
第４学年１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４学年１組教室 
                        指導者：HRT 籠橋 亮介 

１ 単元名 『発見！岐阜県の魅力』（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わる内容を扱う。岐阜県内の市町村について、市町村名や代

表的な食べ物、場所、産業などの情報を伝え合う単元である。 

第３・４学年の社会科では、県内の特色ある地域の様子や人々の生活について学習する。特色ある地域

とは、例えば伝統的な工業等の地場産業のさかんな地域、豊かな自然や歴史ある建造物、祭り等の地域の

伝統や文化を保護・活用しながら観光等の産業の発展に努めている地域である。この学習を通して大切に

していくことは、県内に住む人々の生活に見られる特色やよさを具体的に考える学習を通して、自分たち

の住んでいる県に対する誇りと愛情をもつようにすることである。 

社会科の授業で、岐阜県の地図を見て学習したときには、行ったことがあったり、親戚が住んでいたり

する市町村について口々に話す姿があった。しかし、近隣の市町村をはじめ、県内の市町村や特産物など

についてほとんど知らないという児童の実態がある。 

本単元で、県内市町村の代表的な食べ物、場所、産業などを題材として扱うことを通して、自分たちの

住む岐阜県に興味・関心をもち、そのよさや特色について考えることで岐阜県に対して誇りや愛着がもて

るのではないかと考えた。 

 

（２）言語材料について 

表現 【市町村の情報のやりとりに使う表現】 

・Where is (Tajimi)? ・It’s in the (Tono) area. 

・What’s special in (Tajimi)? --- (Ceramic) is special in (Tajimi). 

【驚きや感想を付け加える時に使う表現】 

・It’s nice (good, wonderful, unbelievable, expensive, cheap).  ・Really? 

・I want to go to Takayama.  I want to eat Takayama noodle. 
 

（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「聞くこと」の「イ ゆっくりは

っきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、具体的な情報を聞き取ることができ

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 
相手の話に“Really?” “Me, too”等、驚きや感想の言葉をつけ加えながら積極的に聞いている。 

技
能 

話題 岐阜県内の市町村について 

内容 代表的な場所や食べ物、産業等を 

言語材料 特徴のあるものを尋ねる表現を用いて、問答するとともに 

表現・理解の方法 聞き取りにくかった時に自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しながら 

程度 ゆっくりはっきりと話される４～５文程度の英語を理解することができる。 

言語・文化の知識・理解 県内市町村の代表的な場所や食べ物、産業等について問答する言語材料を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、本単元の終末においては以下のようなコミュニケーションを図る活動

を行う。 

 

 
自分が選んだ市について、代表的な場所や食べ物、産業等を調べ、その情報を伝え合いながらガイド 

ブックにまとめる。 



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 

活動を楽しんで行い、自分から進んでコミュニケーションを図ろうとする姿が多くの児童に見られる。こ

れまでの活動では、自分の調べた植物の秘密や自分の赤ちゃんの頃のこと、また、将来就きたい職業につい

て相手に伝えることをしてきた。そのため、情報を伝えることには積極的な態度が身に付き始めている。 

本単元では、対話の中に相手の話を聞いたリアクションとして、相手の話の内容に驚きや感想の一言を

付け加えるという活動を設定した。これまでの活動では、聞いた内容をメモしたり、内容にあったシール

を選んで貼ったりすることをしてきた。深い内容の発話でリアクションすることはまだまだできないが、

本来あるべきコミュニケーションの姿をイメージし、簡単な発話でのリアクションを仕組むことにした。 
 

（２）外国語理解の能力に関わって 

５・６月単元「春・夏図かんを作ろう」では、“On the ground.”と聞いて、地下のイラストに丸を付け

てしまったり、６・７月単元「こんにちは赤ちゃん」では、相手の出生時の体重を間違えて聞き取ってメ

モをしたりする姿が見られた。これらの原因は、相手の発話の聞き取りが不十分なまま、コミュニケーシ

ョンを続けていることにあると考えられる。 

そこで、本単元では、相手の発話を正確に聞き取る手段として、これまでの“Pardon?”“One more time, 

please.”で繰り返しを求めながら聞くことに加え、相手の発話を繰り返して正しいかどうかを確かめなが

ら聞くことを指導していく。相手に“Pardon?”“One more time, please.”で文全体をもう一度繰り返しても

らうことよりも、相手の発話のキーワードを繰り返しながら聞くことは実際のコミュニケーションにおい

て、より効果的で実践的である。ただ話したいことを話して活動を成立させるといった、発達段階から考

えても陥りやすい話し手中心のやりとりではなく、正確に聞き取ることができるように相手の発話を繰り

返しながら聞くという聞き手を大切にしたコミュニケーションを成立させたいと考えている。 

 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 

 これまでの単元では、言語知識を図る手立てとして、単元末クイズを行ってきた。例えば、「私は多治

見に住んでいますと伝えたい時にはどう言ったらよいでしょう。」“A: I live in Tajimi. B: I like Tajimi.  C: I 

go to Tajimi.”と読み上げ、○を打つクイズである。このようなクイズを行った結果、指導が不十分であっ

た表現が明らかになってきた。基本となる言語材料の定着が不十分であったという実態から、授業の導入

で行う“Small Activity”で繰り返し既習表現を使う機会を設けたり、言語材料の定着の度合いを見届け、

即時に全体指導、個別指導を入れたりすることを通して、言語材料の更なる定着をねらっていきたい。 

 

４ 指導観 

（１）コミュニケーションの必然を生む問題解決的な活動について 

単元の前半では、「理想の部屋」や「多治見市」という題材を扱い、自分が考えた理想の部屋の特徴を

伝え合ったり、自分の住んでいる多治見市の特徴を伝え合ったりする。また、単元の後半では、「おじい

ちゃん、おばあちゃんが住んでいる。」「行ったことがある。」「テレビで観て行ってみたい。」などの

理由で自分の紹介したい市町村を選び、インターネットを使って有名なものを詳しく調べる。自分で考え

たり、調べたりすることで、情報が自分のものとなり、伝えたいという意欲が高まり、コミュニケーショ

ンの必然が高まるだろうと考えた。 

また、終末には「ガイドブックを作ろう」という課題を設定した。仲間が選んで、調べた情報を知りた

い、それをまとめてガイドブックを作りたいという思いから、聞く必然が生まれるのではないかと考えた。 

 

（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 

自分が調べた県内の市町村の代表的な食べ物や場所、産業等を紹介し合うことで、県内には地域の特色

を生かした様々な名所や特産物があることに気付き、岐阜県に住む人々の生活の様子や特徴についての理

解を広めたり、深めたりすることができると考えた。 

 

（３）定着を図るための手立て 

 コミュニケーション活動が設定されている時間には、授業の導入でHRTとALTによるモデルスキットを

示すことで、態度面で大切にしたいことへの気付きだけでなく、基本となる言語材料を繰り返し聞き、耳

での理解を図っていく。また、扱う題材は、自分の考えた理想の部屋、多治見市、岐阜県と変えながらも

基本となる言語材料は変えずに活動を行っていくことで、言語材料の定着を図ることができるのではない

かと考えた。 

 コミュニケーション活動中には、定着が不十分な児童にHRTとALTが寄り添い、適切な英語表現を示し

たり、学級全体の定着が不十分であれば、中間交流の場を活用し、再度定着を図ったりしていきたい。 



 

５ 単元指導計画 

 

 第４学年 11・12月「発見！岐阜県の魅力」（社会科） 単元指導計画【全７時間】                       多治見市立笠原小学校  
 

過去の指導との関連 

【題材について】 

関連する過去の指導なし 

 

【言語材料について】 

３年１０月「わたしの好きなおべ

んとう」で事柄の魅力を伝える表

現について指導する。 

 

【活動のタイプについて】 

４年９月「秋・冬の図鑑を作ろう」

で Show & Tell 形式で活動する。 

 中心となる指導事項 
 
聞くこと イ 
ゆっくりはっきりと

話されれば、日常生活に

関する身近で簡単な事

柄について、具体的な情

報を聞き取ることがで

きるようにする。 

本単元の指導目標 
コミュニケーション
への関心・意欲・態度 

相手の話に“Really?” “Me, too”等、驚きや感想の言葉をつけ加えながら積極的に聞
いている。 

基本となる言語材料 

・Where is（Tajimi）? 

・It’s in the（Tono）area. 

・What’s special in（Tajimi）? 

     --- (Ceramic) is special in (Tajimi). 

・It’s（形容詞）. 

 今後の指導への発展 
【題材について】 

５年１０・１１月「どこへ
行きたい？～日本編～」で
各都道府県の魅力を扱う。 
 
【言語材料について】 

４年２・３月「私たちの夢
の家」で事柄の魅力を伝え
る表現について指導する。 
 
【活動のタイプについて】 

４年２・３月「私たちの夢
の家」で Show & Tell 形式
で活動する。 

技
能 

話題 理想の部屋や岐阜県内の市町村について 

内容 代表的な場所や食べ物、産業等を 

言語材料 特徴のあるものを尋ねる表現を用いて、問答するとともに 

表現・理解の方法 聞き取りにくかった時に自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しながら 

程度 ゆっくりはっきりと話される４～５文程度の英語を理解することができる。 

題材と伝え合う内容 
・理想の部屋の特徴 

・県内市町村の代表的な

場所や食べ物、産業等 

言語・文化の知識・理解 
理想の部屋の特徴についてや市町村の代表的な場所や食べ物、産業等について問答

する言語材料を正しく理解している。 
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 

終末の活動の工夫 （Show & Tell形式） 
・自分で本やインターネットで調べたことを交流することで、伝えようとする意欲を高める。 

・県内の市の情報を収集し、ガイドマップにまとめるという問題解決的な活動を行う。 
 
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：相手の話に“Really?” “Me, too”
等、驚きや感想の言葉をつけ加えながら積極的に聞い
ている。 

正確さ： 正確さ：理想の部屋の特徴や県内市町村の代表的な場所
や食べ物、産業等についての情報を正しく理解すること
ができる。 

言語についての知識：理想の部屋の特徴や県内市町村の代表
的な場所や食べ物、産業等について問答する言語材料を正し
く理解している。 

コミュニケーションの継続： 適切さ： 適切さ：聞き取りにくかった時に、自信のない言葉を上

昇口調で繰り返し、相手に確認しながら聞くことができる。 

文化についての理解： 

 
本単元の指導の概要  
【導入】                   【中盤】                                                       【終末】 

 

第１時 

ねらい：岐阜県内の市についてのモデ

ルスキットを聞いたり、聞いた情報に

ついて教師と対話したりすることを

通して、県内市町村の代表的な場所や

食べ物、産業等についての情報を正し

く理解することができる。 
 

課題 

 

 
 

活動の概要 

・Small Talk“Topic: Food” 

・海津町等の代表的な場所や食べ物、

産業についてのモデルスキットを聞き、

終末のコミュニケーション活動の見通し

をもつ。 

・聞き取った内容についての教師からの

質問に答えることを通して、県内市町村

の代表的な事柄についての対話の内

容を正しく理解することができる。 

・理解の正確さを計るためのチェック

タイムを行う。 
 
評価規準 

・県内市町村の代表的な場所や食べ物、

産業等についての情報を正しく理解

することができる。 （理解・正確さ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２時 

ねらい：自分の考えた理想の部屋の

特徴を伝え合う活動を通して、特徴

的な事柄についての情報を正しく理

解することができる。 

 

課題 

 

 
 

活動の概要 

・Small Talk“Where is (Kasahara)?” 

・自分の考える理想の部屋の特徴を

考え、交流をする準備をする。 

・ペアで自分の考えた理想の部屋の

特徴を“What’s special in your room? ”

という表現を使って伝え合う。 

・理解の正確さを計るためのチェッ

クタイムを行う。 

 

評価規準 

・理想の部屋の特徴についての情報

を正しく理解することができる。   

（理解・正確さ） 

第３時 

ねらい：理想の部屋の特徴を伝え合

う活動を通して、自信のない言葉を

上昇口調で繰り返し、相手に確認し

ながら聞くとともに、特徴的な事柄

についての情報を正しく理解するこ

とができる。 

課題 

 

 

 

 

活動の概要 

・Small Talk 

“What’s special in (Kasahara)?” 

・自分の考えた理想の部屋の特徴を

“What’s special in your room? ”という  

表現を使ってグループ内で伝え合う。 

・同じ内容を号車内、他の号車の仲間

と交流する。 

・理解の正確さを計るためのチェッ

クタイムを行う。 

評価規準 
・理想の部屋の特徴についての情報
を正しく理解することができる。   

（理解・正確さ） 
・自信のない言葉を上昇口調で繰り
返し、相手に確認しながら聞くこ
とができる。   （理解・適切さ） 

第４・５時 

ねらい：多治見市の代表的な場所や

食べ物、産業等について、本やイン

ターネットで調べ、グループ内で交

流したり（第４時）、号車内で交流し

たり（第５時）する活動を通して、 相

手の話に驚きや感想の言葉を付け加

えながら聞くとともに、自信のない

言葉を上昇口調で繰り返し、相手に

確認しながら聞くことができる。 
 

課題 
 
 

 
 
活動の概要 

・Small Talk“Where is (Tajimi)?” 

・本やインターネットを使って、多
治見市の代表的な場所や食べ物、
産業等について調べ、その内容を
グループ内で交流する。 【第４時】 

・号車内で交流する。  【第５時】 
 
評価規準 
・自信のない言葉を上昇口調で繰り
返し、相手に確認しながら聞くこ
とができる。   （理解・適切さ） 

・相手の話に“Really?” “Me, too”等、
驚きや感想の言葉をつけ加えながら
積極的に聞いている。 （関心・取組） 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

第６時（準備）・第７時（交流） 

ねらい：県内市町村の情報を伝え合い、ガイドブックにま

とめる活動を通して、県内市町村の代表的な場所や食べ物、

産業等について問答する言語材料を正しく理解するととも

に、相手の話に驚きや感想の言葉を付け加えながら聞いた

り、聞き取りにくかった時に、自信のない言葉を上昇口調で

繰り返し、相手に確認しながら聞いたりすることができる。 

課題 

 
 
活動の概要 

・担当する市町村を決め、本やインターネットを使っ
て代表的な場所や食べ物、産業等について調べる。 

・得た情報をグループ内で交流する。  【第６時】 
・自分たちが調べた市町村の代表的な場所や食べ物、
産業等について、交流をする。      【第７時】 

・得た情報をガイドブックにまとめる。 【第７時】 

・言語の知識を計るためのチャレンジクイズを行う。 
・理解の正確さを計るためのリスニングテストを行う。 

評価規準              【第７時】 

・相手の話に“Really?” “Me, too”等、驚きや感想の言

葉をつけ加えながら積極的に聞いている。（関心・取組） 

・自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認

しながら聞くことができる。    （理解・適切さ） 

・県内市町村の代表的な場所や食べ物、産業等について

問答する言語材料を正しく理解している。（言語・知識） 

・理想の部屋の特徴や県内市町村の代表的な場所や食

べ物、産業等についての情報を正しく理解すること

ができる。           （理解・正確さ） 
 

岐阜県の市町村について、代表的なもの・ことを

交流して、岐阜県ガイドブックを完成させよう！ 海津市の紹介を聞いて、海津市の有

名なものについて知ろう！ 

→ 

→ 

多治見市の代表的なもの・ことにつ

いて伝え合い、多治見市にくわしく

なろう！ 

→ 

→ 

 

ペアで理想の部屋について伝え合い、

仲間の部屋の特ちょうを知ろう！ 
学級の仲間と理想の部屋について

伝え合い、仲間の部屋の特ちょう

を知ろう！ 



６ 本時のねらい   理想の部屋の特徴を伝え合う活動を通して、自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しながら聞くとともに、特徴的な事柄についての情報を正しく理解することができる。 

７ 本時の展開（３／７） 

時 児童の学習活動 指導・援助（○）と留意点（・） 補助教材等 

２ Greeting  Pair Greeting   

５ Small Activity 

○Small Talk “What’s special in Kasahara?”―“（Mosaic tile museum）is special in Kasahara.” 
 笠原町の地図を持ち、笠原町の地区について上記の表現を使い、交流する。 

 

○児童の活動の中に入り、英語表現が使えているかを確認し、使えていない児童に対して

は始めの語である“what’s”を教え、発話を促す。 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 
 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
 

15 
 
３ 

Activities 

①HRT と代表の児童とのやりとりを見て、本時の流れをつかみ、課題を設定する。加えて、 

本時、大切にしたい姿を理解する。 

 

 

 

 

 

 
 
 

②交流Ⅰ 

・机をインサイド、アウトサイドになるように向かい合わせ、speaker(C1)と listener(C2)に 

分かれて活動する。（１対１形式） 

 

 

 

 

 

 

 

            
③中間の高め合いの場① 
 
④交流Ⅱ→中間の高め合いの場②→交流Ⅲ 
 
⑤チェックタイムを行う。 

 HRT からの“(Blue high table) is special in my room.”という発話を聞いて、適切な部屋に

○を打つ問題に取り組む。 

 

○本時の目指す姿を具体的にイメージできるように、“Mosaic tile museum?”等と上昇口調

で相手の発話を繰り返しながら話す。 
 

 

 
 
 

○聞き方のポイントを確認する。 

 

○児童の活動の中に入り、基本となる言語材料が正しく使えているかどうかや聞き方のポイ

ントとなる姿を示すことができているかを確認する。 

 

・評価規準を達成している児童で、これまでにもらっていない児童を中心に見届けのため

に「がんばりシール」を渡す。 

 

○コミュニケーションがうまくいかない児童には、キーワード（“what’s”“special”“in”等） 

 を教え、発話のきっかけを与える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対話の流れを示す掲示 

 

・本時使う基本表現を表

した掲示イラスト 

 

 

・聞き手の目指す姿を書

いた紙 

 

 

・ペアの組み方を記した

掲示 

３ Comments 

○本時の振り返りをする。（コメントカードを書く。） 

(例) ・「声が小さくて聞き取りにくいことがあったので、繰り返して聞いてみたら間違ってい

ました。繰り返してみてよかったです。」 

・「○○さんの部屋は、家具がとてもカラフルだということが分かりました。」 

・児童のコメントをチェックし、評価規準に迫る記述をしている児童を意図的に指名する。 

 

○聞き取りにくかった時には、自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しなが

ら聞いていた姿を紹介し、価値付ける。 

・コメントカード 

１ Greeting Thank you, Kagohashi sensei. Thank you, everyone.  

聞き方のポイント 

・聞き取りにくかった時には、自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しながら聞く。 

【評価規準】 

・理想の部屋の特徴についての情報を正しく理解することができる。（理解・正確さ） 

・自信のない言葉を上昇口調で繰り返し、相手に確認しながら聞くことができる。（理解・適切さ） 

学級の仲間と理想の部屋について伝え合い、仲間の部屋の特ちょうを知ろう！ 

C1 C2: Hello. 

C1: What’s special in your room? 

   Long red sofa?（上昇口調で） 

 

C1: Big black TV is special in my room. 

   Yes. 

 

C2: Long red sofa is special in my room. 

   Yes.   

C2: What’s special in your room? 

   Big black TV?（上昇口調で） 

 

C1 C2: Thank you.  Good-bye! 

【中間の高め合いの場での指導・援助】 評価規準に関わる姿を価値付ける。 

中間①において ・《理解・正確さ》に関わる評価に重点を置き、本時の言語材料の聞き取りが正しくできているか

を教師対児童全体で確認する。 

中間②において ・《理解・適切さ》に関わる評価に重点を置き、達成できている児童を手本として取り上げ、全体

に広める。 
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