
平成２９年度 E 活動（文字に慣れ親しむ活動）年間活動計画 【第１学年】 

    ※全ての回の最初に『アルファベットソング』を歌う 

 活動名 ねらい 主な活動 

１ 

アルファベットの名前（読

み方）を知ろう 

アルファベットソングを歌うことを通し

て、アルファベットには読み方があることを
知り、日本語にはない発音があることに気付
くとともに名前読みで読むことに慣れ親し
む。 

・『アルファベットソング』を歌う。 

・アルファベットの名前読みを知る。 

・日本語にない発音に注目しながら繰り返し
歌う。  

２ 

アルファベットの名前を覚
えよう 

アルファベットカードを指さしながら歌った
り、裏向きのカードの音を発音せずに歌ったり
することを通して、アルファベットを名前読み
で読むことに慣れ親しむ。 

・自分のアルファベットカードを指さしなが
ら、『アルファベットソング』を歌う。 

・裏向きカードは発音せずに歌う等、様々な
バリエーションで歌う。 

３ 

絵の中のアルファベットを
探せ 

（大文字 A, B, C） 

絵の中に隠れているアルファベット（A, B, 
C）を探す活動を通して、アルファベット（大
文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（A, B, 
C）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本
の真似をして書く。 

４ 

絵の中のアルファベットを

探せ 

（大文字 D, E, F, G） 

絵の中に隠れているアルファベット（D, E, 
F, G）を探す活動を通して、アルファベット
（大文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（D, 
E, F, G）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本
の真似をして書く。 

５ 

絵の中のアルファベットを
探せ 

（大文字 H, I, J, K） 

絵の中に隠れているアルファベット（H, 
 I, J, K）を探す活動を通して、アルファベッ
ト（大文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（H, I, 
J, K）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本

の真似をして書く。 

６ 

絵の中のアルファベットを
探せ 

（大文字 L, M, N,O,P） 

絵の中に隠れているアルファベット（L, M, 
N, O,P）を探す活動を通して、アルファベッ
ト（大文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（L, 
M, N, O,P）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本
の真似をして書く。 

７ 

絵の中のアルファベットを
探せ 

（大文字 Q, R, S, T, U ） 

絵の中に隠れているアルファベット（Q, R, 
S, T, U）を探す活動を通して、アルファベッ
ト（大文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（Q, 
R, S, T, U）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本
の真似をして書く。 

８ 

絵の中のアルファベットを
探せ 

（大文字 V, W, X, Y, Z） 

絵の中に隠れているアルファベット（V, W, 
X, Y, Z）を探す活動を通して、アルファベッ
ト（大文字）の形に慣れ親しむ。 

・絵の中に隠れているアルファベット（V, 
W, X, Y, Z）を探す。 

・今回隠されていた文字を、４線の上に手本
の真似をして書く。 

９ 

アルファベットを作ろう① ストローで形を作ることを通して、アルファ
ベットの大文字は直線のみでできているものや
曲線と直線でできているものがあることに気付
き、大文字の形に慣れ親しむ。 

・ストローでアルファベットの形を作る。 

・今回自分が作ることのできた文字を、手本を見ながら
４線の上に書く。 

・カードの色分けに隠された秘密を見付ける。 

10 

アルファベットを作ろう② モールとストローで形を作ることを通し
て、アルファベットの大文字の曲線や直線に
注目し、形をとらえ、大文字の形に慣れ親し
む。 

・モールとストローでアルファベットの形を作る。 

・前回作らなかった色々 な文字に挑戦する。 

・今回自分が作ることのできた文字を、手本を見ながら
４線の上に書く。 

11 
アルファベットカルタをし
よう①  

（ＡからＮまで・個人→ペア） 

アルファベットの大文字でカルタとりをす
ることを通して、アルファベットの大文字の
形と名前読みに慣れ親しむ。（A～Nまで） 

・アルファベットカードでカルタとりをす
る。 

・１回目は個人で行い、２回目はペアで行う。 

12 
アルファベットカルタをし
よう②        

（ＯからＺまで・個人→ペア） 

アルファベットの大文字でカルタとりをす
ることを通して、アルファベットの大文字の

形と名前読みに慣れ親しむ。（O～Zまで） 

・アルファベットカードでカルタとりをす
る。 

・１回目は個人で行い、２回目はペアで行う。 

13 

アルファベットリレーを楽
しもう 

アルファベットの大文字カードを仲間と順
に並べる活動を通して、大文字の形と名前読
みに慣れ親しむ。 

・号車ごとにチームを作り、ブラックボックスか
ら、順にアルファベットカードを出し合って、
A→B→C→D→となるように貼る。早く並べら
れたチームの勝ち。 

14 

アルファベットリレーを楽
しもう 

アルファベットの大文字カードを仲間と順
に並べる活動を通して、大文字の形と名前読
みに慣れ親しむ。 

・号車ごとにチームを作り、各自のカードから、
順に出し合って、Z→Y→X→W→と反対になる
ように貼っていく。早く並べられたチームの勝
ち。 

15 

アルファベットビンゴの準
備をしよう 

好きな文字を９つ選んで書き、ビンゴシート
を作ることを通して、大文字の名前と形を結び

付けてとらえ、大文字の形と名前読みに慣れ
親しむ。 

・自分の好きな文字９つを選んで、手本を見なが
らシートに写す。 

・複数枚作ることのできる児童は、作ってもよい。
（１枚の児童はコピーをして次回に用いる。） 

16 

アルファベットビンゴをし
よう 

 

アルファベットビンゴをすることを通して、
アルファベット（大文字）の名前読みに慣れ親
しむ。 

・アルファベットビンゴをする。 

 児童が一人一文字ずつカードを引き、引い
たカードを読み上げる。 

・何回か行い、チャンピオンを決める。 



Ｅ活動（文字に慣れ親しむ活動）指導計画 第１０回   第１学年 

                  授業者：伊藤 智子  場所：１年２組教室 

活動名：アルファベットを作ろう② 

ねらい：モールとストローで形を作ることを通して、アルファベットの大文字の曲線や直

線に注目し、形をとらえ、大文字の形に慣れ親しむ。 

時 主な学習活動 留意点 

2 
・『アルファベットソング』（２８秒）を歌う。 ・視覚的にもアルファベットの形

と音をとらえることができる
ようにＡ～Ｚまでのピクチャ
ーカードを黒板に貼りながら
アルファベットソングを歌う。 

 
・活動の最後に、大文字の形をよ
く見ながら、直線や曲線を確か
めて作っていた児童を見付け、
認める。 

 
・文字を書くことへの慣れ親しみ
として、 13 

・前時にストローで作ったアルファベットをおさらいする。 

・本時は前時にできなかった曲線を含むアルファベットを

作ることを確認する。 

 

 

・モールとストローでアルファベットを作る。 

・作ったアルファベットを見せ合って形を確かめ、作ったも

のを４線の上に書く。 

アルファベットカードの中から作りたいアルファベット

を選んで、ストローとモールで作りたいアルファベット

の形をまねして作る。 
教 

材 

・アルファベットカード 

（黒板用、大文字） 

・ストロー 

・モール 

・４線用紙 

 

 

アルファベットをつくろう！パート２ 



第７回 これはだれのもの？

Whose is this?

ねらい ビデオを視聴したり、誰のものかを問答し、カードに描かれた体の一部がどのキャラクタ

ーのものかを問答したりする活動を通して、Whose is this? It's (Shinchan's). 等の英語表現
に慣れ親しむ。

活 動 めざす姿

１ えいごリアン視聴 （ﾋﾞﾃﾞｵ 1(12) 通して 15分間全部） 誰のものかの問答の内

Whose is this?を聞いて、くり返す。 容を聞いて理解し、

Whose is this?の表現を
登場人物と一緒に発音

している。

２ （１）えいごリアン視聴（ﾋﾞﾃﾞｵ 1(12)≪ﾏﾖ･ｹﾁｬまでの約５分≫） 提示したものについて、

・Whose is this?に気を付けながら聞いて、答える。 Whose is this? や It's（
（２）学級で key sentence を使って活動する。 Konan's ).等の表現を使
これだれの○○かな？ って問答している。

・キャラクターの体の一部を見て、それが誰のものかを当てる。

・教師対児童で行う。 ※児童がよく知っているものを取り扱う。

HRT：Hello. Whose is this?
Cs ：It's Konan's.
HRT：That's right.
HRT：Whose is this?
Cs ：It's Doraemon's.
HRT：No, sorry. Try again.
Cs ：It's Anpanman's.
HRT：That's right.

３ （１）児童が持っているカードを提示し、カードに描かれた体の一部が 提示したものについて、

どのキャラクターのものかを問答し、正しい組み合わせを確かめ合 Whose is this?や
う。 It's (Shinchan's). 等の表

本 だれの○○かな？キャラクターをあててシールをあつめよう。 現を使って問答してい

時 ・出題者と回答者に分かれて対話を行う。 る。

・正解したら、シールをもらい、台紙に貼る。

C1：Hello. Whose is this? （カードを見せる）

C2：It's Shinchan's.
C1：That's right. （答えのカードを見せる）

C3：Hello. Whose is this? （カードを見せる）

C4：It's Sazaesan's.
C3：No, sorry. Try again.
C4：It's Maruchan's.
C3：That's right. （答えのカードを見せる）

（２）カードに描かれたキャラクターの体の一部を正しく組み合わせら

れたかを確かめる。

使用する教材・教具

○キャラクターの写真・キャラクターの体の一部の写真

（プーさん・ミッキーマウス・クーちゃん・マリオ・うながっぱ・トトロ・ふなっしー等）

○キャラクターのシールと台紙

つくし・低学年



Ｅ活動 第７回“Whose is this?”第３時    【低学年】 
                       授業者：曽我 美樹  場所：２年２組教室 
 

ねらい：カードに描かれた体の一部がどのキャラクターのものかを問答する活動を通して、Whose is this?  

It's (Shinchan's). 等の英語表現に慣れ親しむ。 
 

 主な学習活動 留意点 

２ 

 

 

 
 

５ 

 

  

 

 

２ 

５ 

 

 

 

 

１ 

・教師対児童で問答を行う。 

HRT：Hello.  Whose is this? 

Cs  ：It's Konan's.  

HRT：That's right. 

 

 

・児童対児童で行う。(出題者と解答者に分かれて対話を行う。) 

C1：Hello.  Whose is this? （カードを見せる） 

C2：It's Shinchan's. 

C1：That's right.           （答えのカードを見せる） 

・１問できたらシールをもらい、台紙に貼る。 

・役割をかえて行う。 

C3：Hello.  Whose is this? （カードを見せる） 

C4：It's Sazaesan's. 

C3：No, sorry.  Try again. 

C4：It's Maruchan's. 

C3：That's right.           （答えのカードを見せる） 

・１問できたらシールをもらい、台紙に貼る。 

・シールがどれだけ集められたか、学級全体で確かめる。 

・前時に使ったキャラクターで、

問答の仕方の確認をする。     

（第２時の復習） 

 

・事前に役割を分けておく。 

 

・言い慣れていない児童と一緒に

言うことで、言葉が曖昧な児童

の支援を行う。 

 

・言い慣れていない児童が多い場

合は、途中で止めて、確認を行

う。 

 

教 

材 

・問答に使うキャラクター

のカード 

 表→体の一部 

 裏→全体（答え） 

・シールと台紙 

 

だれの○○かな？キャラクターをあててシールをあつめよう。 

 



平成２９年度 E 活動（文字に慣れ親しむ活動）年間活動計画 【第３学年】 

※全ての回の最初に『アルファベットソング』を歌う 

 活動名 ねらい 主な活動 

１ 

アルファベットの小文
字で歌おう 

アルファベットを指しながら歌を歌うこと

を通して、大文字の名前読みと形に慣れ親し

む。 

・大文字カードを見ながら『アルファベットソング』を歌う。 

・歌や、教師の発音に合わせてアルファベットを Aから Zまで
指さす。 

・アルファベットを入れ替えて、順番をばらにし、その順番で
アルファベットソングに合わせて歌う。 

２ 

アルファベットの小文
字で歌おう 

アルファベットの小文字を見ながら歌うこ

とを通して、アルファベットの小文字の形と名

前読みに慣れ親しむ。 

・アルファベットの小文字を見ながら『アルファベットソング』
を歌う。 

・順番に、後ろから、１つずつ飛ばしながら、裏返してある文
字は手をたたいて等、様々な歌い方をする。 

３ 

アルファベットの大文
字、小文字で歌おう 

アルファベットの大文字、小文字を見ながら

歌うことを通して、アルファベットの小文字の

形と名前読みに慣れ親しむ。 

・一人一枚アルファベットカードをもらい、A~Zの順番になる
ように黒板に貼る。 

・アルファベットを入れ替えて、順番をばらにし、その順番で
アルファベットソングに合わせて歌う。 

・小文字も同様に行う。 

４ 

この字は『子ども』か、
『おとな』か、『しっぽ
つき』かな① 【a～m】 

歌に合わせて、小文字の高さを体で表現する

活動を通して、小文字には上に伸びるものや下

に伸びるもののように形に違いがあることに

気付き、アルファベットの小文字の形と音に慣

れ親しむ。 

・aから nを子ども（a, c, e, i, m, n ）、おとな（b, d, f, h, k, l ）、
しっぽつき (g, j)に分ける。 

・アルファベットソングを歌いながら、子ども（椅子に座る）、
おとな（立つ）、しっぽつき（床に座る）の動作をする。 

５ 

この字は『子ども』か、
『おとな』か、『しっぽ
つき』かな② 【o～z】 

歌に合わせて、小文字の高さを体で表現する活

動を通して、小文字には上に伸びるものや下に伸

びるもののように形に違いがあることに気付き、

アルファベットの小文字の形と音に慣れ親し

む。 

・oからｚを子ども( o, r, s, u, v, w, x, z）、おとな（t）、しっぽ
つき (p, q, y) に分ける。 

・アルファベットソングを歌いながら、ちび（座る）、のっぽ（立
つ）、しっぽつき（床に座る）の動作をする。 

６ 

形がよく似ているアル
ファベットの大文字、
小文字のペアをさがそ
う。 

形のよく似たアルファベットの大文字と小文

字のカードのペアを見付ける活動を通して、大文

字と小文字には形がよく似ているものがあるこ

とに気付き、アルファベットの大文字と小文字

の形と音に慣れ親しむ。 

・アルファベットの形がよく似た大文字、小文字を探す。（Cc, 

Kk, Oo, Pp, Ss, Vv, Ww, Xx Zz） 

・自分が見つけたよく似た大文字と小文字を２つずつ並べて書
く。 

７ 

形が少し似ている大文
字、小文字アルファベ
ットのペアをさがそ
う。 

形が少し似ているアルファベットのペアを見

付け出す活動を通して、アルファベットの大文

字と小文字の形と音に慣れ親しむ。 

・アルファベットの形が少し似ている、大文字、小文字を探す。
(Bb, Ff, Hh, Ii, Jj, Ll, Mm, Tt, Uu, Yy) 

・自分が見つけた少し似ている大文字と小文字を２つずつ並べ
て書く。 

８ 

形がちがうアルファベ
ットをさがそう。 

大文字、小文字で形が大きく違うアルファベ

ットのペアを見付ける活動を通して、大文字と小

文字には形がまったく違うものがあることに気

付き、アルファベットの大文字と小文字の形と

音に慣れ親しむ。 

・アルファベットの形がまったくちがう大文字、小文字を探す
(Aa, Dd, Ee, Gg, Nn, Qq, Rr) 

・自分が見つけた、形がまったく違う大文字と小文字を２つず
つ並べて書く。 

９ 

大文字、小文字で神経
衰弱をしよう。 

大文字、小文字カードを使って、神経衰弱を

する活動を通して、アルファベットの大文字と

小文字の形と音に慣れ親しむ。 

・大文字と小文字のアルファベットカードで神経衰弱をする。 

・マッチしたカードを名前読みで読んでゲットする。  

・自分がゲットした文字を書く。 

10 

大文字、小文字のペア
を見付けよう 

大文字、小文字カードをマッチングさせる活

動を通して、アルファベットの大文字と小文字

の形と音に慣れ親しむ。 

・大文字と小文字のアルファベットカードでマッチングゲーム
をする。 

・一人一枚大文字または小文字のカードをもらい、「A」を持っ
ている場合は「a」を持っている仲間を探す。 

・見付けたら、HRTの所へ行き、次のカードをもらう。 

11 
かくれているアルファ
ベットはなにかな？ 

【大文字編】 

アルファベットの一部を見て、どのアルファ

ベットかを当てる活動を通して、アルファベッ

トの大文字の形と音に慣れ親しむ。 

・アルファベットの一部を見てどのアルファベットかをあてる。
（大文字） 

12 
かくれているアルファ
ベットはなにかな？ 

【小文字編】 

アルファベットの一部を見て、どのアルファ

ベットかを当てる活動を通して、アルファベッ

トの小文字の形と音に慣れ親しむ。 

・アルファベットの一部を見てどのアルファベットかをあてる。
（小文字） 

13 

アルファベットの大文
字書きレース！ 

アルファベットの大文字を順番に書く活動

を通して、アルファベットの大文字の形と名前

読みに慣れ親しみ、手本を見ながら４線の正し

い位置に文字を書こうとする。 

・黒板の４線上に、列ごとにアルファベットの大文字を順に書
くレースを行う。（手本を見ながら書く） 

・正しい位置に書けているものを１ポイントとし、速さと正し
さを合わせてチャンピオンを決める。 

14 

アルファベットの小文
字書きレース！ 

アルファベットの小文字を順番に書く活動

を通して、アルファベットの小文字の形と名前

読みに慣れ親しみ、手本を見ながら４線の正し

い位置に文字を書こうとする。 

・黒板の４線上に、列ごとにアルファベットの小文字を順に書
くレースを行う。（手本を見ながら書く） 

・正しい位置に書けているものを１ポイントとし、速さと正し
さを合わせてチャンピオンを決める。 

15 

名前を伝えて、あなた
の家族をさがそう！  

自分の名前の綴りを伝えて家族を探す活動

を通して、アルファベットの大文字と小文字の

形と音に慣れ親しむ。 

・自分の名前をアルファベットの名前読みで伝えあう。 

・名字が同じ自分の家族を探す。 

16 
名前を伝えて、自分と
同じチームの仲間をさ
がそう！ 

自分の名前の綴りを伝え、自分と同じチーム

の仲間を探す活動を通して、アルファベットの

大文字と小文字の形と音に慣れ親しむ。 

・自分の名前をアルファベットの名前読みで伝えあう。 

・自分のチームメイトリストを見てチームの仲間を探す。 



Ｅ活動（文字に慣れ親しむ活動）指導計画 第８回   第３学年 

授業者：安藤 真理子  場所：３年１組教室 

活動名：形がちがうアルファベットをさがそう。 

ねらい：大文字、小文字で形が大きく違うアルファベットのペアを見付ける活動を通して、大文字と小

文字には形がまったく違うものがあることに気付き、アルファベットの大文字と小文字の形と

音に慣れ親しむ。  

時 主な学習活動 留意点 

1 ・『アルファベットソング』を歌う。 ・黒板に大文字・小文字のアルフ

ァベットカードを対比できるよ

うに掲示する。  

（左：大文字 右：小文字） 

・児童用文字カードは机列が隣の

ペアで机上に置く。 

（左：大 右：小） 

・前時までに学習した文字のペア

を見付けた児童から黒板の文字

ペアを取り除き、本時の７ペア

が黒板に残るようにする。 

・黒板の７ペアのカードと机上に

ある７ペアが同じことを確認す

る。 
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・Aと a、Dと d、Eと e、Gと g、Nと n、Qと q、Rと r、の７ペアを見つ

けだす。 

①大文字、小文字カードを机上に置く。 

②前時までの９ペア、１０ペアを見付ける。 

③形がちがう大文字と小文字のペアを見付ける。(７ペア) 

④全体で見付けたペアの確認をする。 

⑤ペアでカードマッチングゲームをし、７ペアの大文字と小文字がマッ

チングできるようにする。 

⑥７ペアの大文字と小文字を書く。 
 

教 

材 

・『アルファベットソング』

CD 

・アルファベットカード 

（大文字、小文字） 

（黒板用、児童用） 

・ワークシート 
1 ・教師のコメントを聞く。 

 

形がにていない大文字と小文字のペアを見つけよう！ 



第７回 これはだれのもの？

Whose is this?

ねらい ビデオを視聴したり、誰のものかを問答したり、カードに描かれたものがどのキャラクタ

ーのものかを問答したりする活動を通して、“Whose(cap) is this?”“It's (Taro)'s. ”等の英
語表現に慣れ親しむ。

活 動 めざす姿

１ えいごリアン視聴 （ﾋﾞﾃﾞｵ 1(12) 通して 15分間全部） 誰のものかの問答の内

Whose is this?を聞いて、くり返す。 容を聞いて理解し、

Whose is this?の表現を
登場人物と一緒に発音

している。

２ （１）えいごリアン視聴（ﾋﾞﾃﾞｵ 1(12)≪ﾏﾖ･ｹﾁｬまでの約５分≫） 提示したものについて、

・Whose is this?に気を付けながら聞いて、答える。 Whose (pencil case) is
this? や It's（mine).等の

（２）学級で key sentence を使って活動する。 表現を使って問答して

だれのものかを当てよう。 いる。

・児童の筆箱や鉛筆等を提示し、それが誰の物かを当てる。

・教師対児童で行う。 ※児童に身近なものを取り扱う。

HRT：Hello. Whose pencil case is this?
Cs ：It's Yuji's.
HRT：That's right.
C1 ：Whose eraser is this?
Cs ：It's Taro's.
C1（HRT）：No, sorry. Try again.
Cs ：It's Masashi's.
C1 ：That's right.

３ （１）児童が持っているカードを提示し、カードに描かれたものがどの 提示したものについて、

キャラクターのものであるかを問答し、正しい組み合わせを確かめ合 Whose（cap) is this?や
う。 It's (Taro)'s. 等の表現

本 だれのものかを聞き合い、ビンゴを完成させよう。 を使って問答している。
時 ・児童対児童で行う。

C1：Hello. Whose cap is this? （カードを見せる）

C2：It's Mario's.
C1：That's right. （答えのカードを見せる）

C2：Check, please. （ビンゴカードにチェックをもらう）

C1：OK. See you.
C3：Hello. Whose dog is this? （カードを見せる）

C4：It's sazaesan's.
C3：No, sorry. Try again.
C4：It's shinchan's.
C3：That's right. （答えのカードを見せる）

C4：Check, please. （ビンゴカードにチェックをもらう）

C3：OK. See you

（２）カードに描かれたものとそれを所有しているキャラクターをにつ

いていくつ聞き合うことができたかを振り返る。

使用する教材・教具

○キャラクターのイラスト・キャラクターが所有しているものや動物のイラスト
（帽子、ポケット、家、犬、猫）

中 学 年



Ｅ活動 第 7 回“Whose is this?”第３時    【中学年】 

                       授業者：渡邉 里美  場所：４年２組教室 
 

ねらい：仲間と、カードに描かれたものがどのキャラクターのものかを問答する活動を通して、“Whose (cap) 

is this?”や“It’s (Taro)’s.”等の英語表現に慣れ親しむ。 
 

 主な学習活動 留意点 

２ 
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１．Demonstration time. 

・教師に質問したり、教師からの質問に答えたりする。 

＜児童一人と教師で＞ 

C1 ：Hello. Whose cap is this? 

HRT：It’s hanako’s. 

C1 ：That’s right. 

HRT：Check, please. 

C1 ：OK. See you. 

＜教師と児童全体で＞ 

HRT：Hello. Whose house is this? 

Cs ：It’s snoopy’s. 

HRT：That’s right. 

Cs ：Check, please. 

HRT：OK. See you. 

 

２．Activity time. 

・出題者と質問者に分かれて活動する。（６分×２） 

C1：Hello.  Whose cap is this? （カードを見せる） 

C2：It's Mario's. 

C1：That's right.           （答えのカードを見せる） 

C2：Check, please.    （ビンゴカードにチェックをもらう） 

C1：OK. See you. 

C3：Hello.  Whose dog is this? （カードを見せる） 

C4：It's sazaesan's. 

C3：No, sorry.  Try again. 

C4：It's shinchan's. 

C3：That's right.           （答えのカードを見せる） 

C4：Check, please.    （ビンゴカードにチェックをもらう）

C3：OK. See you. 

 

・出題者と解答者の役割を交代して活動する。 

 

・評価 「だれのものかを聞き合うことができましたか。また、 

いくつチェックをもらいましたか。ビンゴはできま

したか。」 

・どのように質問したらよいか、ま

た、質問に対してどのように答

えたらよいのかを、全体で確認

する。（第２時の復習を兼ねる。） 

・“Check, please.”と言われたら、

ビンゴカードの番号を丸で囲む

ことを伝える。 

・クラスを２グループに分けて活

動する。一方を出題者、もう一

方を解答者とし、途中で役割を

交代する。 

・裏にキャラクター、表にキャラ

クターの所有しているものが描

かれたイラストカードを用意す

る。裏側に１～９までのいずれ

かの番号、もしくは“Free”      

を書いておく。 

・質問に正しく答えることができ

たら、ビンゴカードの、イラス

トカードに書かれている番号と

同じ番号の欄にチェックをもら

うようにする。“Free”はどの番

号を○で囲んでもらってもよい

こととする。 

・解答者が答えを思いつかないと

きは、“I don’t know.” “Answer, 

please.”など話し、質問者から

答えを教えてもらってもよいこ

と、ただし、そのときはビンゴ

カードにチェックをもらえない

ことを伝える。 

 

 

教 

材 

・イラストカード 

・ビンゴカード 

 

だれのものかを聞き合い、ビンゴを完成させよう。 



平成２９年度 E活動（ 文字に慣れ親しむ活動 ）年間活動計画 【 第５学年 】    

回 
単元名 
【カテゴ
リー】 

活 動 名 ね ら い 
主 な 活 動 

※毎時間の最初に『フォニックスアルファベット』を歌う。 

１ ア
パ
ー
ト
の
住
人
を
探
そ
う
【
色
・
形
】 

色や形の単語カルタを楽しもう 
（絵と綴り・個人→ペア） 

色や形を表す単語について、教師の発音
する単語を聞いてカルタとりをすること
を通して、単語を読む際には語の長さや
ローマ字読みだけでは読めない単語があ
ることに気付き、アルファベットのもつ
音も手がかりにしながら読もうとする。 

・絵と綴りが書かれたカードでカルタをする。 
                  

２ 

単語読みレースをしよう 
（グループ） 
 

色と形を表す単語を早く読んでいく活
動を通して、色や形を表す単語を読んで
意味を理解したり、発音することに慣れ
親しんだりする。 

・グループで２チームに分かれ、一列に並べたカードの両端
から順に一つずつ読んでいく。 

・ぶつかったところでじゃんけんをし、勝ったら読み進む。
負けたら最初から読む。 

３ 

色形カードを探そう 
（ペア） 

色と形の綴りカードとイラストカード
をマッチさせる活動を通して、色や形を
表す単語を読んで意味を理解したり、発
音することに慣れ親しんだりする。 

・色と形の綴りが書かれたカード（pink, triangleのように）
を引き、机上に並べられたカードから、ピンクの三角形を
取る。 

・時間内に何枚のカードを取ることができるか競う。 
 

４ 

同じアパートの住人はだれ？ 
（スクランブル） 

単語を読んで、どの部屋に住む人かを
当てる活動を通して、色や形を表す単語
を読んで意味の理解を深めたり、読み方
を推測しながら読んだりしている。 

・各自に配られた単語カード（アパートの色、アパートの形、
窓から見える身の周りのもの）を読み、自分の部屋を見つ
ける。 

・自由にペアを作り、相手のカードを読み、相手の部屋を探
す。 

・自分と同じアパートの住人を多く探し出す。 

５ ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
し
よ
う
【
果
物
・
野
菜
】 

野菜果物カードでカルタを楽し
もう 
 

野菜や果物を表す単語について、教師
の発音する単語を聞いてカルタ取りをす
ることを通して、語の長さやアルファベ
ットのもつ音、ローマ字読みを手がかり
にして、単語を読むことに慣れ親しんで
いる。 

・絵と綴りが書かれたカードでカルタをする。 

６ 

野菜果物カードでボンゴを楽し
もう 
 

野菜果物カードでボンゴをする活動を
通して、果物や野菜を表す単語の意味を
理解し、野菜や果物を表す単語を読むこ
とに慣れ親しむ。 

・野菜と果物の綴りのみが書かれたカードを机上に並べ、5枚を選んで目
印となるものを置く。 

・教師の発音を聞いて、選んだカードが読まれたら目印を取る。 

・５つの目印が早くなくなった人が勝ち。 

７ 

野菜果物カードをマッチさせよ
う 
（ペア→個人） 

果物や野菜を表す単語の絵と綴りをマ
ッチングさせる活動を通して、果物や野
菜を表す単語の意味を理解し、野菜や果
物を表す単語を読むことに慣れ親しむ。 

・果物の綴りカードと絵のカードをマッチさせる。 

８ 

安くておいしいフルーツサラダ
を作ろう 

お気に入りのフルーツサラダを作るた
めに、メニュー表や価格表を読む活動を
通して、果物や野菜を表す単語の意味を
理解し、野菜や果物を表す単語を読むこ
とに慣れ親しむ。 

・ペアで、「欲しいもの」（絵）を見て買い物する客と「価格
表」（単語と値段）を見て、値段を答える店員とに分かれ、
活動する。 

・安くておいしいフルーツサラダを作ることをめざす。 

9 

人
気
の
職
業
は
？
【
職
業
名
】 

職業名カルタを楽しもう 
（個人→ペア） 

職業名を表す単語について、教師の発音する単語
を聞いてカルタとりをすることを通して、職業名を
表す単語には語尾が e r で終わるものが多いことに
気付き、職業名を表す単語を読むことに慣
れ親しむ。 

・絵と綴りが書かれたカードでカルタをする。 

10 

仲間分けゲームをしよう 職業の仲間分けをする活動を通して、
職業名を表す単語には語尾が e r で終わるものが
多いことに気付き、職業名を表す単語の意味
を理解し、読むことに慣れ親しむ。 

・教師の指示を聞いて（「ボールを使う職業は？」など）綴りが書かれた
カードを仲間分けする。 

・「鉛筆を使う職業」「大きな声を出す職業」など色々 な仲間分けをする。 

11 
もっているカードをあてよう 
（ペア） 

 相手が持っているカードを当てる活動
を通して、職業名を表す単語の意味を理
解し、職業名を読むことに慣れ親しむ。 

・ペアで、一人が綴りカードをひく。もう一人は、Do you like 
sports?  Do you have a cap?などと質問をして、そのカー
ドをあてる。 

12 

クラスの仲間に人気の職業をあ
てよう 
（スクランブル） 

なりたい職業をインタビューして表に
まとめていく活動を通して、職業名を表
す単語の意味を理解し、職業名を読むこ
とに慣れ親しむ。 

・What do you want to be?とインタビューし合い、綴りのみで書かれた
表にまとめていく。 

・クラスの仲間に一番人気の職業を確かめる。 

13 

完
ぺ
き
な
引
っ
越
し
屋
さ
ん
を
目
指
そ
う
！ 

【
日
用
品
・
部
屋
に
あ
る
も
の
】 

日用品カルタを楽しもう 
（個人→ペア） 

教師の発音する単語を聞いてカルタと
りをすることを通して、単語を読む際に
は語の長さやアルファベットのもつ音、
ローマ字読みが手がかりにして、日用品
を表す単語を読むことに慣れ親しみ、日
用品を表す単語の意味を理解している。 

・絵と綴りが書かれたカードでカルタをする。 

14 

日用品ボンゴを楽しもう 日用品カードでボンゴする活動を通し
て、日用品を表す単語を読むことに慣れ
親しむ。 

・日用品の綴りのみが書かれたカードを机上に並べ、5枚を選んで目印と
なるものを置く。 

・教師の発音を聞いて、選んだカードが読まれたら目印を取る。 

・５つの目印が早くなくなった人が勝ち。 

15 

日用品カード神経衰弱をしよう 
（ペア） 

日用品を表す単語の絵と綴りをマッチン
グさせる活動を通して、日用品を表す単
語の意味を理解し、読むことに慣れ親し
む。 

・綴りのみが書かれたカードと、絵のみが描かれたカードを
マッチングさせる。 

16 

引っ越し屋さんになろう 
（ペア） 

指示される通りに物を配置する活動を
通して、日用品を表す単語の意味を理解
し、読むことに慣れ親しむ。 

・ペアで一人が引っ越す人、もう一人が引っ越し屋さんになる。 

・引っ越す人は自分で配置した家具(綴り)の図を見ながら、引っ越し屋さ
んに“The bed is here.”などと伝える。 

・引っ越し屋さんは部屋の地図に綴りカードと絵カードを置いていく。 

 

色：red, yellow, black, purple, pink 
形：diamond, oval, rectangle, square, 

triangle 

apple, lemon, tomato, banana, 
strawberry, onion, pumpkin, carrot, 
cucumber, fig 

baseball player, carpenter, doctor, fire 
fighter, nurse, police officer, singer,  
teacher, pianist, artist 

cap, fan, jacket, sock, tub, fax, 
telephone, piano, pencil, bed 



Ｅ活動（文字に慣れ親しむ活動）指導計画 第１０回   第５学年   

                       授業者：後藤 裕子  場所：５年１組教室 

単元名：人気の職業は？（２／４）【職業名】     

活動名：仲間分けゲームをしよう。 

ねらい：職業の仲間分けをする活動を通して、職業名を表す単語には語尾が er で終わるものが多いこ

とに気付き、職業名を表す単語の意味を理解し、読むことに慣れ親しむ。 

時 主な学習活動 留意点 

3 ・『フォニックスアルファベット』を歌う。 ・前回の黒板用カードを使っ

て、単語の音と綴りと意味を

確認する。 

・黒板には、前回の黒板用カー

ドを掲示しておき、児童がそ

れらを手がかりに意味を推

測できるように援助する。 

・様々な職業名を読む機会をも

てるように仲間分けの仕方

を工夫する。 

・語尾の音に注目させ、職業を

表す単語には er が使われる

ことが多いことに気付くよ

うに促す。 
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・前時で扱った職業名を表す単語について、イラストや文字を見ながら

教師と確認する。 

 

 

 

 

・教師の指示を聞いて、綴りが書かれたカードを仲間分けする。 

 

・どのように分けたかをクラスで確認する。 

〈扱う単語〉 

baseball player, carpenter, doctor, fire fighter, nurse, police officer, 

singer, teacher, pianist, artist  

・ボールを使う職業は？  ・鉛筆を使う職業は？ 

・大きな声を出す職業は？   

など教師の指示を聞いて仲間分けをする。 

教 

材 

・フォニックスアルファベット

拡大版 

・イラスト付き文字カード 

(絵と綴り)（黒板用） 

・文字カード（裏にイラスト付

き）（児童用） 
4 

・職業を表す単語には erが使われることが多いことに気付く。 

 

      仲間分けゲームをしよう。 
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	1-2計画
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	２年２組
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