｢まるごと A2－６課（１/２）｣
学 習 日
参加者（学習者）

目 標

2019 年 2 月 6 日 （水）
学習項目 教科書

12 人

教案
授業時間 ９０分

担当： 朝倉

P54～59

(この回のポイント・ねらい)

F:ファシリテーター SF:サポーター（サブ・ファシリテーター） S:学習者
旅行先のホテルで興味があるツアーについて聞き理解できるようになる。
参加したツアーについて感想を言えるようになる

学 習 内 容 （キーワード・ 重要概念）
1 オプショナルツアーについて、日本人が話していることがわかる
2 自分の国の観光地について話す。そこで何ができるのか。
（きれいな景色・人々の日常生活・文化 芸術 ：見ることができる
町の人と ガイドと ツアーの参加者と： 話すことができる
町の名物料理・おいしいお菓子・果物 ：食べることができる
〇〇を作ることがきる。ショッピングをすることができる）
時間

教具・教材

14:00
Can-do
10

提示項目

活動

あいさつ

自己紹介

Can-do 確認

中国語英語などの翻訳つきの

リスト

14:10
10

メモ

Can-do リストを使う
イメージをつかむ

47 48 を見て何があるか話す

先週参加していない人が

54 ページ を見て話す

多い筈なので ＳＦにＳが
説明する。
14:20

語彙
リスト

10
14:30

翻訳で意味を確認

A2-2 語彙 のみ確認

「生き物」の例、何に「協

語彙リストを四つ折りにして音読コーラス

力」する？ 何に「参加」

訳語を隠してコーラス

する？
P55 ①

SF ABCD の文 を読む

P54 を読む替わりに
SF A：「これは（指さす）沖縄文化ツアーで

10

す」「おどりのショーです」「いくらですか」
②
P164

１回目 SF1 と SF2 のモデ

S：４，８００円です。

ルを聞く

S 聞いて P55 のコピーに回答を書く

時間があったら

漢字圏の学習者に漢字を提示したほうが

P５４オプショナルツーにつ

効果的だったら ＳＦは白紙に漢字を書い

いて SF は「この中でわた

て見せる ことばがわからないようだったら

しは〇が一番参加したいで 語彙リストで確認する
す。△△さん(S)は どうで
すか

S 話す
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時間

教具・教材

提示項目

活動

14:40

時間があっ

P55

可能形「見るは Ⅱグループだから」。。。等

たら

ルール発見を読む書く

の説明は避ける

ルール
10

メモ

学習者が聞いてきたら話しても良い
時間がない場合は
読むだけ 簡単に流す

ⅡG ない形の ないを取って「られます」
ⅠG ないの前の「あ段」を「え段」に変え「ま
す」

うまくいかないときは F に投げる
15:00

10

P50

行ったところをＳＦと話す

ＳＦは Ｓの国の観光地など 知っている

行ったところ

（S の国、または S が行った ところがあれば聞く

はどこです

日本の観光地）

S の国ではなくても、お互い行ったことがあるとこ

か

提示した文型を無理に使う

ろ、知っているところなど

そこで何が

必要はない

できますか
15:10
10

ｐ56 ③

SF３ SF４ 読む

一日中楽

１回目

しめました

２回目

Ｓ聞いて （１）を書く

Ｓ聞いて （２）を書く
15:20
10

時間があ

見たし食べたし楽しめた

「楽しかったですか」「どうしてですか」

ったら

ルール発見を読む書く

「見ました それから 食べましたから」

ｐ5７

→「見たし食べたし」
時間がない場合は

15:30

ルール

読むだけ 簡単に流す

Can-do
15:20

時間が余

今日のＣａｎ－ｄｏ達成度を確認する
何ができますか

ったら

Ｓの国の観光地など 知っている
ところがあれば聞く

発表

行ったことがある日本の観光地について
話す

15:30

お勧めのの観光地について話す
2 時間の時

P５９ 写真を見て話す

は
P58 アンケートについて
話す

ボランティア募集 （志願者がいない場合は指名させていただきます）
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ＳＦ１： ５５Ｐの ホテルの人 とシンさん ジョイさん ヤンさん カーラさん との会話 の
ホテルの人役 Ｐ164
ＳＦ2： 55Ｐの ホテルの人との会話
シンさん ジョイさん ヤンさん カーラさん役 p164

ＳＦ３： 56Ｐの ホテルの人 とシンさん ジョイさん ヤンさん カーラさん との会話
ホテルの人役 Ｐ164
ＳＦ４： ５１Ｐの ホテルの人との会話
シンさん ジョイさん ヤンさん カーラさん役 Ｐ164
P59 の 〇〇ってどこですか？ と聞かれたら
３
白神山地（しらかみさんち）は、青森県の南西部から秋田県北西部にかけて広がっている標高 1,000m 級の
山地（山岳地帯）のことをいう。
白神山地は、屋久島とならんで 1993 年（平成 5 年）12 月、日本で初めてのユネスコ世界遺産（自然遺産）
に登録された[1]。
そこには「人の影響をほとんど受けていない原生的なブナ天然林が世界最大級の規模で分布」（世界遺産
登録理由）している。
白神山地の名称は、昭和 29 年発行国土地理院地勢図で使われている。
また、世界遺産登録以前には弘西山地（こうせいさんち）とも呼ばれていた。
４
四万十川（しまんとがわ）は、高知県の西部を流れる渡川水系の本川で、一級河川 。
全長 196km、流域面積 2186km²。
四国内で最長の川で、流域面積も吉野川に次ぎ第 2 位となっている。
本流に大規模なダムが建設されていないことから「日本最後の清流」、また柿田川・長良川とともに「日本
三大清流の一つ」と呼ばれる。
名水百選、日本の秘境 100 選にも選ばれている。
ただし、政府による科学的な水質調査では、全国の調査対象河川の中で際立って水質が良いわけではない。
６
那智滝（なちのたき）は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の那智川中流にかかる滝。
石英斑岩からなるほとんど垂直の断崖に沿って落下し、落ち口の幅 13 メートル、滝壺までの落差は 133 メ
ートルに達し、その姿は熊野灘からも望見することができる。総合落差では日本 12 位だが、一段の滝として
は落差日本 1 位。
華厳滝、袋田の滝と共に日本三名瀑に数えられている。 国の名勝に指定されている（1972 年 7 月 11 日指定、
指定名は「那智大滝〈なちのおおたき〉」）
。ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』（2004 年〈平成
16 年〉7 月登録）の一部。
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