
【１ＵＰ！】 

① 文章構成(Introduction→Body→Conclusion)を意識して文章を書きましょう。 

② 受け身の文を１文以上用いましょう。 

③ 相手が理解しやすい簡単な単語や文で書きましょう。 

 Presentation1 日本文化紹介 

Class(     ) No(     ) Name(                  ) 

来日予定のキャリスさんに日本文化を紹介するビデオレターを送ろう！ 

～相手の知りたい情報を分かりやすく説明するためにはどうしたらよいか？～ 

 

 

 

 

１ スピーチのモデルを確認しよう。 

Structure【文章の構造】 

① あいさつ 

 (Introduction) 

Hello, Caris.                    

I’m Ken.                      

I’m going to introduce  

a traditional Japanese sweet.  

こんにちは，キャリス。 

僕はケンです。 

ぼくは紹介します。 

日本の伝統的なお菓子を 

② 細かく説明する 

  (Body) 

 

Look at this.                  

This is called a yokan.              

It is made from Azuki beans.                        

There are many yokan shops in Ogi.        

My favorite flavor is green tea.                  

It’s very delicious.                              

Why don’t you try it?                           

これを見てください。 

これはようかんと呼ばれています。 

それはあずきで作られています。 

小城にはたくさんのようかん屋があります。

ぼくのお気に入りの味は抹茶です。 

それはとてもおいしいです。 

食べてみてはどうですか。 

③結び 

(Conclusion) 

Have a wonderful trip in Japan.    

Oh, don’t forget to buy a yokan. 

Bye! 

日本ですばらしい旅行を！ 

あっ，ようかんを買い忘れないでね。 

じゃあね！ 

 

２ こんな原稿を書こう！ 

 

 

 

 

 

 

【「書くことに関するルーブリック」】 

 内容 文の数 語彙・文法 

A：３点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。そのこ

とについて具体的に説明している。また，なぜ（何

が）お勧めなのか自分なりの理由を述べている。 

Body を５文以上で書いて

いる。 

語彙や文法の間違いが

２つ以下である。 

B：２点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。そのこ

とについて具体的に説明している。 

Bodyを４文で書いている。 語彙や文法の間違いが

３～５つである。 

C：１点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。 Bodyが３文以下である。 語彙や文法の間違いが

６つ以上ある。 

 

野田先生の友達のキャリスさんが来日し，１週間滞在する予定です。キャリスさんは今，日本で何をするか予定を

立てています。その参考にするために，みんなに日本の伝統的な品物や食べ物，行事，流行しているものなどを教え

てほしいそうです。お勧めの日本文化を紹介するビデオレターを作成し，キャリスさんに送りましょう！ 

 



３ 紹介したいものをmapping しよう！目標：４つ以上バルーンを追加しよう！ 

 ヒント 何と呼ばれている？ 何でできている？ どんな時に使われる？ おすすめポイントは？ Useful Expressions を見てみよう！ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 原稿の下書きを書こう！ 

書き方のヒント 原稿 

 

 

① あいさつ 

② 名前 

③ 紹介するものは？ 

 

 

 

④ 紹介する物の説明 

□名前 

□何でできているか 

□どんな時使われるか 

□おすすめポイント 

□自分の一言 

など 

【５文以上で】 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 結び 

Introduction                                                      

                                                             

                                                            

                                                                               

                                                            

                                                            

Body                                                       

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                                                                 

                                                            

                                                            

Conclusion                                                                      

                                                                                

                                                            

                                                            【合計     文】 

               

 

 

紹介するもの 



Presentation ～日本文化紹介～ 清書 

Class(     ) No(     ) Name(                  ) 

 

★原稿を清書しよう！【1行おきに書きましょう！】 

評価 「書くことに関するルーブリック」 

 内容 文の数 語彙・文法 

A：３点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。そのこ

とについて具体的に説明している。また，なぜ（何

が）お勧めなのか自分なりの理由を述べている。 

Body を５文以上で書いて

いる。 

語彙や文法の間違いが２つ

以下である。 

B：２点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。そのこ

とについて具体的に説明している。 

Bodyを４文で書いている。 語彙や文法の間違いが３～

５つである。 

C：１点 自分のお勧めの日本文化を紹介している。 Bodyが３文以下である。 語彙や文法の間違いが６つ

以上ある。 

 

 

原稿 演出 

Introduction                                                                     

                                                           

                                                          

                                                                             

                                                          

Body                                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Conclusion                                                                      

                                                                             

                                                          

                                                             【合計     文】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentation ～日本文化紹介～  

Class(     ) No(     ) Name(                  ) 

１ ルーブリックを確認しよう！ 

 声 視線 ビジュアルエイド 工夫 

A：５点 相手が聞き取りやすい

ように，はっきり大きな

声で発表している。 

ビデオカメラを見な

がら発表している。 

話に合わせてタイミ

ングよく写真やジェス

チャーを使っている。 

□ 適切なスピードで発表している。 

□ 適切な間を取りながら発表している。 

□ 表情が豊かである。 

□ ビジュアルエイドを指し示しながら発

表している。 

□ 伝えたい部分をゆっくり言ったり繰り

返したりしている。 

B：３点 時々聞き取りにくい声

で発表している。 

時々原稿に目を落

としながら発表して

いる。 

写真やジェスチャー

を使っている。 

C：１点 聞き取りにくい声で発

表している。 

原稿を読んでい

る。 

写真やジェスチャー

を使っていない。 

 

２ モデルにならって原稿に演出を書いてみよう！ 

原稿モデル 演出 

Introduction                                                                       

Hello, Caris.                                                               

 I’m Ken.                                                      

 I’m going to introduce a traditional Japanese sweet.                                                           

                                                          

Body                                                                          

Look at this.                                                           

This is called a yokan.                                                       

It is made from Azuki beans.                                                     

There are many yokan shops in Ogi.                                              

My favorite flavor is green tea.                                                 

It’s very delicious.                                                               

Why don’t you try it?                                                                          

                                                                                                                  

                                                          

Conclusion                                                                      

Have a wonderful trip in Japan.                                              

Oh, don’t forget to buy a yokan.                                              

Bye!                                                                            

 

 

手を振る。 

胸元に手を置きながら。 

 

 

 

ようかんの写真を出す。 

 

あずきの写真と小城の地図と 

抹茶味のようかんが載っている絵を

見せる。それぞれ指しながら話す。 

「おいしい」ジェスチャーをする。 

 

 

 

 

 

 

手を振る。 

 

 


