
第５学年２組 英語科学習指導案 
日 時：平成２９年１１月１日（水） 第５校時 
場 所：多治見市立笠原小学校 第５学年２組教室 
指導者：HRT 勝部 佳純  

 

１ 単元名 『どこへ行きたい？～日本編～』（社会科） 
 
２ 教材観 
 （１）題材について 
  本単元では、コンテントとして社会科に関する内容を扱う。第５学年の社会科では、国土の地形や
気候、またその特徴を生かした各地域の産業等を学習する。児童はこれまでに、南北に細長い日本は、
沖縄と北海道では気候が異なり、それに応じた暮らしの工夫が全く異なることを学習し、「同じ日本
でもこんなにも違うのか」と驚きを覚えた。さらに、土地の高低に応じてそれぞれに適した農作物が
あることや庄内平野が米作りに適しているのは季節風が影響していること等、その地形と産業の関係
や地域ごとの特色ついて興味をもって学習に取り組んできた。 

  第５学年の社会科の指導目標の一つに、「我が国の産業の様子、産業と国民生活との関連について
理解できるようにし、我が国の産業の発展や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。」とある。
本単元では、児童は自分たちが興味をもった都道府県について調べ、産業等の情報を集める。そして
新しく知った内容について、英語で紹介し合う。社会科の教科書で扱われている都道府県以外の様子
についても知ることができ、児童が日本全体に目を向けるきっかけになる題材であると考える。 

 （２）言語材料について 
表現【魅力を伝える】We can ( eat / buy / enjoy ) ~. 

【自分の気持ちを伝える】I want to go to ~.   Because I want to ~. / I like ~. 
【聞き手を巻き込む】  Do you like ~? 

語彙【特徴を伝える形容詞】 食べ物：sweet, spicy, sour, salty, delicious 
名所：beautiful, fun, exciting, scary, big 
買う物：cute, rare, convenient, popular 

（３）言語活動と指導意図 
   本単元では、小学校学習指導要領外国語編（平成２９年６月）の目標「話すこと［発表］」の「イ 身
近で簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理した上で、自分の考えや気持ちなどを、簡単な
語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。」ことを中心に指導する。指導目標と評
価規準は以下のとおりである。 

 【指導目標】 

コミュニケーション
への関心・意欲・態度 

質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込むように積極的に話している。 

技能 

話題 都道府県について 

内容 
食べられるものや、見られるもの等の都道府県の魅力や、行ってみたいとこ
ろとその理由を 

言語材料 We can ~. I want to ~.等都道府県の魅力やしたいことを説明する言語材料を用いて  

表現の方法 
大切な部分に強勢を置いたり、大切な部分を繰り返したりして、伝えたいこ
とを強調しながら 

程度 基本となる表現を正確に用いながら、４文程度の英語で話すことができる。 

言語・文化の知識・理解 
都道府県の特徴や魅力、行ってみたい場所とその理由を伝える言語材料につ
いて正しく理解している。 

【評価規準】 『５ 単元指導計画』参照 

これらの目標を具現するために、本単元の終末では、以下のようなコミュニケーションを図る活動を行う。 

【目標を具現するための終末におけるコミュニケーション活動】 
日本を５つのエリアに分け、それぞれのエリアごとに、ＡグループとＢグループがそれぞれ自分

たちのお勧めの都道府県についてプレゼンする。聞き手は２つのグループのプレゼンを聞き比べ、
そのエリアで行ってみたいのはどちらかを選ぶ。聞き手は最終的に日本の５都道府県をめぐる日本
旅行計画をつくる。 

 
３ 児童観 
（１）コミュニケーションへの関心・意欲・態度に関わって 

    既習表現を駆使してコミュニケーションしようとする児童が多い。６月の単元「ユニークピザを
作ろう」では、自分たちがつくったオリジナルピザを相手にも「食べてみたい」と思ってもらうため
に、“Do you like corn?”などと既習の疑問文を使って聞き手を巻き込みながら話す姿が多く見られ



た。しかし、用意していた質問をすることはできても、相手の答えに応じて次の話題を選んで説明す
ることはまだ難しかった。本単元では、「聞き手を話に巻き込む」ためには、質問の答えに応じた会
話の続け方も重要であることを意識させ、聞き手の返答に応じて話す内容を工夫するということにも
挑戦させたい。 

（２）表現の能力に関わって 
   基本となる表現を文で話すことに抵抗を感じる児童が数名いる。また、即興的なやりとりの場面

では、多くの児童が単語で話しており、文で話すことができる児童にも語順の間違いが多い。間違え
てもいいから話そうという意欲は大切にしつつ、文で発話した方が伝えたい内容が正確に伝わるこ
とや語順の正しさについては適宜指導していきたい。 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 
  児童は６月の単元「ユニークピザを作ろう」において、ピザにのっている具材を表す名詞や味や食
感等の特徴を表す形容詞を使って」オリジナルピザをプレゼンした。本単元では、各都道府県におけ
る「食べ物」に加え、「見るもの」や「買えるもの」について助動詞 canを用いて紹介していく。既習
の表現を想起させたり、新しい表現についても単元の中で繰り返し使用させたりしながら、言語材料
の理解と定着を確実なものにしていきたい。 

 
４ 指導観 
（１）「聞く」「話す」必然性を生む問題解決的な活動について 
  本単元では、終末の活動で自分たちが調べた都道府県の魅力を紹介し合い、聞き手は行ってみた
い都道府県をエリアごとに選びながら、最終的には日本一周旅行計画を立てる。各グループで情報
が異なるため、話し手も聞き手も意欲的に活動に取り組むことが期待できる。また、聞き手はエリア
ごとに行きたい都道府県をひとつを選ぶため、どの説明内容がより魅力的か聞き比べながら主体的
に活動に取り組めると考える。単元の中盤では、教師からの情報をもとに、ある都道府県で「見られ
るもの」（第３時）、「食べられるもの」（第４時）、「買えるもの」（第５時）について紹介し合う。聞
き手は紹介された内容をもとに、毎時間の最後に、今日行ってみたくなった都道府県をひとつ選ぶ。
表現の定着をはかる中盤の活動であっても、単なるゲームや練習ではなく、聞く目的、話す目的のあ
る活動を仕組むことで児童は意欲的に活動でき、表現に自然に慣れ親しむことができると考えた。 

（２）伝え合う内容について 

 ウ 他の教科・領域の理解を広めたり深めたりすることのできる情報 

各都道府県の魅力（食べ物、名所、お土産）を扱う。第４学年「発見！岐阜県の魅力」の単元では
岐阜県の各市について、有名な食べ物や祭りを扱った。社会科で日本各地の産業等を扱う第５学年
では、日本の各都道府県における名所や食べ物は、知的好奇心に応じた魅力ある内容であると言え
る。仲間から得る情報は、驚きや新しい発見を伴い、岐阜県以外の都道府県に関する知見を広めるこ
とにつながる。 

（３）定着を図るための手立てについて 
    これまでの学習により、sweetや spicy などの食べ物に関する形容詞は比較的定着している。本単
元では、さらに beautiful や exciting などの名所やお土産等を説明する形容詞を導入する。また、
We can ( eat soba noodles ) in ( Nagano).と都道府県の魅力を伝える表現や I want to go to ( Nagano).  
Because I want to ( eat soba noodles ).と行ってみたいところとその理由を伝える表現も新出とな
る。これらの表現は単元の導入時から指導者が繰り返し使用し、何度も聞かせたい。単元を通して、
「名所」「食べ物」「お土産」と話題を変えながら、同じ文型を繰り返し使用できるよう単元構成を工
夫した。本時は、この表現を使用する機会を多くするために、相手を替えて対話できるよう十分に時
間を確保したい。中間指導では、児童の実態に応じて言語材料の語順等をもう一度確認したり、全体
で発話する時間を設けたりする。また、本単元（本時）はグループごとに語彙が多様になることが予
想されることから、グループでの教え合いの時間を設ける。定着の不十分な児童や不安感を感じな
がら交流している児童が自信をもって発話できるよう、仲間同士で高め合える時間を確保したい。
「読むこと」と「書くこと」については、本単元のねらいには位置付けていないが、単位時間の最後
に文字とイラストを合わせる時間をとったり、形容詞カルタや文作りをしたりして、少しずつ文字
を読むことに慣れ親しませたい。また、自分が紹介した都道府県の魅力や行ってみたくなった都道
府県について、見本を見ながら書き写したりする活動を通して、英文を書くことにも慣れ親しませ
ていきたい。音声で慣れ親しんだ表現を文字にすることで、話したことを確かめるとともに、アルフ
ァベットや音声と文字の関係に自然に触れることができると考える。 
また、毎時間の最初に帯活動として Small Talkを位置付け、既習の表現を想起してやり取りする

場を設ける。９月の「きいて、きいて、きいてみよう」の単元では、様々な疑問文を学習したので
Small Talkにおいても、多様な疑問文を用いて対話できるよう、全体交流では児童が用いた効果的
な疑問文を取り上げ指導を継続したい。 

  さらに、毎時間の終了時にはチェックタイムを位置付けた。その時間に扱った言語材料を身に付
けることができたかを児童自身が確認することと、指導者が把握することがその目的である。本時
では、We can eat ( soba noodles ) in ( Nagano ). It’s (形容詞).の表現を身に付けることができたか、
ペアで確かめ合う。 



 

 

５ 単元指導計画 

 

 第５学年 10・11月「どこへ行きたい？～日本編～」（社会科） 単元指導計画【全１０時間】               多治見市立笠原小学校  

 
本単元の評価規準 

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 【外国語表現の能力】 【外国語理解の能力】 【言語や文化に関する知識・理解】 
言語活動への取組：質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き

込むように積極的に話している。 

正確さ：基本となる表現を正確に用いながら、都道府県の魅力

や行ってみたい場所とその理由を話すことができる。 

正確さ： 言語についての知識：都道府県の特徴や魅力、行きたい場所とそ

の理由を伝える言語材料について正しく理解している。  

コミュニケーションの継続：  適切さ：大切な部分に強勢を置いたり、大切な部分を繰り返し

たりして、伝えたいことを強調しながら話すことができる。 

適切さ： 文化についての理解：  

 

本単元の指導の概要 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の指導との関連 

【題材について】 

４年１１月「発見！岐阜県の魅

力」で地域の特徴や魅力を扱う。 

【言語材料について】 

５年９月「発見！岐阜県の魅力」

で can について指導する。 

【活動のタイプについて】 

５年６月「ユニークピザを作ろ

う」で Show & Tell 形式で活動す

る。 

 中心となる指導事項 

話すこと［発表］イ 

 身近で簡単な事柄につい

て、伝えようとする内容を

整理した上で、自分の考え

や気持ちなどを、簡単な語

句や基本的な表現を用いて

話すことができるようにす

る。 

本単元の指導目標 基本となる言語材料  

【本単元で習得を目指す言語材料】 
・We can ( eat / see / buy ) ~. 
・I want to ( go / eat / see / buy / try )~. 
・It’s (特徴を伝える形容詞). 
食べ物：sweet, spicy, sour, salty, delicious 
名所：beautiful, fun, exciting, scary, big 
買う物：cute, rare, convenient, popular  
【繰り返し使用する言語材料】 
・Do you like ~? 
・This ○○ has ~. 
・What kind of ~ do you like? 
・I like ~.  
・It looks ~. 

 今後の指導への発展 

【題材について】 

６年１１月「どこへ行きた

い？～世界編～」で国の魅力

を扱う。 

【言語材料について】 

５年２月「未来へ提案～こん

な車、どうですか？」で We can 

~ .について指導する。 

【活動のタイプについて】 

５年２月「未来へ提案～こん

な車、どうですか？」で Show 

& Tell 形式で活動する。 

コミュニケーションへの
関心・意欲・態度 

質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込むように積極的に話して

いる。 

技能 

話題 都道府県について 

内容 
食べられるもの、見られるもの等の都道府県の魅力や、行って
みたい場所とその理由を 

言語材料 
We can ~. I want to ~.等都道府県の魅力やしたいことを説明する
言語材料を用いて 

表現方法 
大切な部分に強勢を置いたり、大切な部分を繰り返したりして、
伝えたいことを強調しながら 

程度 
基本となる表現を正確に用いながら、１５語前後４文程度の英
語で話すことができる。 

言語・文化の知識・理解 
都道府県の特徴や魅力を説明する言語材料について正しく理解
している。 

題材と伝え合う内容 

・都道府県の魅力 

・自分の考えや気持ち 

終末の活動の工夫（Show & Tell 形式） 

・日本を５つのエリアに分け、それぞれのエリアごとに A 班と B 班が、それぞれ自分の探

してきた都道府県の魅力を紹介し合う。聞き手はどちらか１つを選びながら、合計５つの

都道府県をまわるオリジナル日本旅行計画を考える。そうすることで、話し手も聞き手も

意欲をもって取り組むことができる。 

言語の使用場面 

（ア） 児童の身近な暮らしに関わる場面 

  

言語の働き 

(ウ) 事実・情報を伝える  ・説明する 

第１時・第２時 
ねらい：ALTとJTEから示される情報
をもとに都道府県を当てたり、行きたい

場所を選んだりする活動を通して、基本

表現を正確に用いながら、行きたい場所
とその理由を話すことができる。 

課題 

 

 

 

 

活動の概要 
・Small Talk “家の中で好きな場所”（第１

時） “笠原小で好きな場所”（第２時） 

・ALTとHRTからの都道府県クイズに答え

る。 

・クイズで取り上げた都道府県について、行

きたいところを選び、交流する。（第１時） 

・県内の市について、行きたいところを選び、

交流する。 

・どの市が一番人気かを調べる。（第２時） 

・表現の正確さを計るためのチェックタイム

を行う。 

評価規準 
・基本となる表現を正確に用いながら、行っ

てみたい場所とその理由を伝えることがで

きる。（表現・正確さ） 

 

第３時・第４時・第５時 
ねらい：都道府県の名所（第３時）、有名な食べ物（第４時）、
お土産（第５時）を紹介し合い、行ってみたい場所を見付ける

活動を通して、基本となる表現を正確に用いながら、都道府県

の魅力を伝えることができる。 
課題 
 
 
活動の概要 
・Small Talk “笠原町で好きな場所”（第３時） 

“多治見市で好きな場所”（第４時） “好きな国”（第５時） 

・交流１を行う。自分が担当する都道府県の名所や食べ物等に

ついて、ペアで交流し合う。 

・中間指導１で、本時の基本表現等、魅力を伝えるのに有効な

表現を学ぶ。 

・交流２を行う。相手を替えて交流し合う。 

・中間指導２の後、グループで表現を教え合って、交流２で使

えなかった表現を使えるようにする。 

・交流３を行う。相手を替えて交流し合う。 

・本時説明を聞いた中で、行ってみたくなった県をひとつ見付

ける。 

・行ってみたくなった県名と、自分が紹介した県の名所や食べ
物について英語で書く活動を行う。 

・表現の正確さを計るためのチェックタイムを行う。 

 新しく示された県について、本時の基本表現を用いて２文以
上で説明できるかペアで聞き合う。 

評価規準 
・基本となる表現を正確に用いながら、都道府県の魅力

を伝えることができる。（表現・正確さ） 

 

第６時・第７時 
ねらい：グループで紹介したい都道
府県について調べ、その特徴や魅力

を英語で説明する活動を通して、基

本となる表現を正確に用いながら
都道府県の魅力を伝えることがで

きる。 

課題 

 

活動の概要 
・Small Talk “今欲しいもの” 

・グループで担当する都道府県を決め、その
魅力（食べ物、名所、お土産等）をインタ

ーネットや本を使って調べる。 

・ポスターを作り、キーワードを英語で書く。 
・都道府県の魅力を英語で伝えられるよう、

グループ内で役割分担をして練習する。 

・形容詞の単語を読んで、イラストと合わせ
る活動を行う。 

・表現の正確さを計るためのチェックタイム

を行う。 

 グループ内で、プレゼンを聞き合い、基本

表現を用いて４文以上で説明できている

かチェックする。 
評価規準 
・基本となる表現を正確に用いな

がら、都道府県の魅力を伝える

ことができる。（表現・正確さ） 

第８時 
ねらい：都道府県の魅力をよりよく伝
えるために練習することを通して、質問

を織り交ぜて聞き手を話に巻き込んだ

り、大切な部分を強調したりしながら話
すことができる。 

課題 

 

 

 

活動の概要 
・Small Talk  “会いたい人” 

・担当の都道府県の情報を伝える役、聞く

役になって練習をする。 

・魅力をよりよく伝えるためのポイントを

交流する。 

・聞き手を巻き込むための質問や、強調等
を意識して練習する。 

・単語カードを並べて文を作る活動を行う。 

評価規準 
・質問を織り交ぜて聞き手を話に巻

き込むように積極的に話してい

る。（関心・取組） 

・大切な部分に強勢を置いたり、大

切な部分を繰り返したりして、伝

えたいことを強調しながら話す

ことができる。（表現・適切さ） 

第９時・第１０時 
ねらい：都道府県の魅力についての情報を伝え合い、行ってみたい場所
を選ぶ活動を通して、都道府県の特徴や魅力、行きたい場所とその理由を伝

える言語材料について正しく理解し、質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込

んだり、伝えたいことを強調したりしながら話すことができる。 

課題 

 

 

活動の概要 
・Small Talk  “見たいもの”（第９時）“食べたいもの”（第10時） 

・本時の課題と活動を確認する 

・前半の活動を行う。 

 自分が担当する都道府県の魅力を伝える。聞き手は、二つを聴き比べて、

より行きたい方を選び、その理由を言う。 

・中間指導で、本時のめざす姿に近づくための交流をする。 

・後半の活動を行う。 

・コメントタイム 

選んだ４つの都道府県を地図上に記し、自分の考えた日本旅行計画を
発表する。 

・言語の知識を計るためのチャレンジクイズを行う。 

 本単元で習得した言語材料の理解をはかるテストを行う。 

評価規準 
・質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込むように積極的に話している。 

（関心・取組） 

・大切な部分に強勢を置いたり、大切な部分を繰り返したりして、伝えた

いことを強調しながら話すことができる。（表現・適切さ） 

・都道府県の特徴や魅力、行きたい場所とその理由を伝える言語材料につ

いて正しく理解している。（言語・知識） 

 

都道府県クイズチャンピオンにな

ろう！（第１時） 

県内の人気の市を見つけよう 

(第２時) 

６つの都道府県の有名な場所（第３時）、食べ物（第４時）、
お土産(第５時)を聞いて、行きたい都道府県を見つけよう 

都道府県の魅力をよりよく伝え、聞き

手に「行きたい」と思ってもらえるプ

レゼンができるようになろう。 

 

都道府県の魅力を伝え合い、５つの行ってみたい都道府

県を選び、日本一周旅行計画をつくろう。 

 
都道府県の魅力を調べ、英語

で説明できるようになろう。 

【導入】 【中盤】 【終末】 



６ 本時のねらい 都道府県の有名な食べ物を紹介し合い、行ってみたい場所を見付ける活動を通して、基本となる表現を正確に用いながら、都道府県の魅力を伝えることができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
７ 本時の展開（４／１０） 

時

間 
児童の学習活動 

指導・援助（○）と留意点（・） 
補助教材等 

HRT 

 

1 

Greeting   あいさつをする。 

Hello, Katsube sensei. 
C1:How are you?     C2:I’m great. 

  

 

3 

Small Talk  
○“多治見市で好きな場所”についてペアで対話する。（１分・ペアを替えてもう１回） 

C1: Hello.  Where do you like in Tajimi?     C2: I like “Park Lanes”. 
C1: Oh, Park Lanes! Why?                 C2: I like bowling.  It’s fun. 

C1: Me too.  

〇苦手意識のある児童に寄り添い、質問のしかたを指導したり、相手

の話に反応して相づちのうちかたを見せたりしてコミュニケーショ
ンを継続させる指導をしながら援助する。 

・二回目の対話の前に、英語表現について指導する。 

 

・前時使用した形容詞カー
ドは黒板わきに貼ってお

く。 

 

＜導入時＞ 

・長野県の食べ物について

紹介するポスター 

 

 

＜活動中＞ 

・各都道府県の有名な食べ

物が紹介できる情報つき

ポスター（大阪、北海道、
沖縄、京都、愛知、東京、

〇〇の７都道府県分） 

 

 

＜中間指導＞ 

・基本表現 We can eat ~ in 

~.（黒板掲示用） 

・食べ物の特徴を伝えるの

に使える形容詞カード
（黒板掲示用） 

 

 

＜書く活動＞ 

・文字プリント 

・食べ物の名前ワードバン   

 ク 

・ワークシート 

 

＜チェックタイム＞ 

・新たな県の有名な食べ物

情報カード 

 

 

6 
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4 
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6 
 

  
 
 
 
 
 
 
3 
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Activities 

① HRTがある県の有名な食べ物について紹介するのを聞き、本時の課題をつかむ。 

都道府県の有名な食べ物を紹介し合い、行きたい都道府県を見つけよう 

② 自分が担当する都道府県の有名な食べ物の情報カードを受け取る。 

③ 交流１ ペアで、それぞれの有名な食べ物について紹介し合う。（一人１分。話し手と聞き手が入

れ替わってもう一回） 

C1: Hello, welcome to Osaka. 
C1: Takoyaki is delicious. 

C1: Octopus is big!  It’s hot and やわらかい！. 
C1: Do you like takoyaki? 

C1: Me too.   
   What do you think of Osaka? 

C2: Osaka!   

C2: Takoyaki?! Nice! 

C2: Wow!  It looks delicious. 

C2: Yes!  I like takoyaki. 

 
C2: Nice!  I want to eat takoyaki. 

④ 中間の高め合いの場１ 

基本表現( We can eat ~ in ~.や It’s 形容詞)について確認したり、知ったりする。） 

⑤ 交流２ 相手を替えてペアでの対話を再度行う。（１分×２人。ペアを替えてもう一回） 

⑥ 中間の高め合いの場２ 

実態に応じて基本表現を確認する。また、以前の単元で学習した This 〇〇 has ~.の表現を想起す
る。相手を巻き込むための質問（以前のプレゼン単元を生かして Do you like~?  Which do you 

like~?など）について確認する。 

⑦ グループ内で教え合い、表現を確認する。 

⑧ 交流３ 相手を替えてペアの対話を再度行う。（２分×２回） 

C1: Welcome to Osaka.  We can eat takoyaki in Osaka. 

C1: Do you like takoyaki? 

C1: Good!  This takoyaki has big octopus! 

   It’s very hot and soft. 
C1: Which sauce do you like, soy sauce or mayonnaise 

sauce?  
C1: OK.  It’s 500 yen. 

   What do you think of Osaka? 

C2: Takoyaki?  Nice! 

C2: Yes!  I like takoyaki. 
 

C2: Oh, it looks delicious! 

 

C2: I like soy sauce. 

 

C2: I like Osaka.  I want to eat this takoyaki. 

⑨ 行ってみたくなった県名と自分が紹介した県の食べ物について、ワークシートに英語で書く。  

We can eat takoyaki in Osaka. 

⑩ チェックタイム 

新しく示された県について、本時の基本表現を用いて２文以上で説明できるかペアで聞き合う。 

 

 

 ・導入では、ある県の食べ物紹介をモデルとして見せながら、本時
の課題につながるようなデモを行う。 

Look!  Where is this?  Yes, this is Nagano.  We can eat 

delicious soba noodles in Nagano.  I like soba noodles in 

Nagano.  Because it’s chewy.  This soba has nice soup and 

seaweeds  Do you like seaweeds?  Do you want to eat soba in 

Nagano? と本時の基本表現を聞かせながら、英語で導入する。 

 

○交流中は、本時の基本表現への抵抗があると思われる児童に寄り添

い、一緒に発話して指導援助する。 

 

○中間指導１では、前時（We can see~.）とつなげながら、本時の基

本表現（We can eat~.）を指導する。また、食べ物の特徴を伝える
形容詞を全体の場で確認し、次の対話で使えるようにする。 

〇交流２では、全体を机間指導し、基本表現の使用の度合いを確認す

る。 

〇中間指導２では、基本表現の定着が不十分な場合には再度練習す

る。基本表現の定着が十分であれば、児童の実態に応じて、以前

の単元で学習した This 〇〇 has~.を活用することや、相手をプ
レゼンに巻き込むための質問などを想起させ、より話の内容を豊

かにできるよう指導する。 

 

○交流３の前に、グループでの教え合いの場を設けて、英語に苦手意

識のある児童でも、一人一人が確実に基本表現を習得できるように

する。 

 

・話した内容を書く活動においては、この段階では、英文を書くこと

への慣れ親しみが目的なので、単語のまとまりが分かりづらかった
り、４線からずれていたりしても訂正せず、書こうとする意欲を大

切にする。 

・本時のねらいが達成できたかどうか、児童の相互評価で価値付ける。 

 
 
2 
 

Comments 
○本時の振り返りをする。 
Greeting   
Thank you, Katsube sensei. 

〇本時のねらいにそくして、児童が自分で振り返りができるチェック
欄をワークシートに設ける。 

〇本時の基本表現の定着等についてコメントする。 

 

【評価規準】 

・基本となる表現を正確に用いながら、都道府県の魅力を伝えることができる。（表現・正確さ） 
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