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英語科学習指導案 

 
平成１８年１２月１１日（月）５校時 
２年２組（男子１６名 女子９名） 
指導者 高野 純子 
ALT  Stephen S Chen 

 
１ 単元名  LESSON7   How Can We Find Out?   

（NEW CROWN ENGLISH SERIES NEW EDITION 2） 
  
２ 単元目標 
 (1)比較級、最上級を用いて積極的にコミュニケーション活動に取り組もうとする。 
                       （コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 
  (2)比較級、最上級を用いて、与えられた資料をもとに英語で話したり、書いたりすることができ
る。                                （表現の能力）  

  (3)比較級、最上級が含まれる文を聞いたり、読んだりして、その内容を理解できる。 
（理解の能力） 

  (4)比較級、最上級、原級の比較表現の文の意味構造を理解している。 
（言語に関する知識・理解） 

 
３ 指導の構想 
  (1)教材観 
   本単元では、久美とポールがヒートアイランド現象をテーマに、調べ学習を進め、発表を行

う。そのテーマは環境問題としてもニュース等で取り上げられ、身近になっているものであり、

生徒の関心・意欲を高めることができる。また、本単元を通して、英語でプレゼンテーション

を行う方法を知ることができる。 
   言語材料については、比較表現の内、形容詞の比較級、最上級を扱う。日常生活においても

様々な場面で比較表現は使われている。これらの表現を運用できるようになることで、さらに

表現の幅は広がるものと考える。 
 
  (2)生徒の実態 
    平成１８年３月に実施した教研式標準学力検査（ＣＲＴ）の結果によると、４技能のうち「聞
くこと」については全国平均値を超えている。しかし、「話すこと」の結果は、平均をやや下回

る結果であった。 
１１月に実施した生徒へのアンケートでは、英語学習について苦手意識を持っている生徒が

多いことが分かる。しかし、授業中には表現活動、特に Small Talk やインタビュー活動など
には積極的に興味を持って取り組む姿が多く見られる。対話のパターン、内容がある程度制限

された活動には意欲的であるが、制限の度合いが低くなればなるほど抵抗を持ち、取り組みが

消極的になっているのが現状である。表現活動を行う際に、生徒が一番苦手意識を感じている
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ことは、「自分の伝えたい内容をどのように表現をしたらよいか分からない」ということである。

続いて「英語の語順」、「語彙の不足」となっている。 
単元テストにおいては、文法事項がある程度しぼられているため、語順や単語の書き違いが

誤りの中心であるが、定期テストにおいては、「表現の能力」を問う問題が空欄になってしまう

生徒もいる。自分で考えて答えなければならない問題ほど、その傾向は強い。 
 
 (3)指導観 

    本単元の中で比較級、最上級、同等の比較と３つの比較の表現が取り上げられる。比較の種

類によって語の語尾変化が代わり、また語によってはmore, the mostを伴って語尾は変化し
ないものもあるというように、その多用さに生徒の抵抗やつまずきがあると考えられる。        
しかし、比較表現は、既習の言語材料を発展させた形ではなく初出の形であるため、段階を

踏んで、そのパターンに慣れさせていくこで、生徒のつまずきは解消されるだろう。その際、

単調なパターンプラクティスにとどまらぬよう、視覚に訴え、発話内容をイメージしながら練

習をさせたい。また、活動の仕方はデモンストレーション等を通して、具体的に、実態に応じ

複数回提示することで、誰もが活動に積極的に取り組めるよう配慮する必要がある。 
また、本単元で英語のプレゼンテーションの仕方を知ることができるため、最後には比較表

現を用いて、自分の大切なものについて、Show & Tell の形で発表をさせたいと考えている。
まとまった内容を表現することは、生徒にとっては負担が大きい。そのため、少しずつ関連事

項をあげ、練習を重ねていくことで生徒への負担を軽減し、自由な発想で自己表現をさせたい。

また、教師の意図的な比較表現の発話はもちろんであるが、生徒にも使用場面を多く設定し、

運用を通して比較表現の定着を図りたい。 
 
４ 人権教育との関連 

ペア学習やグループ学習を通して、お互いに励まし合い、助け合いながら学習することで、

よりよい人間関係を築くように配慮する。また、発表の際には、誤りに対しては寛容に、また

級友の良さを認め合う雰囲気作りに努め、生徒それぞれが自信を持って活動できるよう配慮し

たい。 
 
５ 単元の評価規準 

コミュニケーショ

ンへの関心・意欲・

態度 

表現の能力 理解の能力 言語や文化に関す

る知識・理解 

比較表現を用いて

積極的にコミュニ

ケーション活動に

取り組もうとする。

比較表現を用いて、

資料をもとに、正し

く話したり、書いた

りすることができ

る。 

比較表現が含まれ

る説明文を聞いた

り読んだりして、そ

の内容を正しく理

解することができ

る。 

比較表現の意味、構

造を理解している。 

 
 



６ 研究主題との関連 

「自ら学ぶ力」を高める指導の工夫  研究主題    
 
 英語科主題   表現力を育てる指導の工夫 

 
自ら学ぶ力を高めるためには、英語科では生徒の実態も考慮し、表現力を育てることが必

要であると考えている。表現力とは文字通り、英語を書いたり、話したりする力である。し

かし、単にテストができるから表現力もあるとは限らず、英語で書くことができれば、話す

ことも同じようにできるとも限らない。表現力を高めるためには、会話をつなぐストラテジ

ーを知る必要もあり、表現することの楽しさや、充足感を知り、自信をつけていくことも大

切であると考える。そこで、授業の中でできるだけ自己表現の機会を増やし、学習すること

を通して表現力を高めていきたい。ALTの活用も興味・関心を高める上で非常に有効である。
２週間毎に来校する本校の ALTは非常に熱心で、授業がたいへん楽しくなると生徒に好評で
ある。生徒は楽しく活動できることで意欲を高めるとともに、ネイティブの表現方法を学習

できる良い機会となっている。 
 表現力が向上することで、さらに自ら進んで学習を進めたいと考える生徒が現れるはずで

ある。その際、本校で活用している学習計画表は、授業と家庭学習をつなぐ手だてとなる。 
 また、表現力を高めるために授業では次のような事を工夫している。 
① 対話を楽しむ 

Small Talk を通して、英語での反応の仕方も少しずつ教えていくことで、会話を   
楽しむ要素が加えられ、制限された対話が自然な対話へと近づく。アイコンタクト、

スマイル、英語による反応を意識し、対話を楽しむことは学習意欲の喚起につながる

と考える。また、ＡＬＴが参加することで、さらに活動は活性化する。 
② 独自性を取り入れた活動を工夫する 

対話ができるだけ固定されたものにならないよう、生徒の興味関心、英語力に応じ

てプラス１センテンスを勧め、オリジナルの対話を工夫するように促していく。 
③ 表現していることをイメージする 

苦手意識を持っている生徒が多いので、設定された場面の中で、具体物を提示して、

言いたいことを自分で考えイメージしながら表現する場面を設定する。英語のイメー

ジから表現することを楽しませたい。 
 

７ 単元の指導計画および評価計画（別紙１） 
 
８ 本時の指導 

(1) 内容   LESSON 7  section 1   
 
(2) 本時の目標 
・ 比較級を用いて積極的に対話している。 

（コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 
・  比較級を適切に用いて、友達と対話することができる。       （表現の能力） 
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(3) 評価規準 
・ 積極的に比較級を使って、友達と対話をしようとしている。 
                    （コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 
・ 適切に比較級を用いて、友達と対話することができる。       （表現の能力） 

    
(4) 本時の授業と研究テーマとの関連 
   本時は新しい単元の１時間目である。上記６の研究主題との関連で述べた、①会話を楽し

むことを本時では意識して指導したい。また、本時は ALTとのＴＴの授業である。ALTとの
対話やデモンストレーションを通してコミュニケーションのモデルを提示することで、生徒

が英語で表現しようとする意欲を喚起できる。さらに、ウォームアップの Small Talkだけで
なく、本時の活動の比較級を用いたペアインタビュー活動でも、パターンの単調な繰り返し

とならぬよう、段階的にアイコンタクト、反応に注意を促していきたい。  
 
(5)「３あい運動」との関連 
・ 英語を使ったコミュニケーション活動に、生徒が生き生きと取り組もうとする授業を心が

ける。                               （学びあい） 
・ 個々の実態に応じ、生徒が達成感を味わえる授業を心がける。     （喜びあい） 
・ 自分の意見をはっきりと発表し、他人の意見をよく聞き受容できる雰囲気の授業を心がけ

る。                               （励ましあい） 
 

(5) 人権教育の視点 
   本時の授業の中にペア学習がある。活動を通して互いに助け合い、協力し合う姿勢や、他

人を認め尊重する態度を育てたい。 
 
(6) 展開（別紙２） 
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指導計画及び評価規準（別紙１）

評価の観点 評価の規準〔評価方法〕

時 ね ら い 主な学習活動・内容 支援を要する生徒への手だて

ア イ ウ エ おおむね満足できる状況

１ ２つのものを比 比較級を用いて、ペア ○ ・比較級を用いて積極的に対話 ・個別に対話のパターンを練習す
本 べる言い方を知 でインタビューをす している （観察） る。必要に応じてワークシートに戻。
時 る。 る。 ○ ・比較級を適切に用いて友達と り、文構造を確認する。

対話できる （観察・ワークシ。
ート）

２ セクション１の Ｑ＆Ａを通して内容を ○ ・本文の内容に関する問いに、 ・比較表現が用いられている文を見
、 、概要をつかむ。 確認し、音読する。 日本語や簡単な英語で答えるこ つけ 比べるものと比べられるもの

とができる 〔観察〕 比較の方法を確認させる。。
○ ・比較級を用いて、自分の家族

を友達に紹介できる 〔ノート。
・観察〕

３ ３つ以上のもの 最上級を用いてクラス ○ ・積極的にクイズに答えようと ・生徒同士で教え合ったり、辞書を
を比べる言い方 のＮＯ１クイズを作 している （観察） 活用させ、全員が取り組める雰囲気。
を知る。 る。 ○ ・最上級を適切に用いて、クラ 作りを心掛ける。

スのＮＯ１について書くことが
。（ ）できる ワークシート・観察

４ セクション２の Ｑ＆Ａを通して内容を ○ ・本文の内容に関する問いに、 ・最上級が用いられている文を見つ
概要をつかむ。 確認し、音読する。 日本語や簡単な英語で答えるこ け、どの範囲で、何が一番なのか確

とができる 〔観察〕 認させる。。
○ ・最上級を用いて、グループで

互いの一番を紹介する 〔ノー。
ト・観察〕

５ ３音節以上の語 自分にとって大切なも ○ ・積極的に比較級・最上級の文 ・ドリルのmore,mostを使う語のう
を使って物を比 のをトピックにSMALL を作っている （観察） ち、使用頻度の高いものをたくさん。
べるときの言い TALKを行う。 ○ ・more , mostを用いて、何が 聞かせ、ひとつのパターンとしてな
方を知る。 自分にとって一番大切かを友達 じませる。

と対話することができる 〔ワ。
ークシート・観察〕

６ セクション３の Ｑ＆Ａを通して内容を ○ ・本文の内容に関する問いに、 ・比較級、最上級が用いられている
概要をつかむ。 確認し、音読する。 日本語や簡単な英語で答えるこ 文を見つけ、何が何とどのように比

とができる 〔観察〕 べられているか確認する。。
○ ・前時の自分にとって大切なも

のについて、説明する文を英語
。〔 〕で書くことができる ノート

７ ２つの物を比べ 自分にとって、おもし ○ ・積極的に対話している （観 ・原級を用いることを意識させる。。
度合いが同じく ろいもの、興味あるも 察）
らいであること のをあげ、どのくらい ○ ・as 形容詞 asを用いて程度が
を表現する言い 興味があるかを、表現 同じであることを伝えることが

。（ ）方を知る。 する。 できる 観察・ワークシート

８ セクション４の Ｑ＆Ａを通して内容を ○ ・本文の内容に関する問いに、 ・何と何が同じ程度であるのかを読
概要をつかむ。 確認し、音読する。 日本語や簡単な英語で答えるこ み取らせる。

とができる 〔観察〕。

９ 比較表現を復習 比較級や最上級を用 ○ ・積極的に文を書こうとしてい ・生徒同士で教え合う雰囲気作りを
する。 い、自分にとって大切 る （観察） 心掛ける。。

なものを紹介する文を ○ ・比較表現を適切に用いて、自 ・発表の準備を早めに行い、次時に
書く。 分の意思を正しく伝えることが 自信を持って取り組めるようにす

できる （観察） る。。

10 自己表現活動を show and tellの形で ○ ・プレゼンテーションを意識し ・アイコンタクト、問いかけを意識
する。 前時に準備したものを て積極的に発表している 〔観 させる。。

発表する。 察〕
○ ・比較表現を適切に用いて、自

分の意思が正しく聞き手に伝わ
るよう発表できる 〔観察〕。

比較表現、語句 単元テストを受ける。 ○ ・比較表現を適切に用いて、自 ・教科書やワークの該当ページを参１１
の 復習をする 分の伝えたい内容を正確に伝え 照し、復習させる。。

ることができる（テスト用紙）
○ ・比較表現が含まれる文を読ん

だり聞いたりして、その内容を
正確に理解できる 〔テスト用。

○ 紙〕
・比較表現の文の意味・構造を
理解している 〔テスト用紙〕。



6

（別紙２）８（７）展開
教 師 の 支 援 及 び 留 意 事 項

学習過程 時間形態 学 習 活 動 教材教具 具 体 の 評 価 規 準
ＪＴＥ ＡＬＴ

１ ３ 本時の目標を確認する。 ★生徒に本時の目標を把握させる。
本時の確 一斉 学習計画表

「・・・よりも」という表現を使って、人や物を比べることができる。認

２ １０ １ Tangue Twister ★早口言葉"Freshry fried fat flying fish"を使って"F"の発音を確認するとともに 黒板
warm-up 一斉 列ごとのレースを行う。 英語の授業の雰囲気作りをする。

２ Small Talk ★活動のデモンストレーションをすることで、生徒の活動がスムーズに流れるように
トピックについてペアで対話をす する。
る。

J: How was your weekend?
TOPIC:"How was your weekend?" A:It was good.

J: Did you go anywhere ?
A: No, I didn't.

J: What did you do ?
A: I had a party at home. Andy and

some friends came to my house.
J: That's nice.

A: How about you?
How was your weekend?

J: It was bad.
A:Oh, no. But why?

J: I had a cold.I was in bed.
A: That's too bad.

★机間指導し、つまずいているペアを支援する。 ・ペアのいない生徒と活動する。

３ ２０ １教師の対話を聞く。 ★実物を提示しながら提示することで、内容を推測しやすくする。 実物
新出事項 一斉 ・ターゲットセンテンスを提示し、本時のポイントに焦点を当てさせる。

２どんな内容か推測する。 J: Wow! That's a big pen!
A: Yes.It's a big pen.

J: Here. My penis small. 黒板
A: Yes.

My pen is bigger than yours.

３ワークシートで語形変化を確認 ★インタビュー活動がスムーズに行えるよう、十分確認する。 ワークシー
する。 ・ワークシート上の半分を確認し、残りは宿題とする。 ト

４ドリルを行う。 ・This TV is newer than that TV.
・Tokyo Tower is taller than Eiffel Tower.

４ １０ １ どちらの方がより・・・か ★活動のデモンストレーションをすることで、生徒の活動がスムーズに流れるように ワークシー 【コミュニケーションへの関心・意「 」
Inter- ペア を各自推測し、ペアにインタビュ する。 ト 欲・態度】

view ーする。 比較級を用いて積極的に対話してい
A:Which is larger Tochigi or Ibaraki? る （観察）。

J: I think Tochigi is larger than Ibaraki.
How about you? 【表現の能力】

A: I think Ibaraki is larger than 適切に比較級を用いて、対話するこ
Tochigi. とができる 。。

（観察・ワークシート）
○◇ペア活動を通して、互いに協力し、認め合える雰囲気を育てる。
・英文を作る際には、ワークシートを活用させ、全員が取り組めるよう配慮する。

５ ５ 比較級を用いて、自由に英文を作
writing 個人 る。

６ ３ 学習計画表で本時の授業を振り返 学習計画表
conclu- 個人 る。

sion



学習計画表LESSON ７
目標 人や物を比べる言い方を知り、表現できるようになろう。

CLASS                NO　　　NAME

時 題目 学習内容 本時の目標 自己評価 備考（感想）

1 比較級を使って、表現する
「栃木は茨城よりも大きい」？「・・・よりも～」という表現を使って、人
や物を比べることができる。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

2 section1 教科書の内容を確認する 比較級が含まれる文の意味が分かる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

比較級を使って、表現する 比較級を用いて、自分の家族を友達に紹介できる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

3 最上級を使って表現する
「クラスの中で一番若いのは誰？」　「一番～」という表現を使って、
クラスのNO1について書くことができる。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

教科書の内容を確認する 最上級が含まれる文の意味が分かる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

最上級を使って表現する 最上級を使って、グループで互いの一番を紹介する。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

5
比較級・最上級を使って表
現する 比較の表現を使って、自分の一番大切なものを表現する。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

教科書の内容を確認する 比較級、最上級が含まれる文の意味が分かる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

比較級・最上級を使って表
現する

more、mostを用いて、何が自分にとって一番大切かを友達と対話
することができる。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

7
同等の比較を使って表現
する 同じくらい～という表現を知り、人や物を比べることができる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

教科書の内容を確認する
比較表現が含まれる英文を聞いたり、読んだりして内容を理解でき
る。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

自分の大切なものついて、
マッピングをする

自分の大切なものは何かを考え、理由や自分の考えをまとめること
ができる。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

9
比較級・最上級・同等比較を用いて、前時のマッピングをもとに、積
極的に自分の大切なものについて英語で書くことができる。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

10 自分の大切なものについて、積極的に発表する。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

比較表現を用いて、与えられたテーマについて英語で表現できる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

比較表現が含まれる英文を聞いたり、読んだりして内容を理解でき
る。

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

比較級・最上級・同等の比較の文の形が分かる。 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ

section2
4

section3
6

11 section1～4 単元テストを受ける

section4
8

section1～4
比較級・最上級・同等の比
較を用いて表現する
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1. 普通の形容詞

ex.高いta

2. 「e」で終わる形

ex.かわい

3. 「y」で終わる

ex.簡単ea

4. はねる音の形

ex.大きい

 

Let’s try! 
4 Important rules! 

, 「er」をつけて。 

ll   taller  

容詞, 「r」をつけて。  

いcute  cuter

形容詞, [y」をとって「ier」をつけて。 

sy  easier

容詞, 最後の文字を重ねて「er」をつけて。 

big  bigger

 

 

hard難しい    

easy簡単な    

clean清潔な    

dirty不潔な    

early早い    

late遅い    

fast速い    

slow遅い    

happy嬉しい    

sad悲しい    

smart賢い    

kind親切な    

niceすてきな    

prettyきれい    

cuteかわいい    

greatすばらしい    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tall高い    

high高い    

low低い    

big大きい    

large大きい    

small小さい    

long長い    

short短い    

heavy重い     

light軽い    

hotあつい     

cold寒い     

cool涼しい(かっこい)   

warm暖かい     

new新しい    

young若い     

old古い    
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Class  No.  Name  
A    (例) This book is bigger than that book. 

 (例)   1.   2.  

 

 9

 
 
 big    cute   new 
 

１ 

２ 

 
B  どちらの方がより・・・か比べよう！ 
 １ より（大きい）と思う方を○で囲もう！ 

 使う単語 あなたの予想 

１ large Tochigi-ken Ibaraki-ken 

２ long The Shinano River The Tone Rover 

３ tall Gozilla Ulutraman 

４ old Nikko Toshogu Shrine Kiyomikzudera Temple 

５ young Kitty Mickey Mouse 

６ cute   

７    

   
   ２ 対話例をもとに、ペアで話し合って、答えを確認しよう。 

 

例 A:  I think Tochigi-ken is larger than Ibaraki-ken. 
        How about you? 
    B:  I think Ibaraki-ken is larger than Tochigi-ken. 

 

 

 

 

 

   ３  「～よりも・・・」という文を３文書いてみよう。 

１ 

２ 

３ 

 


