
本事業のねらい：グローバル人材育成に向けた授業改善
①　10年間（小４年・中３年・高３年）の目標・評価・授業が一貫した英語教育の推進
②　子どもが意欲的に取り組み、発信力を中心に資質・能力を高め合う授業への改善
③　十日町市教育大綱が目指す人づくりに係る英語教育を充実する取組の工夫

【目指す十日町の児童生徒像】※十日町市教育大綱より

　                                  世界で活躍できるグローバルな感覚も持ちながら、ふるさと十日町市にも目を向ける児童生徒

十日町ハブスクール事業　つなぐリスト

言語活動 タスク 学びに向かう力、人間性等
学習指導要領の言語活動の例 目的、場面、状況を設定した言語を運用する学習活動の例 十日町市教育大綱が目指す児童生徒像がもつ力
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校

３年生 社会的な話題について、複数の論証文や記録文などから文
章の展開に注意しながら課題を解決するために必要な情報
を読み取り、概要や要点、詳細をまとめる活動。また、ま
とめた内容を基に解決策を考え、話したり書いたりして伝
え合う活動（読むこと(イ)）。
社会的な話題について、ニュースや講演などを聞いたり読
んだりして、情報や考え、課題の解決策などを、明確な理
由や根拠とともに詳しく話して伝え合う活動。また、やり
取りした内容を踏まえて、自分自身の考えなどを整理して
発表したり、文章を書いたりする活動（話すこと[やり取
り](イ)）。
社会的な話題について、ニュースや講演などを聞いたり読
んだりして、情報や考え、気持ちなどを明確な理由や根拠
とともに詳しく話して伝える活動。また、発表した内容に
ついて、質疑応答をしたり、意見や感想を伝え合ったりす
る活動（話すこと[発表(イ)]）。

自分たちが住む十日町をより住みやすく観光客も多く訪れる魅力
的な街にするためにできることは何かについて、ペア活動やグ
ループでのディスカッションなどをとおして考えを深めたうえで、
地域の大学に通う留学生との異文化交流会で（状況）、十日町に
興味を持ってもらい、その魅力が十分に伝わるように（目的）、
グループ単位でまとめた十日町を紹介する発表を行う。（場面）

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・グローバルな感覚を持って、他の生徒と協働し、課題を達
　成するために自身の意見を適切に伝えようとしている。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・寛容の精神で他の生徒の考えに耳を傾け、敬意を持って認
　め、同意したり反対したりしようとしている。（受信）
・聞き手の理解の状況を確認して、言い換えたり、例を出し
　たりしながら話そうとしている。（発信）
＜主体的、自律的に外国語を用いてコミュニケーション

    を図ろうとする態度を養う＞
・他の生徒の考えの上に、新しい関連のある考えを導入し、
   多面的に思考しながら、会話を活発に続けようとしてい
　る。

SKILLFUL English
Communicaton Ⅲ

Lesson 5  Organizing
to Protect the
Environment

２年生 日常的な話題について、必要に応じて、話される速さが調
整されたり、別の語句や文での言い換えを聞いたりしなが
ら、対話やスピーチなどから必要な情報を聞き取り、話の
展開や話し手の意図を把握する活動。また、聞き取った内
容を基に考えをまとめ、話したり書いたりして伝え合う活
動（聞くこと(ア)）。
関心のある事柄や学校生活などの日常的な話題について、
必要に応じて、使用する語句や文、やり取りの具体的な進
め方が示される状況で、情報や考え、気持ちなどを詳しく
話して伝え合う活動。また、やり取りした内容を整理して
発表したり、文章を書いたりする活動（話すこと[やり取
り](ア)）。
関心のある事柄や学校生活などの日常的な話題について、
必要に応じて、使用する語句や文、発話例が示されたり、
準備のための一定の時間が確保されたりする状況で、情報
や考え、気持ちなどを理由や根拠とともに詳しく話して伝
える活動。また、発表した内容について、質疑応答をした
り、意見や感想を伝え合ったりする活動（話すこと[発
表](ア)）。

ALTの先生や地域の大学に通う留学生との異文化交流会で（状
況）、「日本の魅力」を知ってもらったり、自身の異文化への理
解を深めるために（目的）、グループ単位で発表をしたり、留学
生の母国や留学生自身についての話を聞いて質問をしたり、ペア
やグループで話し合ったりする（場面）。

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・ALTの先生や地域の大学に通う留学生の文化的背景を理解
　した上で、他の生徒と協働して伝えようとしている。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・寛容の精神で他の生徒の考えに耳を傾け、必要に応じて明
　確化のための質問をして助けようとしている。（受信）
・聞き手の理解の状況を確認して、場合によっては、言い換
　えたり、例を出したりしながら話そうとしている。（発
　信）
＜主体的、自律的に外国語を用いてコミュニケーション

    を図ろうとする態度を養う＞
・伝えたいことが十分に伝わるように、自分で考えながら論
　点をずらさずに会話しようとしている。

POLESTAR English
Communication Ⅱ

Lesson 6  The Miracle
of Curitiba

１年生 日常的な話題について、話される速さが調整されたり、基
本的な語句や文での言い換えを十分に聞いたりしながら、
対話や放送などから必要な情報を聞き取り、話し手の意図
を把握する活動。また、聞き取った内容を話したり書いた
りして伝え合う活動（聞くこと(ア)）。
身近な出来事や家庭生活などの日常的な話題について、使
用する語句や文、やり取りの具体的な進め方が十分に示さ
れる状況で、情報や考え、気持ちなどを即興で話して伝え
合う活動。また、やり取りした内容を整理して発表した
り、文章を書いたりする活動（話すこと[やり取
り](ア)）。
身近な出来事や家庭生活などの日常的な話題について、使
用する語句や文、発話例が十分に示されたり、準備のため
の多くの時間が確保されたりする状況で、情報や考え、気
持ちなどを理由や根拠とともに話して伝える活動。また、
発表した内容について、質疑応答をしたり、意見や感想を
伝え合ったりする活動（話すこと[発表](ア)）。

ALTの先生や地域の大学に通う留学生との異文化交流会で（状
況）、十日町の行事を含めた「十日町の魅力」を知ってもらうた
めに（目的）、グループ単位で発表したり、留学生の母国や留学
生自身についての話を聞き、場合によっては質問をしたり、ペア
やグループで話し合ったりする（場面）。

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・ALTの先生や地域の大学に通う留学生の文化的背景を理解
　した上で、世界の中の日本人としての自覚をもって伝えよ
　うとしている。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・寛容の精神で他の生徒の考えに耳を傾け、相手が言ったこ
　とを共感的に受け止める言葉を返しながら聞こうとしてい
　る。（受信）
・聞き手の理解の状況を確認しながら、課題に関わる発言を
　しようとしている。（発信）
＜主体的、自律的に外国語を用いてコミュニケーション

    を図ろうとする態度を養う＞
・グループで相談し、郷土理解を深めながら、問題の解決に
　努めようとしている。

POLESTAR English
Communication Ⅰ

Lesson 1  Washoku －
Japanese Food
Culture

大地の芸術祭等、真正性の高い場での
コミュニケーションを目指した授業計画

自己理解・郷土理解を深め、
自己表現・発信する言語活動の充実



言語活動 タスク 学びに向かう力、人間性等
学習指導要領の言語活動の例 目的、場面、状況を設定した言語を運用する学習活動の例 十日町市教育大綱が目指す児童生徒像がもつ力
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３年生 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握
した内容に基づき、読み取ったことや感じたこと、考えた
ことなどを伝えた上で、相手からの質問に対して適切に応
答したり自ら質問し返したりする活動（話すこと[やり取
り](ウ)）

ALTの先生が「都会と田舎、どちらがよい？」という話題で母国の
友達とメールでやり取りしているが、「意見が合わないんだけ
ど、あなたはどう思う？」と聞かれた（状況）。そのメールのや
り取りを読んで、ALTの先生に自分の考えや理由を知ってもらうた
めに（目的）、自分の意見を言おう（場面）。

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・ＡＬＴの先生、その友達の文化的背景を理解した上で、
　自分の意見を言おうと粘り強く取り組もうとしている。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・相手の考えをきちんと理解した上で、I know what you
    mean. などを使って、自分の意見を述べようとしている。
・他の生徒が話しているときに、I think so too. / I agree
    with you. などを使って聞こうとしている。
・必要に応じて、相手の理解を確認する質問をしようとして
　いる。
・That’s true, but ～. / You said that ～, but ….などを使っ
   て、相手の意見を尊重しながら自分の意見を述べようとし
   ている。
＜主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

　とする態度を養う＞

・語彙を定期的かつ体系的に復習しようとしている。
・タスクを完了するのにうまくいった事を特定しようとして
　いる。

TOTAL ENGLISH ３

Chapter 4  Project
自分の意見を言おう

２年生 日常的な話題について、簡単な語句や文を用いて、出来事
などを説明するまとまりのある文章を書く活動（書くこと
(ウ)）

十日町市役所の職員から、大地の芸術祭や雪まつりにくる外国人
観光客に十日町の良さをPRしてほしいと依頼があった（状況）。
「『ふるさと十日町の良さ』を外国人観光客に知ってもらうため
に（目的）、食べ物や行事、名所などが載っている外国人観光客
用の観光パンフレットをグループで協力して作ろう（場面）。」

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・外国人観光客の文化的背景を理解した上で、「ふるさと十
　日町の良さ」を発信しようと粘り強く取り組もうとしてい
　る。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・グループで活動する際に自分の役割を果たそうとしてい
   る。
・他の生徒に対し、タスクに取り組み続けるように勧めよう
   としている。
・タスクのトピックに関連する発言・提案をしようとしてい
   る。
＜主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

　とする態度を養う＞

・教室外での口頭及び書面での広範な対話の機会を探し、活
　動に参加しようとしている。

TOTAL ENGLISH ２

Book 2  Project
観光パンフレットを作
ろう

１年生 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを
まとめ、簡単なスピーチをする活動（話すこと[発
表](イ)）

ALTの先生が家族を日本に招待するにあたり、どの季節が良いか考
えている（状況）。自分の薦める季節の良さを知ってもらえるよ
うに（目的）、学校行事や地域のイベントを紹介し、どの季節が
いいか自分の考えを発表しよう（場面）。

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・ＡＬＴの先生、その家族の文化的背景に配慮して、自分の
　考えを発表しようと粘り強く取り組もうとしている。
＜聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮する＞

・他の生徒の発表をうなずきながら聞こうとしている。
・恥ずかしがらず、堂々と発表しようとしている。
・他の生徒の発表を聞いたあとに、拍手などを返して、聞き
   手を労おうとしている。
・他の生徒が話しているときに、Yeah. / I see. / Uh-huh. /
    Me, too. などを使用して聞こうとしている。
・聞き手の反応を確認しながら、間を意識して発表しようと
   している。
＜主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

　とする態度を養う＞

・学習用辞書及びその他の参考書を使用して、語彙の知識を
　高めようとしている。

TOTAL ENGLISH １

Book1  Project
Show & Tellをしよう

小
　
　
学
　
　
校

高学年 簡単な語句や基本的な表現を用いて、学校生活や地域に関
することなど、身近で簡単な事柄について、自分の考えや
気持ちなどを話す活動（話すこと[発表](ウ)）

総合的な学習の時間に、大地の芸術祭や雪まつりに来る外国人観
光客に十日町の魅力をPRしようというめあてをもった（状況）。
「これまで学習してきた『ふるさと十日町のよさ』を伝えるため
に（目的）、総合的な学習の時間に作成したパンフレットを手渡
しながら、これまで学習した英語を活用して、外国人観光客に対
して自分の考えや気持ちを話そう（場面）。」

＜外国語の背景にある文化に対する理解を深める＞

・「ふるさと十日町のよさ」を理解した上で、外国人観光客
　の文化に対する理解も深め、十日町の魅力をＰＲしようと
　している。
＜他者に配慮する＞

・ふるさと十日町に目を向けて、外国人観光客に「ふるさと
　十日町のよさ」を伝えるために　必要な言い方を、既習事
　項を活用したりALTに尋ねたりして、進んで考えようとし
　ている。
・外国人観光客によりよく伝えるために進んでペアやグルー
　プでの練習に取り組み、相互評価をし合いながらよりよい
　表現ができるように工夫しようとしている。
・英語であいさつの声掛けをしたり、笑顔で話し掛けたりし
　て、進んで外国人観光客と交流しようとしている。
＜主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

　とする態度を養う＞

・英語学習における自身の進捗状況の認識を示そうとしてい
　る。
・感情的な反応を調整しようとしている。

We Can! ２

Unit４  I like my town.

中学年 自分の好き嫌いや、欲しい物などについて、人前で実物や
イラスト、写真などを見せながら話す活動（話すこと[発
表](イ)）

ALTの先生と仲良くなるために、みんなのことをもっと知ってもら
おう（状況）。「ALTの先生に、みんなの好きなものや得意なこと
を知ってもらうために（目的）、英語を活用して自己紹介をしよう
（場面）。」

＜言語やその背景にある文化に対する理解を深める＞

・母語と外国語の自己紹介を比べることで、母語と外国語の
　性質や価値をよりよく理解しようとしている。
＜相手に配慮する＞

・自己紹介をするために必要な言い方を、既習事項を活用し
　たりALTに尋ねたりして、進んで考えようとしている。
・ALTによりよく伝えるために進んでペアやグループでの練
　習に取り組み、よさを伝え合いながら自信をもって表現し
　ようとしている。
・ALTに自分のことを知ってもらおうと、適切な声の大きさ
　ではっきりと自己紹介しようとしている。
＜主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

　とする態度を養う＞

・気を散らすものに負けず、注意深く耳を傾けようとしてい
　る。
・感情的な反応を調整しようとしている。

Let's Try １
Unit １  Hello!

Let's Try ２
Unit １  Hello, world!


