
 
 

高等学校第 2 学年英語科「コミュニケーション英語Ⅱ」学習指導案 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      

1.非公開 

2.非公開	

3.外国語（英語）コミュニケーション英語Ⅱ  

4.単元名  

（Lesson2 Into Unknown territory( CROWN English Communication Ⅱ) Lesson2	 コミュニケーション英語Ⅱ） 

5.単元の目標  

(1)言語活動を通して、自身の意見を述べようとしている。（コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 

(2)既習の表現を使って、質問に対して自身の意見を書いたり、話したりすることができる。（外国語表現の能力） 

(3)羽生義治の意見を、本文を読んで正しく理解できる。（外国語理解の能力） 

(4)新出単語、表現の意味、使い方、発音を正確に理解している。本文の内容を自身の言葉で説明できる。(言語や文化についての知識・

理解) 

6.単元について  

(1) 教材観・題材観  

	   本単元では、プロ棋士である羽生善治のインタビューの内容を教材として取り上げている。本文を通して、彼が将棋を行う上で一番大

切にしていることや彼の価値観を知ることができる。 

(2)生徒観  

	 	 落ち着きがある。一部に英語に苦手意識を持つゆえに、グループワークに消極的な生徒もいるが、英語の得意な生徒が彼らをサポート

しながら活動を行っている。 

(3)指導観  

	 	 グループ活動の時間を多く設けながら、羽生義治の主張を理解させる。また教師が段階を踏んだ発問をしながら、生徒に羽生善治の主

張を理解させる。 

 	  (4)	 解決を目指す課題  

	 英語に苦手意識をもつ生徒を積極的に言語活動に参加させる。 

(5) 課題解決の方法  

グループ内で役割分担をして言語活動を行う時間を設けて、英語が苦手な生徒への負担を軽くし、言語活動に参加できるように指導

する。 

(6) 課題解決の状況を確認する方法  

ワークシート、生徒の言語活動の様子 

7. 単元の評価規準  

a.コミュニケーションへの 

関心・意欲・態度 

b.外国語表現の能力 

 

c.外国語理解の能力 d.言語や文化について 

知識・理解 

言語活動を通じて、自身の考えを

相手に積極的に伝えたり、質問を

したりしようとしている。 

既習の表現を使って、質問に対す

る自身の意見を書くことができ

る。 

本文の内容を読んで、羽生

義治の意見を正確に理解す

ることできる。 

新出単語、表現の意味、使い方

を正しく理解できる. 

本文の内容を自身の言葉で説

明できる。 

 

8. 指導評価の計画  (単元の時間数	 9 時間扱い) 

時 指導内容 学習活動 評価 評価方法 



間 

1 ○Section1,2の新出単語の意味、発音、第１

アクセントの位置を確認させる。 

○Pre-reading taskで、人生において大切な

ことに関する自身の意見を書かせる。 

○Listening の活動を通して、羽生善治の意

見を聴き取らせる。 

○Section1,2 の新出単語の意味、発音、第

１アクセントの位置を確認する。 

○Pre-reading task で、人生において大切

なことに関する自身の意見を書く。 

○Listeningの活動を通して、羽生善治の意

見を聴き取る。 

新出単語の意味、発音、

第１アクセントの位置を

理解している。[d] 

 

人生で大切なことに関す

る自身の意見を伝えよう

としている。[a] 

 

羽生善治の意見を聴き取

ることができる。[a],[b] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

2 ○新出単語の発音や第１アクセントの位置を

理解させながら、音読させる。 

○Answer in Englishを通して羽生善治の意

見を読み取らせる。 

 

○新出単語の発音や第１アクセントの位置

を理解しながら、音読をする。 

○Answer in Englishを通して羽生善治の

意見を読み取る。 

 

新出単語の発音や第１ア

クセントの位置を理解し

ながら、音読できる。[d] 

 

羽生善治の意見を読み取

ることができる。[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

3 ○得意なものに関する質問の答えを書かせ、

他の生徒に伝えさせる。 

○Answer in Englishを通して羽生義治の意

見を読み取らせる。 

○得意なもの関する質問の答えを書き、他

の生徒に伝える。 

○Answer in Englishを通して羽生善治の

意見を読み取る。 

得意なものに関する質問

の答え書き、他の生徒に

伝えることができる。[b] 

 

羽生善治の意見を読み取

ることができる。[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

4 ○Let’s think を通して質問に対する自身の

考えを書かせる。 

○Section1,2の単語の発音や第１アクセント

の位置を理解させながら、音読練習をさせる。 

○Let’s thinkを通して質問に対する自身の

考えを書く。 

○Section1,2 の単語の発音や第１アクセン

トの位置を理解しながら、音読練習をする。 

Let’s thinkを通して質問

に対する自身の考えを書

くことができる。[b] 

 

新出単語の発音や第１ア

クセントの位置を理解し

ながら、音読できる。[d] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

5 ○Section3,4の新出単語の発音、意味、第１

アクセントの位置を理解させる。 

○Pre-reading taskを通して、将来の職業に

ついて自身の意見を書かせる。 

○Listening の活動を通して、羽生善治の意

見を聴き取らせる。 

○Section3,4 の新出単語の発音、意味、第

１アクセントの位置を理解する。 

○Pre-reading task を通して、将来の職業

について自身の意見を書く。 

○Listeningの活動を通して、羽生善治の意

見を聴き取る。 

新出単語の意味,発音、ア

クセントを理解してい

る。[d] 

 

将来の職業について自身

の意見を書くことができ

る。[b] 

羽生善治の意見を聴き取

り理解できる。[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 



6 ○インタビューを通して、自身の考えを書か

せ、他の生徒に伝えさせる。 

○Answer in Englishを通して羽生義治の意

見を読み取らせる。 

○インタビューを通して、自身の考えを書

き、他の生徒に伝える。 

○Answer in Englishを通して羽生義治の

意見を読み取る。 

インタビューを通して、

自身の考えを書き、相手

に伝えることができる。

[b] 

 

羽生善治の意見を読み取

ることができる。[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

7 

本

時  

○本文を音読し、新出単語の第１アクセント

の位置を正しく理解させる。 

○”When you depend on your intuition?”の

質問に対する答えを書かせる。 

○Answer in Englishを通して羽生義治の意

見を読み取らせる。 

○本文を音読し、新出単語の発音を正しく

理解する。 

○”When you depend on your intuition?”

の質問に対する答えを書く。 

○Answer in Englishを通して羽生義治の

意見を理解する。 

新出単語の意味,発音、第

１アクセントの位置を理

解している。[d] 

 

いつ直観に頼り行動する

かの質問の答えを書くこ

とができる。[b] 

 

羽生善治の意見を読み取

ることができる[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

8 ○Let’s thinkを通して”Into Unknown 

Territory”の意味を理解させる。 

○挑戦したいことに関する質問の答えを書か

せ、グループで発表させる。 

○Let’s thinkを通して”Into Unknown 

Territory”の意味を理解する。 

○挑戦したいことに関する質問の答えを書

き。グループで発表する。 

“Into Unknown 

Territory”の意味を理解

できる。[c]  

 

挑戦したいことに関する

質問の答えを書き。グル

ープで発表をすることが

できる[a],[b] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

9 ○Section3,4の新出単語の意味、発音、アク

セントを復習させる。 

○Section3,4 の本文の内容全体を復習させ

る。) 

○Section3,4 の新出単語の意味、発音、ア

クセントを復習する。 

○Section3,4 の本文の内容全体を復習す

る。 

新出単語の意味、発音、

第１アクセントの位置を

理解している。[d] 

 

本文の内容全体を理解し

ている。[c] 

活動の観

察 

 

ワークシ

ート 

 

9. 本時の目標   

言語活動を通して、自身の意見を述べようとしている。（コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 

既習の表現を使って、質問に対して自身の意見を書くことができる。（外国語表現の能力） 

音読やリーディングの活動を通して、羽生義治が将棋において大切だと考えていることを正しく理解できる。（外国語理解の能力） 

新出単語の発音、意味、アクセントを理解している。（言語・文化についての知識・理解） 

  

 

 

 

 

 

 



本時の指導過程  

過

程 

指導内容 学習活動  指導上の留意点 評価 評価方法 

導

入 

2分 

あいさつ 

出席確認 

４人グループにさせ、ワーク

シートを準備するように指

示をする。 

あいさつをする。 

 

４人グループになり、ワークシ

ートを準備する。 

出席状況と生徒の様子を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

開

① 

15

分 

教科書 p.22～p.23 の本文を

教師の音声の後で繰り返さ

せる。 

 

2 分間個人で音読練習させ

る。	  

 

向かい側の生徒とペアにさ

せる。 

 

音読のテストを交代で行わ

せる。 

教科書 p.22～p.23 の本文を教

師の音声の後で繰り返す。 

 

2分間個人で音読練習をする。 

 

 

向かい側の生徒とペアになる。 

 

 

音読のテストを交代で行う。 

文構造の解説を交えて、本文を

繰り返させる。 

 

発音や第１アクセントの位置

を間違えやすい単語は、繰り返

させる。 

 

机間指導をし、単語の発音や第

１アクセントの位置が分から

ない生徒に助言を与える。 

新出単語の

意味、発音、

第１アクセ

ントの位置

を理解して

いる。[d]  

活動の 

観察 

 

ワークシー

ト 

展

開

② 

16 

分 

When do you depend on 

your intuition? という質問

に対する答えを書かせる。 

 

グループ内の生徒に質問し、

相手の答えを書かせる。 

 

生徒を２～３名抽選し、自身

の考えを発表させる。 

 

生徒の答えを黒板に書き出

し、解説をする。 

When do you depend 

 on your intuition? 

という質問に対する答え 

を書く。 

 

グループ内の生徒に質問し、 

相手の答えを書く。 

 

選ばれた生徒は自分の考え 

を発表する。 

 

 

I depend on intuition 

 when I ……の表現を使 

い、答えるように指示をす 

る。 

  

教師が答え方の具体例を 

提示する。 

 

書く手が止まっている生徒に

対して、助言を与える。 

 

 

既習の表現

を使って、質

問に対して

自身の意見

を書くこと

ができる。[b] 

活動の 

観察 

 

ワークシー

ト 

展

開

② 

14

分 

本文に関する質問の答えを

ワークシート書かせる。 

 

グループで答えの確認を行

わせる。 

 

生徒を抽選し、答えの確認を

行わせる。 

本文に関する質問の答えをワ

ークシートに書く。 

 

グループで答えを確認する。 

 

 

グループで、誰がどの質問を担

当するのかを決めさせる。（そ

の際、自分の担当の質問が終わ

ったら、他の質問の答えを考え

るよう指示をする。） 

本文の内容

を読み取る

ことができ

る。[c] 

活動の 

観察 

 

ワークシー

ト 

ま

と

め 

3分 

生徒に発問をしながら、本文

の内容を復習させる 

教師の発問に答えながら、

Section4の本文の内容を復習

する。 

発問をする際には、具体的な質

問から徐々に抽象的な質問へ

と移行していくようにする。 

  



 

10.観点別評価について 

指導と評価の計画に記載した評価規準の一部について、「十分満足できる」状況(Ａ)と判断した具体的状況例と、「努力を要する」状況(Ｃ)

と評価した生徒への手だてを記載した。 

[コミュニケーションへの関心・意欲・態度] 

学習活動における具体の評価規準 活動に参加している。 

「十分満足できる」状況（A）と判断した具体的状況例 積極的に活動に参加し、意見を相手に伝えようとしている。 

「努力を要する」状況（C）と評価した生徒への手立て 教師側から質問を投げかけ、生徒に答えさせる。 

 

[外国語表現の能力] 

学習活動における具体の評価規準 質問に対して自身の意見を書くことができる。 

「十分満足できる」状況（A）と判断した具体的状況例 自ら進んで、質問に対して自身の意見を書き、発表することがで

きる。 

「努力を要する」状況（C）と評価した生徒への手立て 質問への答え方を、生徒に説明する。 

[外国語理解の能力] 

学習活動における具体の評価規準 本文の内容を正しく読み取れる。 

「十分満足できる」状況（A）と判断した具体的状況例 パラグラフごとに、内容を把握し、本文の内容の展開を理解して

いる。 

「努力を要する」状況（C）と評価した生徒への手立て パラグラフごとの理解度を確認し、理解できていない部分を解説

する。 

[言語・文化についての知識・理解] 

学習活動における具体の評価規準 新出単語や意味、第１アクセントの位置を理解している。本文の

内容を説明することができる。 

「十分満足できる」状況（A）と判断した具体的状況例 新出単語の意味、第１アクセントの位置を理解している。本文の

キーワードを用いて、本文の内容を要約したり、自分の言葉で説

明したりすることができる。 

「努力を要する」状況（C）と評価した生徒への手立て 発問しながら、新出単語の意味を確認させる。生徒に第１アクセ

ントの位置を強調させながら発音させる。本文のキーワードを提

示しながら、パラグラフ同士の繋がりを考えさせる。 

 
 
 

 

 

① 段取りの意図 

まず本時の授業の初めに、前回の内容の復習を行うために、前の文章の音読の時間を多く設けました。なぜかというと、前回の内容の中

に、本時で行う内容に深く関係する箇所があるためです。 

そして、新しい内容に入る際には、まずあらかじめ４つの質問を提示し、それぞれの答えを本文の中から探させる時間を設けました。生

徒が特定の情報を本文から読み取るスキミングの力をつけさせるためです。ここで注意したことは、生徒を４人グループにさせて、それぞ

れ１番から４番までのどの問いを担当するのかを決めさせました。そうすることで、生徒たちが自分の担当する箇所により集中して本文を

読めることに繋がるからです。 

次に、グループ内で答えを共有する時間を設けて、自身を持っていない生徒の不安を解消するように意識しました。最後に何人かの生徒

に当てて、答えの確認作業をしました。 

	  



② 最も重視した部分 

いかに生徒が主体的に本文の内容を理解させるようにするかということです。例えば、前回の内容確認のために、音読する時間を設けまし

たが、ただ生徒に読ませることは意図していません。ペアでの交互読みやグループ内での回し読みのように、何回も形式を変えて、生徒た

ちが本文の内容を深く理解できるように心がけました。また、本文から答えをさがさせるところで、４人グループ内で役割分担をさせたこ

とも、本文のないように注意させる意図があります。 

 

③ 身に着けてほしい内容 

本文を通して、彼が将棋を行う上で一番大切にしていることや彼の価値観を知ることができるようになってほしいという意図があります。

そしてそれを達成するために、この単元のタイトルにもなっている “Into Unknown territory”の意味を理解してほしいということがありま

す。なぜなら、このタイトルは、羽生義治自身が人生の中で大切だといっており、彼の人生における価値観と大きくつながってくるからで

す。 

 


