
提供元

英語コミュニケーションⅠ
NHK高校講座 英語コミュニケーションⅠ

(今年度の再放送　１回２０分、全４０回中２２回）
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/eng-
commu1/index.html

ＮＨＫ（Ｅテレ） NEW

コミュニケーション英語Ⅱ
NHK高校講座 コミュニケーション英語Ⅱ
（前年度の再放送　１回２０分、全８４回）

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_commu-eng2/ NHK(ラジオ第２）

コミュニケーション英語Ⅲ
NHK高校講座 コミュニケーション英語Ⅲ
（前年度の再放送　１回２０分、全４２回）

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_commu-eng3/ NHK(ラジオ第２）

英語表現Ⅰ
ＮＨＫ高校講座 英語表現Ⅰ

（前年度の再放送　１回２０分、全４２回）
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_eng1/ NHK(ラジオ第２）

○聞く・読む・話す・書くの技能別の練習問題がレベル別に多数用意されている。生徒が興味を持つ題材を取り上
げ、自学自習等に活用させたり、オンラインミーティング等でディスカッションやチャット等につなげたりする。

Learn English Teens
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-
education/resources-teachers/online/senior-high

ブリティッシュ・
カウンシル

○ケンブリッジイングリッシュが提供するコンテンツを目的に応じて自学自習等に活用させる。 生徒用無料リソースに関する情報
https://www.cambridgeenglish.org/jp/Images/579447-
digital-resources-japanese-wc.pdf

Cambridge
English

○5つのカテゴリーの様々な教材をダウンロードし、印刷するなどして提供することができる。 American English https://americanenglish.state.gov/resources-0 米国国務省

○英語で数学、芸術と人文、科学、経済と金融などのオンライン講座を学ぶことができるほか、様々な教育者向け
のツールを提供している。教育系非営利団体により設立され、世界中誰でも無料で利用できる。

Kahn Academy https://www.khanacademy.org/ Khan Academy

○英語のレシピを使って料理して感想を書いたり、郷土のレシピを写真を添えてALTに紹介する。
○科学的なテーマに関連する実験などのタスクに取り組み、英語で仮説・検証を書く。
○パズル作成機能を用いてクロスワードパズル等を作り、PDFにして送信や印刷・配布して取り組む。

Discovery Education https://www.discoveryeducation.co.uk/free-resources Discoverｙ

○HarvardやMITなど、アメリカの有名大学（Ivy League)が無料提供している2500本以上の公式講義動画集。
○例えば、留学を考えている生徒が興味・関心のある学問の動画を視聴し、その内容についてレポートをまとめた
り、ALTとディスカッションをすること等が考えられる。

edX https://www.edx.org/ edX

NHK World https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/2/ NHK

BBC Learning English https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ BBC

○目的・場面・状況等に応じて聞く活動がレベルに応じて豊富に用意されている。聞く前の活動、鍵となる表現や
技法、聞いた後の発展的な活動を促す情報等が充実しており、自学自習に活用できる。

ESL Cyber Listening Lab https://www.esl-lab.com/ Randall

○洋楽を聴きながら歌の歌詞を英語でタイピングし、楽しみながらディクテーションを行う。 Lyrics Training https://lyricstraining.com Lyrics Training

○東京外国語大学のウェブサイト。様々な地域の英語を聞いて比較したり、発音練習できる。
TUFS言語モジュール（東京外国語大学21世紀ＣＯＥプログラ

ム「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/ 東京外国語大学

○英語学習者用のニュースサイトで、音声や動画も用意されているので、読むだけでなく聞きながらの英語学習が
できる。聞き取りやすいスピードで分かりやすく話しているほか、英語字幕を活用することが可能。

Voice of America (VoA) https://www.voanews.com/ Voice of America

○英語学習者向けに運用しているサイトに掲載されている記事を読み、クイズで理解度を確認する。 The Learning Network https://www.nytimes.com/section/learning
The New York

Times

National Geographic Learning https://eltngl.com/

National Geographic https://www.nationalgeographic.com/

The Mainichi https://mainichi.jp/english/ 毎日新聞

朝日新聞DIGITAL http://www.asahi.com/ajw/ 朝日新聞

The Japan Times https://www.japantimes.co.jp/ ジャパンタイムス

Nikkei Asian Review https://asia.nikkei.com/ 日経新聞

Loyal Books http://www.loyalbooks.com/ Twist Idea

Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/ Prject Gutenberg

○200冊以上が無料で読める。毎日の隙間時間の多読等に活用できる。（要メールアドレスとパスワード登録） Oxford Owl https://www.oxfordowl.co.uk/
Oxford University

Press

○著名人の名言集の中から好きなジャンルや有名人の名言をまとめてレポートするなどの活動を行う。 Brainy Quote https://www.brainyquote.com/ Brainy Quote

Peanuts https://www.peanuts.com/comics/ Peanuts

Cartoons https://www.theguardian.com/cartoons The Guardian

Glasbergen Cartoon Service https://www.glasbergen.com Glasbergen

Skype https://www.skype.com/ja Skype

Ｚｏｏｍ https://zoom.us/jp-jp/meetings.html Zoom

○AI技術で瞬時にスピーキング力をスマートフォン等で判定。登録不要・無償で使用できる。 Speak & Improve https://speakandimprove.com/
Cambridge

English

○レッスンに関連する英語のプレゼンテーション動画を視聴し、発表に活用できる表現や技法などを学ぶ。 TED https://www.ted.com/ TED

○歴代アメリカ大統領などの名スピーチを聞いたり、読んだりしてスピーチで活用できる表現や技法を学ぶ。 アメリカン・レトリック https://www.americanrhetoric.com/
American
Rhetoric

○AI技術により、英文の綴り、語彙、文法、構成について、数秒で詳細な自動添削結果を受け取ることができる登
録不要・無償のサイト。３つのレベルから選択し、自学自習に活用することができる。

Write ＆ Improve https://writeandimprove.com/
Cambridge

English

○目的・場面・状況等に応じた適切な語彙の選択や豊富な語彙の習得に活用できる。
○エッセイ、日記などの書き方に関する情報や、レベル測定クイズ等を提供。
○メールアドレスを登録し、様々なタスクに応じた英文を打ち込むとそのフィードバックが返信される。

シソーラス（類義語・反意語辞典webサイト） https://www.thesaurus.com/ Thesaurus

○手紙やＥメールでの英語のやり取りのほか、聞いたり読んだりしたこと等について、サマリーやレビュー、エッセイ
を共有したり、オンラインミーティングのチャット等を活用して英語を書いて友人や先生、ALT等とコミュニケーション
をとること等が考えられる。

Slack　等 https://slack.com/intl/ja-jp/get-started Ｓｌａｃｋ

実用英語技能検定試験　３級　過去問 https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/

実用英語技能検定試験　準２級　過去問 https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_p2/

実用英語技能検定試験　２級　過去問 https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_2/

実用英語技能検定試験　準１級　過去問 https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_p1/

○無料のオンラインテストを使ってCEFR基準で現在の英語力を測定する。 TEST YOUR ENGLISH　（英語力診断テスト） www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
Cambridge

English

○Quick Check：登録不要、15分でCEFRレベルに適合した英語力（Reading, Listening）診断結果が分かる。
○EFSET：登録必要（無料）、50分でCEFRレベルに適合した英語力証明書（Reading, Listening）が発行される。

EFSET (無料英語力測定テスト) https://www.efset.org/ja/free-english-test/ EF

Quizlet https://quizlet.com/ja Quizlet

Kahoot for Schools https://kahoot.com/schools/ Kahoot!

Google Forms
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=ja
&ref_topic=6063584

Google

Survey Monkey
https://jp.surveymonkey.com/mp/education-survey-
templates/

Survey Monkey

CAMBRIDGE ENGLISH TV www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv
Cambridge

English

Learn Enlgish with Cambridge https://www.youtube.com/learnenglishwithcambridge
Cambridge

English

LINEみらい財団　新型肺炎休校サポート【要ＬＩＮＥ登録】 https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/linecorp/
LINEみらい財団

学研ホールディングス

春の総復習ドリル https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/workbook/

外国語学習の動機付け等
○英語を使って世界で活躍する人にまつわるエピソードを視聴し、学習意欲を喚起したり自らのキャリアプランと外
国語学習を関連付けるなどする。

世界で活躍する人にインタビュー【日本語】 http://www.eigo-net.jp/topics/interview/ えいごネット

オンライン辞書
〇英英辞典、英和辞典、類語辞典などが一つになっているオンライン辞書。Cambridge English Corpus を活用し
た例文掲載で、実際に使われる表現から例文を多数収録。単語を調べると、意味ごとにＣＥＦＲレベルを提示。

Cambridge Online Dictionary https://dictionary.cambridge.org/
Cambridge

English

YouTube https://www.youtube.com/ YouTube

Vimeo https://www.vimeo.com/ Vimeo

Skype
（通話は最大50名まで、管理者のみ要登録）

https://www.skype.com/ja Skype

Zoom
（通話は最大100名、無料版は３名以上４０分まで。管理者のみ要登録)

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html Ｚｏｏｍ

動画配信等

○教師やALT等が生徒に向けて学習活動の導入・展開・まとめ等をPower Point等で作成（適宜撮影動画や録音
音声などの視聴覚教材を挿入）したものを対象生徒に動画を配信し、言語活動等に取り組ませる。
○動画を配信する際は、対象生徒に限定したものとなるよう，ＩＤやパスワードを設定したり，配信アドレスを知って
いる者のみがアクセスできるようにする（限定公開）等の措置を講じる。

＜ＩＣＴを活用した学習支援＞

○生徒の興味・関心のある事柄や学習した話題等に関するクイズを作成して提供したり、教員や生徒がアンケート
を作成して回答を共有・採点するなどして、個人やグループでの学習に活用する。

クイズ・作問・アンケート等

聞く

○電話やインターネットによる音声通話等を活用して、先生やALT、生徒同士で日常的な話題や社会的な話題に
ついて聞いたり読んだりしたことについて英語でやりとりをしたり、その内容を評価すること等が考えられる。オンラ
インミーティング等の利用が可能であれば、お互いの顔や、関連する資料を見ながらのやり取りをする。話す（やり取り）

動画視聴・解説・ドリル等
○英語学習者向けの動画（YouTubeチャンネル等）を学習の目的等に応じて視聴させる。
○休校中の全国の児童生徒の学びをサポートするために教材を無料で提供しているサイト等（登録不要でダウン
ロード可能なもの等）を活用し、各学年・科目に応じた教材等に取り組ませる。

スタディギアStudyGear for EIKEN

話す（発表）

＜検定試験＞

＜その他コンテンツ＞

○英検2～5級に対応した英検公式の英語学習サービスを使って、自身のレベルに合った英単語、文法、リーディ
ング、リスニング、ライティングなどについて学習する。

○英検公式サイトから、ＰＤＦで過去問（３回分）を印刷し、取り組むことで自己の英語力を測る。スピーキングは
バーチャル二次試験でシミュレーションすることが可能。（準２級から２級が高校生の目安とされています。） 日本英語

検定協会

書く

英語力測定等
https://www.ei-navi.jp/service/studygear/

子供の学び応援サイト　教師向け詳細版（高等学校 外国語）（令和４年１０月１１日版）

考えられる活動例 リンク先（例）

National
Geographic

○年間放送計画等を参考に学習計画を作成する。各レッスンのワークシート（PDF）をホームページから印刷したも
のを活用しながら視聴する。視聴後に「理解度チェック」等に取り組む。

○英語の最新ニュース等を視聴して、内容を英語で要約したり、感想を書いたりする。PCやキーボード等のICT機
器が利用可能であれば、タイピングしたものをメールで先生に送信したり、聞いたニュースについてオンラインミー
ティングでディスカッションをすること等も考えられる。

○科学的な内容の情報がシンプルな英語で書かれている。背景知識や語彙の解説等も充実している。
○Teaching Resourcesには先生用の無料レッスンプランが豊富に用意されている。

四技能全般等

読む

＜科目別＞

＜技能別＞

○英字新聞サイト等を活用し、生徒の興味・関心に合わせて日本や世界各国の日常的な話題や社会的な話題を
読ませる。PCやキーボード等のICT機器が利用可能であれば、読んだ記事の要約や感想などをタイピングし、メー
ルで先生に送信したりすることや、オンラインミーティングでディスカッションやチャットをすること等が考えられる。

○著作権フリーとなった英語の名作の文章と音声データを無料で読み、レビューを書いて共有する。

○英語で書かれた漫画や風刺画等を読んで、描かれている状況を英語で説明したり、感想を述べたりする。
○読んだ内容を４コマ漫画の形でまとめたり、英語で紹介しあったりする際の参考にする。

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/commu-eng1/
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/commu-eng1/
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_commu-eng2/
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_commu-eng3/
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_eng1/
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-education/resources-teachers/online/senior-high
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-education/resources-teachers/online/senior-high
https://www.cambridgeenglish.org/jp/Images/579447-digital-resources-japanese-wc.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/jp/Images/579447-digital-resources-japanese-wc.pdf
https://americanenglish.state.gov/resources-0
https://www.khanacademy.org/
https://www.discoveryeducation.co.uk/free-resources
https://www.edx.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.esl-lab.com/
https://lyricstraining.com/
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/
https://www.voanews.com/
https://www.nytimes.com/section/learning
https://eltngl.com/
https://www.nationalgeographic.com/
https://mainichi.jp/english/
http://www.asahi.com/ajw/
https://www.japantimes.co.jp/
https://asia.nikkei.com/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.gutenberg.org/
https://www.oxfordowl.co.uk/
https://www.brainyquote.com/
https://www.peanuts.com/comics/
https://www.theguardian.com/cartoons
https://www.glasbergen.com/
https://www.skype.com/ja
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
https://www.ted.com/
https://www.americanrhetoric.com/
https://writeandimprove.com/
https://www.thesaurus.com/
https://slack.com/intl/ja-jp/get-started
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_3/
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_p2/
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_2/
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_p1/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.efset.org/ja/free-english-test/
https://quizlet.com/ja
https://kahoot.com/schools/
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=ja&ref_topic=6063584
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=ja&ref_topic=6063584
http://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/linecorp/
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/workbook/
http://www.eigo-net.jp/topics/interview/
https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/ja
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
https://www.ei-navi.jp/service/studygear/


Slack
（無料版は音声・動画通話１対１のみ）

https://slack.com/intl/ja-jp/get-started Ｓｌａｃｋ

Microsoft Teams
（最大250名、登録300名まで、Office機能をグループで共有・編集)

https://products.office.com/ja-jp/microsoft-
teams/group-chat-software

Microsoft

Google Meet
（通話は最大100名、無料版は3名以上60分まで）

https://apps.google.com/intl/ja/meet/ Google

Cisco Webex Meetings
(学校休業対策として90日間無料）

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/cisco-
webex/

Cisco Webex

Google Classroom https://edu.google.com/intl/ja/products/classroom/ Google

Microsoft Teams
（最大250名、登録は300名まで）［Ｏｆｆｉｃｅ機能をグループで共有・編集］

https://products.office.com/ja-jp/microsoft-
teams/group-chat-software

Microsoft

Nearpod
(Silverは登録無料）

https://nearpod.com/ Nearpod

ロイロノート・スクール
（先生１人につき40名まで無料）　［音声や写真の共有等］

https://n.loilo.tv/ja ロイロノート

○先生がオンラインで問を出して、それに対し生徒が動画で回答する。
○先生は問ごとに投稿されたビデオのグループ内での公開・非公開を管理したり、動画でフィードバックをしたりす
る。

Flipgrid https://info.flipgrid.com/ Flipgrid

○英語指導における遠隔指導（オンライン指導）のポイントをテーマ別に解説。(オンラインでの指導案作成、モチ
ベーション、Zoom活用、学習状況の確認、評価、インクルージョン、家庭との連絡など)

遠隔指導（オンライン指導）についての情報
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-
education/updates/teachingcolumn

British Council

○遠隔指導のヒントやアイデアをケンブリッジの専門家等が分かりやすく動画で紹介。
○ZoomやGoogle Classroom等のオンライン会議システムを活用した授業実践例が随時更新されている。

Supporting Every Teacher
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oYKB0D9-
E0MsH9L7aXBpLwzcU_sAmhQ

Cambridge University
Press ELT

○遠隔指導のためのヒントやアイデアをケンブリッジの専門家等が分かりやすくブログ形式で紹介。
○在宅等で遠隔授業を行っている世界中の英語教師からの質問にも回答。

リサーチペーパー https://www.cambridge.org/elt/blog/
Cambridge University

Press ELT

○世界中の英語教師によるブログ形式の英語指導に関する情報やニュースレター等が紹介されている。 EF Teacher Zone https://www.ef.com/ca/tz/ EF

オンラインでの国際交流等
○日本の教室と世界の教室をインターネットでつなぐことで、世界とつながる体験を得られるWeb交流の機会を提
供。

Colorbath http://color-bath.jp/ Colorbath

※インターネット上で生徒とやり取りを行う際は、プライバシーに十分配慮し、対象児童・生徒に限定したものとなるよう、ＩＤやパスワードを設定したり、配信アドレスを知っている者のみがアクセスできるようにしてください。
※掲載情報はあくまで参考情報の一つであり、すべてを網羅した情報が掲載されているわけではありません。利用の際は各学校の教育的ニーズ等を踏まえて個別に判断するようにしてください。

○電話やインターネットによる音声通話やチャット機能等を活用した、先生やALTと生徒、または生徒同士による英
語による話すことや書くこと等の言語活動及びそれらの評価等が考えられる。
○オンラインミーティングが可能であれば、ディベート、ディスカッションや、それらに関連する資料を共有・編集した
りするグループワークを遠隔で行うこと等が考えられる。

オンラインミーティング等

遠隔指導のヒント等

学習管理等

○教材や資料をクラスや科目毎などにまとめて整理する。
○板書やノート、生徒の意見や回答、投稿等を共有し、コメントを出し合ったり、フィードバックを行う。
○様々な形式で課題を設定したり、テストの作成・提出・採点管理等を行う。
○生徒の言語活動の音声・動画、静止画等を、「話すこと」や「書くこと」を含む英語４技能の指導と評価に活用す
る。

https://slack.com/intl/ja-jp/get-started
https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://apps.google.com/intl/ja/meet/
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/cisco-webex/
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/cisco-webex/
https://kahoot.com/schools/
https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://nearpod.com/
https://n.loilo.tv/ja
https://info.flipgrid.com/
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-education/updates/teachingcolumn
https://www.britishcouncil.jp/programmes/english-education/updates/teachingcolumn
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oYKB0D9-E0MsH9L7aXBpLwzcU_sAmhQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oYKB0D9-E0MsH9L7aXBpLwzcU_sAmhQ
https://www.cambridge.org/elt/blog/
https://www.ef.com/ca/tz/
http://color-bath.jp/
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