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１． 本時の目標 

○ 科学的なテーマである題材内容（バイオミ

メティクス（生体模倣））が日常生活にどう

活用されているのかを理解する。 

○ 教科書本文を繰り返し、多様に触れさせる

ことを通して学習する言語知識を涵養さ

せアウトプットで使える状態に仕向ける。 

 

２． 本時の位置づけ 

本時では New Crown English Series 3 の

Reading for Fun 3 "Learning from Nature"を

扱う。本単元の題材としてバイオミメティクス

が扱われている。本実践においてはこの題材内

容を活用し、内容と言語指導を統合した展開を

計画、実施する。 

内容と言語指導を統合した展開は CLIL

（Content and Language Integrated Learning）

と呼ばれる。日本人英語学習者を対象にしたよ

り適切な指導としてsoft CLIL approach が挙

げられる。本実践においてはこの soft CLIL 

approach をどのように具体化するかを明らか

にしていくため、内容を教えることに加え、言

語学習を深めさせる指導のあり方を検討する。 

本題材は the hook-and-loop fasteners（面

ファスナー）と the Shinkansen（新幹線の先端

箇所）のセクションで構成される。各セクショ

ンにおいては大まかに次の展開を実施する。

1)Oral Introduction 2)First Listening 

3)Vocabulary 4)Scanning 5)Focus on Grammar 

6)Chunk Reading 7)Intensive Reading 

8)Reading Aloud(including Reproduction) 

生徒にはこれらの指導を通して内容と言語

の涵養を図るとともに、最終的なアウトプット

としての task 活動に取り組ませたい。本時は

the Shinkansen セクションの内容と言語の涵

養を図る指導を行う。 

３． 本時の概要 

（１）生徒の自律的学習に向けて 

本時では教科書の題材内容と使用されてい

る言語に対する理解（content/language）を深

める指導（先述した流れ）を行う。その指導を

通して生徒には教科書英文の見方を深めさせ

たい。それは教科書本文は訳すことだけにとど

まらず、言語への気づきも含めて学習を深める、

という点である。本時では新幹線の開発におけ

る課題を克服するためにどのような生体模倣

が活用されたのか、また生体模倣がもたらした

利点はどのような点があるか、などについて訳

だけではなく、それらを学んだ言語知識を活用

させながらアウトプットさせていく。CLIL 
approach が 提 唱 す る 4Cs(Content, 
Communication, Cognition, Community)を往還

させる学習を深めることが自律的な言語使用

への一歩を踏み出すことにつながると考える。 

（２）情報活用能力について  

 本校英語科では、英語科における情報を言語

習得に関わる言語処理過程、つまりはインプッ

ト、インテイク、アウトプット上の言語知識の

ことを指すと定義した（研究紀要 2021）。それ

は言い換えれば、明示的知識の手続き化（手続

き的知識化）と言うことができる。つまり、生

徒が学習する文法的知識（を中心とした明示的

知識）を使える状態にあるものとして記憶化

（自動化）させることである。この熟達手続き

はスキル習得のフレームワークで捉えること

ができるとされる（Anderson 1976、DeKeyser 

1998 などが詳しい）。本校での指導においては

特に明示的知識の手続き化という視点に立っ

て指導を行った（山城 2021）。その結果から、

生徒の学習観、学習方略に対する指導が必要で

あるという結論に至った。ゆえに今年度の授業

テーマを表記の通り設定した。 
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４．本時の展開 

主な学習活動と予想される生徒の反応 指導上の留意点 

〈１．導入〉 

 Lead-in Activity                 （10分） 

 0)What’s new? 

 1)Criss-Cross 

 Ask Students(Ss) to answer Japanese sentences in English  

 those are from the textbook. 

 2)Item Story  

 Students talk with the partner with using the listed 

vocabulary to create the story that fits with Ss’ thoughts 

and ideas. Then share the story or show a model dialogue 

that is held between Ss or Ss and the JTE. 

 

 

 

 

Ask Ss the Question with good rhythm and tempo 

to let them into the class smoothly. 

 

JTE will assist when Ss struggle to express  

  though, let them listen carefully and repeat  

  the contents and sentences they hear.  

JTE assists Ss utterance urging Corrective 

Feedback; recast or Clarification Request (CR).  

〈２．展開〉 

（１）For-output practice 1                     （30分）                         

1)Vocabulary Review 

2)Reading Aloud 

3)Intensive Reading 

4)Reproduction 1 

5)Reproduction 2 

 

 

Not only write down the answers when they think 

about the QA(intensive reading), but also 

give Ss time to talk with the partner first. 

Share what to do by the monitor and the 

appropriate ways with the Ss. 

〈２．展開〉 

（２）For-Output Practice 2.                      （5分） 

 1)Item Story Writing 

 Use newly learned vocabulary and make a story of his/her  

 own. 

◇Do those activities in order along with the time and 

Ss achievement. 

 

 

Use a few words Ss learned in this lesson and 

make them think the possible examples along 

with the thoughts and ideas Ss want to 

express. 

Make Ss have a conversation with the partner 

and write them down. 

〈３．まとめ〉  

 Wrap up                                         （5分） 

 1)Share his/her sentences with the classmates. 

 

 2)Consolidate the today’s lesson.  

 

 

Good points or points those are needed to be  

  improved would be referred. 

Suggest what Ss can do as one part of their  

  study at home. 

 

 


