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２ コミュニケーション能力を高める領域を統合した高度な活動 

 単元と単元の間に行う投げ込み教材です。領域を統合的に活用し，ある程度即興的に話したり書いた

りする高度な表現活動です。このような活動を段階的に１年生後期から行っていくとよいでしょう。 

＜生徒向け活動説明資料＞ 

Interview & Speech for 3
rd

 grade students 

～ペラペラ English コミュニケーション（単元後の究極の活動）～ 

ねらい ◎その場で考えたことを即興的に仲間や ALT と話すことを通して，「話す力」をぐ～んと高めます。 

    〇自分が話した英語をまとまった量の英語で書くことで「書く力」を高めます。 

心構え 話すとき…自分の伝えたいことを自分が使える（知っている）文，チャンク，単語，ジェスチャー

で何とか伝えようとする。（話し言葉に間違いは起こるものです。） 

「正しい英語しか使っちゃダメ」ではなく，意思の疎通が一番の目的 

「英語が分からないから黙ってよ」これは無視と同じ。最もやってはいけないマナー

違反!! 話相手の英語の力も高めることができません。 

    聞くとき…相手の伝えたいことをくみ取ろう（理解しよう）とする。反応する 

    書くとき…話したことを「よく思い出し」，書くときは「正確に」伝えようとすることを意識する。

（書き言葉は情報を伝える役割が大きいので正確さが求められます。） 

進め方 

① タスクを知る（目的を知る） 

 なぜコミュニケーションするのか理解する。必ず ALT から皆さんにミッションが与えられます！ 

② 話すことを整理（メモ） 

 会話をする前に，短いですが考える時間があります。話す内容を簡単に準備すると会話が豊かに続きます。

英文を書かないこと，読む活動になります。メモは単語かチャンク，日本語で書く。質より量の意識が大切。 

③ ペアでインタビュー 

 とにかく話す。意思の疎通が第一目的です。裏面の「極意」（P.56）を確認しよう。 

 聞き出したい情報を得られればよい。どんな表現を使ってもＯＫ。 

 会話中に必要なメモを取りながら進める。 

④ ペアで意思決定をする話し合い 

 かなりハイレベルな会話です。二人の情報から ALT の出すミッションに最もふさわしいものを相談して

決めます。主に自分の考えと理由を伝え合います。英語を駆使して決められれば合格！  

 同じく裏面の話し合いの時の便利な表現を使いましょう。 

※ この後に「学び合いタイム」が入ります。互いの良い点や改善点などを確認し合います。 

⑤ 話し合いの結果を報告スピーチ 

話し合った内容をスピーチの型に沿って，縦ペアで即興的にスピーチします。かなり難しいですが話す力

はかなり付きます。うまくいかなくてもまずは挑戦！報告を受けた人は必ず質問かコメントを返します。 

⑥ 報告スピーチで話した内容をレポートとして書く 

 自分が話したスピーチを基に，スピーチの型に沿って書きます。これをＡＬＴの先生が読みます。正確さ

を意識しましょう。 

⑦ 文法指導 

みんなが使った様々な英語表現をクラス全体で共有し，誤りを訂正したり文法の解説をしたりします。 

⑧ 振り返り 

 自分のインタビューやスピーチ，レポートを振り返ります。気づいた点，次に頑張る点にはペア（相手）

の良かった点や参考したいことを書き留めるとよいでしょう。 

⑨ ペアとワークシートを変えて③から繰り返す 
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Class（   ）No.（   ）Name（            ） 

 

 

Task 3 

 

 

 

 

 

  

Step1  Interview （写真から読み取れる情報も含め，とにかくたくさん伝えた方がよい）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インタビューシナリオ Use them! 

□ あいさつをし，インタビュー許可を得る 

□ 情報を伝え合う 

□ 知りたいことを質問し合う 

□ お礼を言って終える 

□ トリプルＡ（Answer→Add→Ask） 

□ Anything else? （他には？） 

□ Tell me more.（もっと教えて） 

□ By the way, ～（ところで～） 

Step 2 Talk Who is better as a new cook?  And why?  
 

 

 

 

 

ペアで伝え合いましょう ・Good ポイント ・アドバイス（改善点） ・こんな時なんて言えばいいの 

Goal：時間内にできるだけたくさんの情報を交換し，意思決定することができる。 

話し合ったことを即興的にスピーチし，その内容をレポートとして書くことができる。 
 

話し合いメモ 

 

I’m a CEO of International food Inc. 

Our company will open a new restaurant in New York. Sushi and 

ramen are popular in New York now. But we have a lot of good 

recipes of Italian food. So, we need a new young cook.  

I have two candidates. Who is better as a new cook? Tell me your 

opinion. 
Mr. Brown 

＜あなたが知っている候補者の Profile＞ 

Name：ヒデキ 

Age：27 

Birth place：日本 

Language：日本語のみ 

Other：イタリア料理が得意 

寿司は以前に少し握ったことがある 

ラーメン店で働いたことがない 

＜聞き取った情報をメモする＞ 

 

 

 

 

 

ワンポイントアドバイス  授業（活動）のゴールを示して，見通しをもたせます。

また，タスクを与え活動に必然性をもたせます。常に ALT からのタスクの提示があ

るとよいでしょう。（T.T.の時がよい）今回は就職面接についてです。 

ワンポイントアドバイス  インタビュ

ーを終えた後，次の３つの視点からすぐ

にペアで振り返りをさせます。 

ワンポイントアドバイス  意思決定のための交渉をする

とても高度な言語活動です。右のような型や便利な表現を

与え，英語のみで意思疎通を図りどちらかに決めることが

できれば OKです。回を重ねるごとに教師の足場かけをな

くして自由にやり取りできるようにしましょう。 

A3 のワークシートA（左） 

A：Who is better~? 

B：I think ~ is better because….  

How about you? 

A：I think ~ is better because…. 

B：I agree / disagree with you  
because…! 

A：OK. I agree.  ~ is better. 
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Step 3  Make a report speech（インタビューで得た情報を基に２分間即興レポートスピーチ） 

－スピーチの基本構成に従う！－ 

 

 

 

      Hello,～.          I have ~ reason(s).      So, ～. (自分の考えをもう一度) 

自分の名前を言う                        Thank you for listening. 

      I think ～.(自分の考え)                                 Do you have any questions or 

                                                       comments? 

 

Step 4  Write down a report! スピーチで話した英語を書いて ALT のブラウン先生にレポート報告 

 

 

 情報交換インタビュー プレゼント決定トーク レポート 

Ｓ（４） 
英語だけで９つ以上伝えることがで

きた 

自分の考えと理由を複数言え，ど

ちらかに決めることができた 

スピーチの内容以外にも書いてレ

ポートすることができた 

Ａ（３） 
英語だけで７～８つ伝えることができ

た 

自分の考えと理由を言え，どちら

かに決めることができた 

スピーチの内容を書いてレポート

することができた。 

Ｂ（２） 
英語だけで５～６つ伝えることができ

た 

自分の考えや理由を十分伝えら

れなかったが決めることができた 

スピーチやレポートで伝えられな

いことがあった。 

Ｃ（１） 英語だけで４つ以下，日本語使った どちらかに決めることができない レポートすることができなかった。 

合計得点（     ）点  S=10～12，A=7～9，B=4～6 総合評価（   ） 

 

 

 

 

主＋動＋何＋ど・ど・いつ 

Opening Body Closing 

質問やコメントをする

ことは聞き手の大切

なマナーです！ 

活動後の感想（うまくできた点，できなかった点，次頑張りたい点） 

 

 

 

ワンポイントアドバイス  話し合いの内容

を，Opening, Body, Closing の構成で即興的

にスピーチさせます。縦列でペアを組み，報

告（スピーチ）させます。 

ワンポイントアドバイス  即興で行ったスピーチの内容を書

く活動です。書いたものがレポートとして ALT に提出される

ことでタスクが達成されます。ALT に読んでもらい，感謝や

ほめ言葉，簡単なコメントを書いてもらいフィードバックを

します。 

ワンポイントアドバイス  ここまでの活動をルーブリックで評価

させます。 

ワンポイントアドバイス  リフレクションの前に，生徒に発表させるなどして生徒が使った表現を共有しましょ

う。机間巡視の際に，この生徒の表現を共有すべきだなという目星を付けておきます。なるべくよい表現を取り

上げるとよいでしょう。クラス全体で表現の誤り訂正を行ったり，ターゲットとなる文法指導を行ったりします。

リアルで意味重視のコミュケーション後に指導を入れることに効果があります。 

A3 のワークシートA（右） 
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Class（   ）No.（   ）Name（            ） 

 

 

Task 3 

 

 

 

 

 

  

Step1  Interview （写真から読み取れる情報も含め，とにかくたくさん伝えた方がよい）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インタビューシナリオ Use them! 

□ あいさつをし，インタビュー許可を得る 

□ 情報を伝え合う 

□ 知りたいことを質問し合う 

□ お礼を言って終える 

□ トリプルＡ（Answer→Add→Ask） 

□ Anything else? （他には？） 

□ Tell me more.（もっと教えて） 

□ By the way, ～（ところで～） 

Step 2 Talk Who is better as a new cook?  And why? 
 

 

 

 

 

ペアで伝え合いましょう ・Good ポイント ・アドバイス（改善点） ・こんな時なんて言えばいいの 

Goal：時間内にできるだけたくさんの情報を交換し，意思決定することができる。 

話し合ったことを即興的にスピーチし，その内容をレポートとして書くことができる。 
 

話し合いメモ 

I’m a CEO of International food Inc. 

Our company will open a new restaurant in New York. Sushi and 

ramen are popular in New York now. But we have a lot of good 

recipes of Italian food. So, we need a new cook.  

I have two candidates. Who is better as a new cook? Tell me your 

opinion. 
Mr. Brown 

＜あなたが知っている候補者の Profile＞ 

Name：カルロ（Carlo） 

Age：35 

Birth place：イタリア（Italy） 

Language：イタリア語 

（Italian），英語，日本語 

Other：日本に３年住んでいた 
寿司屋で働いたことはない 
ラーメン店働いたことがある 

＜聞き取った情報をメモする＞ 

 

 

 

 

 

A：Who is better~? 

B：I think ~ is better because….  

How about you? 

A：I think ~ is better because…. 

B：I agree / disagree with you  
because…! 

A：OK. I agree.  ~ is better. 

A3 のワークシートB（左） 
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Step 3  Make a report speech（インタビューで得た情報を基に２分間即興レポートスピーチ） 

－スピーチの基本構成に従う！－ 

 

 

 

      Hello,～.          I have ~ reason(s).      So, ～. (自分の考えをもう一度) 

自分の名前を言う                        Thank you for listening. 

      I think ～.(自分の考え)                                 Do you have any questions or 

                                                       comments? 

 

Step 4  Write down a report! スピーチで話した英語を書いて ALT のブラウン先生にレポート報告 

 

 

 情報交換インタビュー プレゼント決定トーク レポート 

Ｓ（４） 
英語だけで９つ以上伝えることがで

きた 

自分の考えと理由を複数言え，ど

ちらかに決めることができた 

スピーチの内容以外にも書いてレ

ポートすることができた 

Ａ（３） 
英語だけで７～８つ伝えることができ

た 

自分の考えと理由を言え，どちら

かに決めることができた 

スピーチの内容を書いてレポート

することができた。 

Ｂ（２） 
英語だけで５～６つ伝えることができ

た 

自分の考えや理由を十分伝えら

れなかったが決めることができた 

スピーチやレポートで伝えられな

いことがあった。 

Ｃ（１） 英語だけで４つ以下，日本語使った どちらかに決めることができない レポートすることができなかった。 

合計得点（     ）点  S=10～12，A=7～9，B=4～6 総合評価（   ） 

 

 

 

 

主＋動＋何＋ど・ど・いつ 

Opening Body Closing 

質問やコメントをする

ことは聞き手の大切

なマナーです！ 

１時間（50 分）で行います。一つの単元が終わった後に，Task を変えながら年間を通して行

います。始めのうちは活動の説明に時間がかかりますが，これを継続して行うことによって生徒

は活動に慣れてきます。試行錯誤しながら表現を紡ぎ出す生徒を大いに褒めて，生徒にとってや

りがいのある活動にしましょう。英語科として，３年間続けるとよいでしょう。 

A3 のワークシートB（左） 


