 

・ロボットの長所と短所について英作文にまとめ、全体に発表することができる。 

 

(２) 本時の展開  

時間  学習活動  指導上の留意点 ･配慮事項  評価規準（評価方法） 

挨拶  
（ 3 分）  

・英語で挨拶をする。 
・今日の日付を確認する。 
・忘れ物の確認をする。 

しっかりと顔をあげて挨拶をさせる
ことで、授業への切り替えを促す。 

 

復習  
（ 5 分）  

・ペアで教科書P.74～76を音読す
る。 

生徒の音読を観察し、音読が難しい
生徒を支援したり、発音に不安のあ
る単語は全体で再度確認したりす
る。 

 

導入  
（ 3 分）  

・教科書内容に関する英語の質問を
投げかけ、本時のめあてを導く。 
 
 
 
 
 
 

・生徒と英語で双方向的なやり取り
をする。 
・ピクチャーカードを用い、登場人
物のイメージを持たせる。 
 
 
 
 
 
 
 

 

展開  
（ 30 分） 

・教科書本文にある４人の登場人物
の発言を読み、ロボットの特徴につ
いて述べている部分に下線を引く。 
・ペアで確認をしたあと全体で共有
する。 
・班にそれぞれ教科書本文から読み
取れるロボットの特徴について書
かれた短冊状の紙を渡す。 
・紙を長所と短所にふりわける。 
・全体で考えを共有する。 
・ふりわけた情報をもとに、ロボッ
トの長所と短所についてそれぞれ
英作文にまとめる。 
・英作文した内容を全体に発表す
る。 

・デジタル教科書を用い、下線をど
こに引けばよいのか視覚的に伝え
る。 
 
 
 
 
 
 
・短冊状の紙を拡大したものを黒板
に貼り、視覚的にわかりやすくする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ウ①-４人の登場人物の
意見が Forなのか
Againstなのかを読み解
くことができる。ロボッ
トの長所と短所を理解
したうえで英作文にま
とめることができる。ま
た、それを全体に発表す
ることができる。（観
察・発表） 

まとめ  
（ 4 分）  

・教科書内容の要約文（日本語）の
穴埋めをし、本文の内容を再度確認
する。 

・電子黒板にワークシートを映し出
し、視覚的にわかりやすくする。 

ウ②-教科書本文を読み
とり、概要を理解するこ
とができる。（ワークシ
ート） 

 

めあて ４人の発言を読んで、 

①ロボットの長所と短所を抜き出し、 

②班で英作文にまとめ 

③発表しよう。 

[推論] 

４人の登場人物が述べる
ロボットの特徴が、ロボ
ットの長所なのか短所な
のかを読み解く。 


