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CLIL・Crossカリキュラム授業

（１）2021年度の実践

（２）実践への経緯

（３）授業の概要紹介



（１）２０２１年度の実践 テーマ：テクノロジー
理・音 中１ 科学的に音を楽しむ

国 中１ AIなんて怖くない！？

社会 中２ 製紙技術のこれまでとこれから

数･情 中２ デジタルの世界

国 中２ 【論理的に読んで書き、感情的に話して聴く】

理科 中３ 日本発！fine bubbleを利用した技術

数・理 中３ ディベート【科学vs数学】

国 中３ 【豊かな未来を作るための技術】

世史 高１ わたしたちは科学技術とどう付き合うべきか

数学 高１ CODE BREAKER 数学と暗号の世界

国 高１ 【プレゼンテーションを構成し、論理的なレポートを作成する】

政・物 高２ 蒸気機関車から経済・仕組みを考える

社・国 高２ テクノロジーの変化による言葉の変遷

国 高２ 【豊かな未来を作るための技術】

▶ 中１～高２

▶ CLIL
＋

Cross
＋

科目単独特別授業

▶ ２学期末後
特別時間割



（２） 経緯

２０１８年 グローバル教育部（現グローバル探究部）発足
→ CLIL型授業を導入 全学年・全科目でCLIL授業に挑戦



２年目への課題

＊ ‘特別授業’で終わらせない → CLIL授業の継続性の追求

＊ 高次思考活動の時間不足 → アウトプットまでの時間の確保

＊「楽しい」だけで終わらない授業評価 → CLILの原則をふまえた成果

① テーマを設定

② 100分授業

③CLILの４Cに基づくルーブリック評価



2019年度 テーマを設定・１００分授業・ルーブリック評価

テーマ
オリンピック
パラリンピック

国語 高２ 「わかるということ」（義肢制作と関連づけて）
数学 高２微分積分とリレーのバトンパス、オリンピックの意義
体育 高２ブラインドマラソン
体育 高１バスケットボール
数学 高１体操競技の採点基準とデータ分析
数学 中３条件付き確率とオリンピックチケット
国語 中３アイデンティー（オリンピック選手を例に挙げて）
地理 中３平和の祭典としてのオリンピック

テーマ

大都市東京

物理高２ドップラー効果

地理高２倫理的な社会

社会高１アジア諸国の改革と民族運動

生物高１感染症



３年目への課題

統一テーマに基づく複数の授業による多方面からのアプローチ

→ CLIL型を軸に教科横断型へ

実施クラスの偏りの解消・授業時間の確保・担当者の負担

→ 特別授業時間割作成



2020 年度 Cross型も導入・特別時間割作成

体育 中１ アイリッシュダンスが生まれた背景

生・社 中１ 感染症と大仏建立

地理 中２ 多文化社会と防災対策「自助・共助・公助」

情報 中２ 災害時の情報の集め方、伝え方

災害 理科 中３ 災害時の水の浄化

理科 中３ 気候変動

社・国 中３ 落語「鼠穴」と江戸時代の災害

世史 高１ スペイン風邪とCOVID１９

社・国 高１ 方丈記からｰ当時と現代の災害、政治的影響の比較

地理 高２ 環境問題の解決ゲーム

数・理 高２ PCR検査と条件付き確率



４年目への課題

・CLIL・Cross型に加えて 教科単独特別授業の導入

・成果を測るー全授業後にHRでレポート課題にとりくむ

２０２２年度 テーマ： テクノロジー

レポート課題 「豊かな未来をつくるための理想の技術とは」



202１ 年度 Cross型導入・特別時間割
体育 中１ アイリッシュダンス（昨年度実施のCLIL）

理・音 中１ 科学的に音を楽しむ

国 中１ AIなんて怖くない！？

社会 中２ 製紙技術のこれまでとこれから

数･情 中２ デジタルの世界

国 中２ 【論理的に読んで書き、感情的に話して聴く】

理科 中３ 日本発！fine bubbleを利用した技術

テクノロジー 数・理 中３ ディベート【科学vs数学】

国 中３ 【豊かな未来を作るための技術】

世史 高１ わたしたちは科学技術とどう付き合うべきか

数学 高１ CODE BREAKER 数学と暗号の世界

国 高１ 【プレゼンテーションを構成し、論理的なレポートを作成する】

政・物 高２ 蒸気機関車から経済・仕組みを考える

社・国 高２ テクノロジーの変化による言葉の変遷

国 高２ 【豊かな未来を作るための技術】



（３） 授業の概要紹介

２０２１年度実践例から

① 中３ 理科×英語 CLIL授業

「日本発ファインバブル！」

② 高１ 世界史×英語 CLIL授業

「プロメテウスの火ー倫理的な技術のために」



中３ CLIL理科

「日本発ファインバブル！」



What is Fine Bubble? ー Fine Bubbleの特性について知るTASK 1



How can we use it?
特性を活用した利用法

TASK ２
FBを活用したトイレ

ジグソー法で特性と活用例を確認







TASK ３

「Fine Bubble を利用したBathを創って売る」



1970年大阪万博で話題のウルトラ
ソニックバス（三洋電機）

ハイテクマシーン
全自動人間洗濯機動画





elderly people
easy to use
feel relaxed 
negative ion



・hospital
・have difficulty to  

wash their body by  
themselves



physical disabilities
in a wheelchair
nursing home



高１ CLIL世界史

「プロメテウスの火
ー倫理的な技術のために」



Introduction





TASK 1

４グループそれぞれに異なる
４つの記事。各グループに
A・Bの一部が異なる記事



TASK 1



TASK ２

ジグソー法により、
TASK1の４つの記事の内容を
共有する



TASK ３

４つの科学兵器
ドローン、遮蔽装置、
磁気浮遊、暗視ゴーグル

の平和利用を考える



TASK 3  



TASK ４

なぜ戦争により科学兵器が発
達したのか、どうすれば戦争
によらずに科学技術を発達さ
せられるかを考える



TASK 4
Presentation



生徒レポートから

中３ ＜CLILファインバブル＋Cross科学×数学＋国語＞

ｰｰｰCLIL授業では、泡という小さな物、日常的にあまり考えない物に着目
することで、たくさんのことに活用できるということ、広い視野で色々な
ものに着目する大切さを知りました。 Cross授業では、ｰｰｰ車の進化は早
いので将来もっと優れた車が出てくるでしょう。環境に配慮しながら、新
しいモノをつくる大切さを知りました。 私は理想の技術とは、地球に優
しく、人々の生活を豊かにする両方の要素を持っているものだと考えます。
そして技術とは、これらの２つの意味を持ったものだと考えましたし、そ
れらの２つの意味が重なり合った時、私たちは初めて理想の技術を手にし
たことになると考えました。



生徒レポートから

高１ ＜CLIL世界史＋CLIL数学＋国語＞

ｰｰｰ現代では多くの技術によって豊かで利便性に富んだ社会が形成されてい
る。CLILの授業では、戦争で人を殺したりｰｰ情報を共有する技術が、今で
は生活に欠かせない技術の原型になっていると教わった。ｰｰ負の歴史が世
界を発展させたのは事実であるし寧ろそれが無ければ今日私たちはこんな
い豊かな生活ができていないだろう。ｰｰｰこれからの豊かな未来を創る技術
は、いかにして負のモノを残さないか、その技術で成し遂げたい目標は人
道的であるか、その技術を悪用するような社会になっていないかが確かめ
られていることが理想であるｰｰｰｰ。



CLIL授業導入 → CLIL+Cross型＋科目単独による特別授業

科目・分野横断授業、同一テーマへの多様な視点からアプローチ

生徒の中で学びが統合され、思考が深められる

→ CLILからCrossへ さらに探究へ



テキストマイニング
・テクノロジーと聞いてうかぶ言葉
・テクノロジーの進歩についてどう思うか
・テクノロジーによって社会はどう変わる
と思うか

レポート



すごい
こわい
おもしろい 安全

配慮
メリット
デメリット



ご静聴ありがとうございました


