
青翔開智オリジナルキャラクター 
　『リベル』　『ブックリン』

THIS IS MY QUOTE
共感する英語の名言を本で見つけて英語で発表しよう！



探究スキルラーニングとは



青翔開智の「育てたい資質」と「評価項目」
階層 1 階層 2 階層 3 タグ

探　究

課題設定
疑問・課題を見出すことができる 
課題解決に必要な仮説を立てることができる 1

課題解決に必要な調査の設計をすることができる 2

情報リテラシー
仮説の検証に必要となる適切な情報を集めることができる 3
思考ツールを活用して集めた情報を分析することができる 4
仮説を検証するために収集した情報を適切に管理することができる 5

クリティカル 
シンキング

情報の信ぴょう性を主体的に判断することができる 6
多角的・客観的な視点を持ち自らの判断を内省することができる 7

ロジカル 
シンキング

ものごとを筋道立てて考えることができる 8
帰納・演繹を使って仮説検証をすることができる 9

データサイエンス
データを統計的に処理することができる 10
統計的に処理されたデータを考察することができる 11

表現

資料作成等に必要となるアプリケーションを活用することできる 12
デバイスやアプリをコントロールするためにプログラミングを活用することができる 13
思考を視覚的に表現することができる 14
思考を的確な文章で表現することができる 15
成果物を使って共感を得る発表をすることができる 16

知識・概念 領域分野に関する知識・概念が形成されている 17

共　成

セルフコントロール
公共の精神や社会規範の意識を持っている 18
状況を判断してとるべき行動を選択しようとする 19

まきこみ力
チームでの取り組みを主導しリーダーシップを発揮しようとする 20
他者に共感しそのことを表現しようとする 21
求心力（図らずとも人がよってくる・信頼されている）がある 22

帰属意識
成果を他者へ還元しようとする 23
社会（チーム）を構成している一員であるという意識をもっている 24

ボーダレス感覚
国際感覚が身についている 25
他者を受容し敬意を持って接しようとする 26
広い視野で物事をみようとする 27

飛　躍

バイタリティ

好き・やりたいという気持ちを持っている 28
意外性を大切にし他者の期待・想像を超える結果を出そうとする 29
既存のものを組み合わせて新しいものを創り出そうとする 30
答えのないものに対し自身なりの答えを見つけようとする 31
継続力・持続力をもっている 32

ビジョン
ものごとの判断や行動に自分がどうありたいかをもっている 33
学ぶことへの意味・意義をもっている 34
自身のことを客観的に理解しようとする 35

アントレプレナー 
シップ

失敗を恐れず何事にもチャレンジしようとする 36
どんな環境や状況においても心の余裕を持ち楽しさを見出そうとする 37
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タグ 観点（到達目標） A B C

8

ものごとを筋道立てて考え
ることができる

植物の生育場所につい
てGISで集めた植物マ
ップの結果をもとに説
明することができる。

植物の生育場所につい
て経験をもとに理由を
説明することができ
る。

植物の生育場所につい
て理由を説明できな
い。

12

資料作成等に必要となるア
プリケーションを活用する
ことができる

「Survey123」を使っ
て5種類以上の植物の写
真と位置を記録するこ
とができる。

「Survey123」を使っ
て3種類以上の植物の写
真と位置を記録するこ
とができる。

「Survey123」を使っ
て1種類以上の植物の写
真と位置を記録するこ
とができる。

活動前にルーブリック評価表を提示します 
到達すべき目標を確認しよう1



 活動の最後に自己評価をしよう 
（フォーム入力）2



 フィードバックシートで振り返ろう3





INTRODUCTION
収集した情報を適切に管理 

▼ 

参考文献を正しく書ける 

共感を得る発表ができる 

▼ 

メモを見ることなく 

スラスラ話すことができる



MISSION
共感する英語の名言を本で見つけて英語で発表しよう！ 

＋自己紹介もしてね（SVOCで） 

＋名言の文 

＋名言の意味も説明してね 

＋なぜその名言を選んだのか説明してね



EXAMPLE
My name is Mikiko Hirao.  Hayao Miyazaki animation makes me happy! 

My favorite quote is “I find that the harder I work, the more luck I seem 

to have” (by Thomas Jefferson).  This means that we shouldn’t wait for 

luck to come. We have to try hard to get the luck. 

I chose this quote because I am trying hard and studying English every 

week.  I hope I am lucky enough to pass the IELTS test.



EXAMPLE
My name is Mikiko Hirao.  Hayao Miyazaki animation makes me happy! 

My favorite quote is “I find that the harder I work, the more luck I seem 

to have” (by Thomas Jefferson).  This means that we shouldn’t wait for 

luck to come. We have to try hard to get the luck. 

I chose this quote because I am trying hard and studying English every 

week.  I hope I am lucky enough to pass the IELTS test.  Thank you.

SVOC

名言

名言の説明

選んだ理由



RUBRIC
タグ 観点 A B C

5

仮説を検証するた
めに収集した情報
を適切に管理する
ことができる

情報源を正しく、漏れなく
「googleアンケートフォ
ーム」に記録・回答してい
る。（著者名・書名・出版
社名・発行年・ページ数）

情報源の記録方法が間違
っている。 
（Ex:順番が違う。）

情報源の記録に漏れがあ
る。 
（Ex:出版社名が抜けてい
る。）

16

成果物を使って共
感を得る発表をす
ることができる

繰り返しや言い直しをほぼ
することなく流暢に話すこ
とができる。

通常は途切れることなく
話せるが、繰り返し、言
い直しやためらいが見ら
れ、かつ/または、話し続
けようとするとスピードが
落ちる。

言葉の前にたいてい長い
間隔があく。あるいはメ
モをずっと見ている。



SCHEDULE
5/10（Mon) 　参考文献の書き方レクチャー 
　　　　　 　　本で名言探し 
　　　　　　　→googleアンケートフォームに正しく参考文献を記載 
　　　　　　　→後日採点結果をみんなと共有します 

5/11（Tue） 英作文完成（必要に応じてNLTチェック） 
　　　　　　 発表練習 

5/12（Wed）発表練習 
  　　　　　発表本番＠小ゼミ 
  　　　　　自己評価

採点します！

採点します！



参考文献の書き方レクチャー



情報リテラシー 
本の奥付を見て出典を書く

るるてあ「本を読む人とコウペンちゃん」　https://twitter.com/k_r_r_l_l_/status/1236418478619279361/photo/1		2020.5.11閲覧



「 出典 」を正しく記そう

出典とは、あなたがなにかをつ
くったとき、書いたとき、 
「引用」したり「参考にした」 
著作物・情報源そのもののこと
です。



「 出典 」はなんのために書く？

①情報源の著作権を守るため 

②自分がどの情報源で調べた
か、読む人（発表する相手）に
示すため 



書かれて 
いない発表

出典

剽窃（ひょうせつ） 
パクリとみなされる

よく調べていると 
評価される

書かれて 
いる発表



①著者 
②『資料名』　 
③出版社名　　 
④出版年 
⑤該当ページ 

本の出典を書く



出典は本の「奥付」を見て書こう
奥付の本の最後の方にあり！

おくづけ



奥付の見方
おくづけ

書名
↓

←出版年

←著者

←出版社

●「版」が変わると内容が変わる。
●「刷」は増刷しただけで内容は変化
しない。
●最新の「版」の発行年がこの本の出
版年。
●本は発行されるスピードが年単位で
時間がかかるため、年だけでよい。

「株式会社」「財団法人」「一般社団法
人」などの団体の種類を表す言葉は省略
する。

●辞書・事典などは著者がない場合も
ある。（多くの人が書いている）
●著・監修・編集・文・作・絵・訳な
どの場合も。



著者『資料名』出版社名，出版年,該当ページ 

弓狩匡純『The Words 世界123賢人が英語
で贈るメッセージ』朝日新聞出版，2012年 

【インターネット】【新聞】【雑誌】【論文】などの 
書き方は別途。 

本の出典を書く



加島祥造『英語名言集』岩波書店,1993年 



レベッカ・ミルナー『Inspirational 
Proverbs and Sayings 心に響く英語のことわ
ざ・名言』IBCパブリッシング,2011年 



DAY2



TO DO

①英作文完成（必要に応じてNLTチェック） 

②発表練習 

＊参考文献は必ずこの時間中にアンケートフォームから提出！

採点します！

暗記負担の少ないものを！



冊子回収します



DAY3



TO DO

①発表練習 

②発表本番 

③終わった人から自己評価アンケートに回答 

　待っている間は練習してOK

冊子持って行ってください。NLTに渡してください。



お疲れ様でした


