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専門 
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高） 

2 必修 後期 2 安 田  比 呂 志 単独 

英語科目名 
Teaching Methods in English for 

Secondary Education II   

 

 

免許法施行規則に

定める科目区分 
教科及び教科の指導法に関する科目（中学校及び高等学校 英語） 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 

 
＜授業概要＞ 学習指導要領を中心として、指導計画の作成方法や教材研究の仕方、学習指導案の書き方、ティーム・テ

ィーチングの方法、学習評価とテストのあり方など、教員として教壇に立った時に必要となる様々な知識や実践力を、授

業観察や授業体験、模擬授業も盛り込んだ授業を通して身に付ける。 
 
＜到達目標＞ 「英語科教育法 I」に引き続き、学習指導要領が求める英語でのコミュニケーションを図る資質・能力の育成

を教育現場で実践することができるようにするために、中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関

する知識と授業指導及び学習評価の基礎を身に付ける。 
 
＜ディプロマポリシー＞ 

・基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につけ 

 ている。 

・コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

・児童・生徒理解、自己理解、他者理解できる心理学的なスキルを修得している。 

・専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけてい 

る。 

・「アクティブ・ラーニング」「ICT の活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」など 

 の指導力を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教育専 

攻のものにあっては「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 

 
＜学生へのフィードバック＞ 

授業で全体に向けてフィードバックを行う。 
 
＜授業／AL の進め方＞ 

質疑応答型、ディスカッション型、メディア利用型の授業方法を取り入れる。学生によるパワーポイントを使

ったプレゼンテーションを起点として、その内容について各自が調べてきたことを発表し合い、ディスカッシ

ョンを行うことにより、また、時にはインターネットや DVD を活用することにより、理解を深め、レポート

にまとめるとともに、そこで得た知見を実際に学校現場で活用できるようにする。また、授業観察、授業体験、

模擬授業の形式も取り入れて実践的な学習を行う。 
 
＜利用する ICT 機器＞ 

パソコン、パワーポイント、DVD、インターネット 
 
＜成績評価＞ 
    【評価方法】 

プレゼンテーション、グループディスカッションを含む授業への取り組み（60％）及びレポート（40％）

を総合的に評価する。 
 
    【評価基準】 

プレゼンテーションの仕方や内容、グループディスカッションへの参加度、提出課題の内容、模擬授

業で評価する。 
 
＜教科書＞ 

岡田圭子、ブレンダ・ハヤシ、嶋林昭治、江原美明、『基礎から学ぶ英語科教育法』（松柏社） 
 
＜参考書＞ 

文部科学省『中学校学習指導要領』（2017）、文部科学省『高等学校学習指導要領』（2018） 
文部科学省『中学校学習指導要領解説 外国語編』 （2017） 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』（2018）   

 
＜受講学生へ＞ 

グループワーク、プレゼンテーションを円滑に行うことができるように、授業で扱う内容について毎回しっか



りと予習し、理解しておくとともに、そのテーマにかかわる事柄に関して事前に独自に調べておくこと。 
 
【授 業 計 画】 
 
第 1 回 

授業内容 複数の領域を統合した言語活動指導について理解し、授業に生かすことができるようにするために、

Small Talk や Classroom English などの定型表現とやり取りの仕方に関する指導について学ぶ。  
 

事前事後学修 
事前学修：第 11 章第 5 節を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた

課題（１時間） 

   第 2 回 
授業内容 

教材の活用、教材研究について理解し、それを授業指導に生かすことができるようにするために、教材と

しての教科書の使用法とともに、言語材料の考え方と指導法や、題材（topics、subjects）の選択につい

ても考察する。 
 

 
事前事後学修 

事前学修：第 12 章第 1 節から第 2 節の 2 までを読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学

修：授業を踏まえた課題（１時間） 
   第 3 回 

授業内容 
黒板やフラッシュカード、OHP、CD プレイヤー、DVD、プロジェクター、電子黒板、タブレット・コンピュー

タ、e-learning など、情報機器（ICT）を含む多様な教具について学び、授業で情報機器を活用できるよ

うにする。 
 

 事前事後学修 事前学修：第 12 章第 2 節の 3 を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏ま

えた課題（１時間） 
   第 4 回 

授業内容 
年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画に組み込まれ得る教材および ICT の活用方法を理

解するために、授業観察や授業体験の形式で、教材および ICT を使った活動を行う。  
 

事前事後学修 事前学修：第 12 章を読み直し、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課

題（１時間） 
   第 5 回 

授業内容 
年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画に組み込まれ得る教材および ICT の活用方法を理

解するために、授業観察や授業体験の形式で、教材および ICTを使った活動を行う。同時に、PDCAサ

イクルについても理解する。 
 

 
事前事後学修 

事前学修：第 3 節を含めて第 12 章全体を読み直し、関連することを調べる。（3 時間）・事後学

修：授業を踏まえた課題（１時間） 
   
第 6 回 

授業内容 
略案と細案の違い、指導案（細案）作成の基本的な流れなどを学ぶことにより、学習到達目標に基づく授

業の組み立てについて理解するとともに、学習指導案の作成について理解し、授業指導に生かすことが

できるようにする。 
 

 
事前事後学修 

事前学修：第 13 章第 1 節を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた

課題（１時間） 
   第 7 回 

授業内容 
単元の学習指導や本時の学習指導、評価の観点など、指導案に書くべき事柄や、指導案を作成する際

に留意すべき点などを確認しながら、学習指導案の作成についての理解を深める。  
 

事前事後学修 事前学修：第 13 章第 2 節と第 3 節を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を

踏まえた課題（１時間） 
   第 8 回 

授業内容 
模擬授業の形式を取り入れ、自分が作成した指導案の一部を実践してみることにより、学習指導案の作

成についての理解を深め、授業指導に生かすことができるようにする。  
 

事前事後学修 
事前学修：242 頁～252 頁の見本を参考にしながら、自身の指導案を作成する（3 時間）・事後学

修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 9 回 

授業内容 
ペアを組み、コミュニケーションを意識した interactive な言語活動を取り込む指導案を作成し、その一

部を模擬授業の形式で実践することにより、学習指導案の作成についての理解を深め、授業指導に生

かすことができるようにする。 
 

 
事前事後学修 事前学修：242 頁～252 頁の見本を参考にしながら、自身の指導案を作成する（3 時間）・事後学

修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 10 回 

授業内容 
コミュニケーションを意識した interactive な言語活動を取り込む指導案を個別に作成し、模擬授業を行

うことにより、学習指導案の作成についての理解を深め、授業指導に生かすことができるようにする。  
 

事前事後学修 事前学修：242 頁～252 頁の見本を参考にしながら、自身の指導案を作成する（3 時間）・事後学

修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 11 回 

授業内容 
ALT（Assistant Language Teacher）と JTL（Japanese Teacher of English）の役割の違いを考えな

がら、ティーム・ティーチングの理想的なあり方について考察する。  
 

事前事後学修 事前学修：第 14 章を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（１

時間） 
   第 12 回 

授業内容 
評価に関する用語の定義や、評価とテストのさまざまな種類、テスト作成の条件などに関して学ぶことによ

り、年間を通した学習到達目標に基づく評価の在り方を理解し、指導に生かせるようにする。  
 

事前事後学修 
事前学修：第 15 章を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（１

時間） 
   



第 13 回 
授業内容 

4 技能 5 領域の評価の方法について学びながら、観点別学習状況の評価とそれに基づく評価基準の設

定や評定への総括について理解し、指導に生かすことができるようにする。  
 事前事後学修 事前学修：第 15 章を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（１

時間） 
   第 14 回 

授業内容 
4 技能 5 領域の評価の方法について学びながら、言語能力の測定と評価（パフォーマンス評価等を含

む）について理解し、指導に生かすことができるようにする。  
 

事前事後学修 事前学修：第 15 章を読み直し、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課

題（１時間） 
   
第 15 回 

授業内容 
英語教育の今後の展望及び英語教師に求められる資質・能力について考える。 

 
 

事前事後学修 事前学修：第 17 章を読み、関連することを調べる。（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（１

時間） 
 


