
つくし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 つくし１組教室 

指導者：HRT 坪井 真紀・守屋 栄作（２組） 

 
 
１ 単元名 『オリジナルフラッグを作ろう』（図画工作科） 
 
２ 教材観 
 （１）題材について 

 本単元では、コンテントとして図画工作科に関する内容を扱う。つくし学級では、普段の遊びやかがやきタ
イムといった帯活動の時間を使って、国旗の名前を言ったり、国旗カードを使った遊びをしたりする活動を通
して、国旗を目にする機会がある。そのおかげで、よく見る国旗の国名を覚え始めてきた。本単元では、国名
ではなく国旗に描かれている、色・形に注目し、色の配色や模様の形の位置や大きさ、模様の色によって国旗
がデザインされていることに気付き、似ているデザインがあっても同じ物がないことから、児童一人一人のオ
リジナルな国旗（フラッグ）をデザインして作っていく単元である。 
本単元で扱う国旗は、児童のよく目にする身近な国のものということではなく、その国旗に描かれている、

児童がよく知っている形で、色や数が違うものを扱う。そのため、自分が作ったオリジナルフラッグや、見
つけて欲しいオリジナルフラッグを友だちに見付けてもらうためには、伝わりやすい声の大きさで、数や色・
形についての情報を正しく伝えることが大切である。児童が好きなゲーム形式の activityをいくつか取り扱
う中で、楽しみながら、数や色・形の情報を正しく話す方法を身に付けていけるようにしていく。その中で、
英語では、数や色・形を同時に説明する時には、まず、数→色→形の順に説明をする事に気付くようにして
いきたい。 

 （２）言語材料について 
  表現 

・オリジナルフラッグの模様を説明するときに使う表現  
≪This flag has≫ ～ 

・模様の方向を示す表現 
this way(ジェスチャーを付けて、縦と横は同じ表現にする) 

・オリジナルフラッグを作るときに使う表現 
 What color do you want? － I want (red).  What shape do you want? － I want (star). 
  How many (red stars)? － I want (two red stars). 

  語彙 
・数詞     one, two, three, four, five 
・色を表す言葉 red, blue, yellow, green, pink, white 
・形を表す言葉 circle, star, moon, cross 

（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「話すこと」の「イ 自分の考えや気持ち、

事実等を聞き手に正しく伝えること。」を中心に指導する。本単元の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 

間違うことを恐れず、英語を話す活動に取り組もうとする。 

技
能 

話題 オリジナルフラッグについて 

内容 オリジナルフラッグに使う形や色、数を 

言語材料 数、色、形を問答する言語材料を用いて 

表現の方法 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 

程度 １～２往復程度の英語で話すことができる。 

言語・文化の 
    知識・理解 

数・色・形を伝えるには、数→色→形の順に表現することを理解している。 

【評価規準】「５ 単元指導計画」を参照 
これらの目標を具現するために、本単元の週末においては、以下のようなコミュニケーションを図る活動を

行なう。 

全員が作ったオリジナルフラッグから一つを選び、そこに描かれている色の配色や模様の形、模様の数を

伝え、友だちに当ててもらう。 



３ 児童観 児童の実態（３年女子１名、３年男子１名） 
 
＜３年Ａ児＞ 
英語の挨拶や歌などは、自信をもって大きな声で歌ったり踊ったりと楽しく活動に取り組むことができる。

また、色や形、数については、ほぼ理解し話すこともできている。ただし、会話になると文が長くなるため、
正しい語順や発音など時々言い間違えることもある。本時では、楽しく活動に参加できていることを褒めるこ
とで不安感を減らし、より自信をもって活動できるように励ましていきたい。本単元では、本物の国旗を使っ
て、色や形のクイズやカルタゲームをすることで、色と形、数のいい慣れを定着させていけると考える。また、
自分だけでなく、相手に分かってもらうために、分かりやすく話すことの大切さや、分かってもらったときの
喜びを感じさせていきたい。そうすることで、自信をもってより伝わりやすい声やジェスチャーを示しながら
話せるようになると考える。 
 
＜３年Ｂ児について＞ 
 英語活動では、英語表現を覚えることは苦手だが、英語の活動は好きで楽しく活動に取り組める。英語の歌
を歌う時には、リズムに合わせて楽しくジェスチャーを入れながら歌うこともできる。色はよく覚えているが、
形は言い間違えることもある。また、会話になると自信がなく、あやふやに話す姿も見られる。本時では、緊
張して普段通り活動できるか分からないが、本物の国旗を使ったカルタゲームや、キャップゲームを通して、
色や形、数、模様の言い方に慣れ親しむようにしたい。また、いい加減に模様を言って当てていくではなく、
自分が分かりやすく友だちに伝えないと、当ててもらえない活動のため、聞き手に分かってもらうために、繰
り返し丁寧に話したり、ゆっくり聞き取りやすい声の大きさで話すことの大切さに気付かせていきたい。そう
することで、自分が伝えたいことを分かってもらえる喜びを感じ、自信を持って英語表現にも取り組んでいこ
うとすると考える。 
 
＜５年Ｃ児について＞ 
 英語は交流学級にて行っている。 
 
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 
  本単元では、これまでに学習した数・色・形の表現を使って、オリジナルフラッグを作ったり、友だちが
作ったオリジナルフラッグを英語で表現して当ててもらったりするという設定を取り入れた。友だちに当て
てもらうと、ボーナスとしてスペシャルマークを手にすることができる。これにより、児童の中に「オリジ
ナルフラッグのデザインを上手に説明して、それがどれかを友だちに当ててもらいたい。」という気持ちが
芽生える。自分が作ったオリジナルフラッグだけでなく、友だちが作ったオリジナルフラッグからも選択さ
せることで、コミュニケーションにも即興性が生まれる。また、自分が言ったことを友だちに当ててもらっ
たことで、「伝わった」という達成感にもつながる。最後にスペシャルマークでスペシャルフラッグを作る
ことで自分の頑張りを目で見て確認することもできる。自分たちが作ったオリジナルフラグを使ってコミュ
ニケーションさせることで、自分の話した英語が伝わった達成感や、自分が作ったオリジナルフラッグを選
んで当ててもらえたという喜びをどの児童にも味わわせたい。 

 
（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 

  本単元では、本物の国旗や自分が作ったオリジナルフラッグについて、数・色・形の 3つを英語で表現す
る。これらの表現を用いることで、今後自分が友だちに説明するときには、名前だけでなく外見の色や形な
どの特徴を具体的に表現すると相手に理解してもらいやすくなる。また、オリジナルフラッグを作る活動で
は、自分の好きな色と形を組み合わせ、自分だけの模様を考える。お気に入りの模様を頭の中にイメージし、
様々な色と形で組み合わせながら表現することは、図画工作科の観点においても、児童のより豊かな想像力
をはぐくむ活動になると考える。 

 
（３）定着を図るための手立て 
  毎時間、授業の始めに本単元で取り扱う色と形の歌を歌う。繰り返しジェスチャーを使いながら歌うこと
で、基本的な色や形の定着につなげる。また、タッチゲームや、カルタ、キャップゲームなどを取り入れ、
数・色・形をつなげて正しく聞き取ったり、模様を正しく発音したりできるようにつなげる。個々の児童が
自分の目指す姿を明確にするため、活動の前に一人一人の目標を確認する。そして活動の合間に中間の高め
合いの場を設け、教師から児童に対してできていることと今後の課題を伝える。これにより、児童の目指す
姿を明確にさせ、学習内容の定着につなげる。 

  また、相手に伝わるようにするためには、伝わりやすい言い方や、ジェスチャー、繰り返し伝えるなど、
自分が分かっているだけでは伝えられないことから、同じことを聞き手に合わせていろいろな方法で伝えて
いくことが、より学習内容を定着させていくことになると考える。 

 
  



５ 単元指導計画 

 

つくし 10・11月「オリジナルフラッグをつくろう」（図画工作科） 単元指導計画【全６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: 間違うことを恐れず、英語を積極

的に話している。 

正確さ: 国旗やオリジナルフラッグを構成する数、
色、形についての情報を正しく問答することができ
る。 

正確さ:  言語についての知識：数・色・形を伝えるには、数→色→
形の順に表現することを理解している。 

コミュニケーションへの継続:  適切さ: 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で
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 
 
 【導入】                   【中盤】                                    【終末】 
  
 

過去の指導との関連 
【題材について】 

前年度つくし 9・10月「オ
リジナルフラッグを作ろう」
で国旗を扱う。 

 

【言語材料について】 

前年度つくし 5・6 月「い
くつかな？」で、数と色とに
ついて扱う。 

 

【活動のタイプについて】 

つくし７・９月「はたらく
ひとびと」でDialog 形式で活
動する。 

 中心となる指導事項  
 

話すこと［やり取り］イ 

日常生活に関する身近で簡単
な事柄について、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伝え合うこ
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 

 

間違うことを恐れず、英語を積極的に話している。 

基本となる言語材料 
・My flag has ～ 

・this way 

・色を表す名詞 

red, , green, blue,  

yellow, pink, white 

・形を表す名詞 

circle, star, moon, cross 

・数を表す名詞 

one, two, three, four, five 

 今後の指導への発展 

【題材について】 

次年度つくし 9･10月「オリジナルフ
ラッグをつくろう」で国旗を扱う。 

 

 

【言語材料について】 

次年度つくし 5・6月「いくつかな」
で数と色について指導する。 

 

【活動のタイプについて】 

つくし 11・12月「おいしいスープ
を作ろう」で、Dialog 形式で活動す
る 

技
能 

話題 オリジナルフラッグについて 

内容 オリジナルフラッグに使う形や色、数を 
言語材料 数・色・形を問答する言語材料を用いて 
表現の方法 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 
程度 １～２往復程度の英語で問答することができる。 

言語・文化の知識・理解 数・色・形を理解するには、数→色→形の順に表現
することを理解している。 

題材と伝え合う内容 
・色や形の表現 
・自分が考えた国旗の説明 

終末の活動の工夫   (dialog 形式) 
・オリジナルフラッグを選び、友だちにデザインを説明して当ててもらうこと
でやる気につなげ、活動を活発にする。 

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 

ねらい：色や形の英語を聞き当てはまる

国旗を探すことを通して、国旗を構成す

る数・色・形についての情報を正しく聞

くことができる。 

課題 

どのこっきかな？あててみよう。 
 

活動の概要 

・ “color song”を歌う。 
・国旗の本をみて、いろいろな形や色

があることを知る。 

・色探しゲームをする。 
・形探しゲームをする。 

・色と形からどの国の国旗か、カード

ゲームを通して当てる。 
 

評価規準 

・間違うことを恐れず、英語を話す活動

に取り組もうとする。（関心・取組） 

第２時 

ねらい：色・形・しまの方向の表現
を聞き、当てはまる国旗を探すこと
を通して、間違うことを恐れず取り組
んだり、聞き取れない時や理解できない
時に“One more time, please.”等で繰
り返しを求めたりできる。 

課題 

どのこっきかな？あててみよう。 

活動の概要 
・“color song”を歌う。 

・Small Activity① 

色探しゲームをする。 
・Small Activity② 

形探しゲームをする。 

・色・形・しまの方向から、どこの
国の国旗か、カードゲームを通し

て当てる。 

評価規準 

・間違うことを恐れず、英語を話す活動

に取り組もうとする。（関心・取組） 

 

第３・４時 
ねらい：カードゲーム（ばばぬき）を楽しむ
ことを通して、国旗を構成する情報を正し
く伝えたり、数・色・形を説明するには数
→色→形の順に表現したりすることが分か
る。 
課題  

 
            

活動の概要 
・“color song”を歌う。 

・Small Activity 

タッチゲームをする。（色、形） 

・色・形（複数）をいわれたカードがどこの国の国旗

か、カードゲームを通して当てる。 

・3時間目は教師が言ってとる。 

・4 時間目はばばぬきをして、児童がとってほしいカ

ードを言ってもらう。 

・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 

・国旗やオリジナルフラッグを構成する数、色、形に

ついての情報を正しく問答することができる。 

（表現・正確さ） 

・数・色・形を理解するには、数→色→形の順に

表現することが分かる。（言語・知識） 

第５時 

ねらい：自分だけのオリジナル 
フラッグを作ることを通して、 
間違うことを恐れず、英語を話し 
たり、聞き手に伝わる明瞭な音声 
で話したりすることができる。 
課題  
オリジナルフラッグを作ろう            

活動の概要 
・“color song”を歌う。 
・Small Activity 
タッチゲームをする。（色と形） 
・決まった形と色を使って、自
分だけのオリジナルフラッ
グを作る。 

・どの色と形を使っているかを
説明する。 

評価規準 
・間違うことを恐れず、英語を話
す活動に取り組もうとする。 

  （関心・取組） 

・聞き手に伝わる適切な音量と明 
瞭な音声で話すことができる。 
        （表現・適切さ） 

→ 
→ 

→ 
→ 

第６時（本時） 

ねらい：自分が選んだオリジナルフ
ラッグのデザインを仲間に伝え
る活動を通して、聞き手に伝わる
適切な音量と明瞭な音声でフラ
ッグの数･色･形を話すことがで
きる 

課題  
なかまにこっきをあててもらおう 

活動の概要 

・“color song”を歌う。 
・Small Activity 
タッチゲームをする。（色と形） 

・キャップゲームをして、基本的
な数･色・形を発音する。 

・自分の選んだオリジナルフラッ
グのデザインを言って、当てて
もらう。 

・言語の知識を計るためのチャレ
ンジクイズを行う。 

評価規準 
・聞き手に伝わる適切な音量と明瞭 
な音声で話すことができる。 
        （表現・適切さ） 
・数・色・形を伝えるには、数→色
→形の順に表現することを理解
している。  （言語・知識） 

どのこっきかな？ほしいこっきをさがそう。 



６ 本時のねらい 自分が選んだオリジナルフラッグのデザインを仲間に伝える活動を通して、聞き手に伝わる適切な音量（大きすぎず小さすぎず）と明瞭な音声（ゆっくりていねいに）で、フラッグの数・色・形を話すことができる。 

７ 本時の展開 （６／６） 

 

時 児 童 の 学 習 活 動 
予想される児童の活動 及び ☆教師の指導・援助 

評価 補助教材等 
３年Ａ児 ３年Ｂ児 

３ Greeting 

・挨拶をして、歌を歌う。♪“color song” 

“shape song” Let’s sing a song. 

・Let’s enjoy English. ・OK.（Hands up.） 

・動作をしたり、歌を歌ったりする。 

☆近くで振り付けしたり歌ったりする。 

・OK.（Hands up.） 

・動作をしたり、歌を歌ったりする。 

☆近くで振り付けしたり歌ったりする。 

  

10 Small activities 

①国旗カード（Ａ、Ｃ）のタッチゲームをし、

色・形に慣れ親しむ。 
HRT : Touch the red.  Touch the star.   

Touch the red star.   

・国旗カードのカルタゲームをする。 

②キャップゲームをし、キャップに描かれた

色や形の表現に慣れ親しむ。 

・デザインが描かれたペットボトルのキャッ

プを３つずつランダムに選び、並べる。 

HRT : Today’s lucky cap is yellow star. 
Do you have yellow star? 

C  : Yes.  I have one yellow star. 

 

・言われた色や形の国旗カードを見付け、タッチする。 

☆自信をもって言えている姿を褒める。 

 

・ペアになり、国旗カードの中から HRTが言う国旗を見付けて

取り合う。 

☆取ったカードを言わせ、表現の仕方の確かめをする。 

 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザインを英語で表現する。 

☆数・色・形の順に正しく発音できている姿を認め褒める。 

 

・言われた色や形の国旗カードを見付け、タッチする。 

☆間違えやすい形は表現を言わせ、確かめる。 

 

・ペアになり、国旗カードの中から HRT が言う国旗を見付けて

とりあう。 

☆同時の時はじゃんけんで決める。カードのデザインをゆっくり

言わせ確かめる。 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザインを英語で表現する。 

☆数・色・形の順に正しく発音できているか見届ける。 

 ・CD 

・CD デッキ 

・数字カード 

・色カード 

・形カード 

 

・国旗カード 

（Ａ、Ｃ） 

・国旗カルタ 

・キャップゲー

ム用のキャッ

プ 

27 

 

Activities  

③本時の課題を確認する。 

④HRT のデモを見て活動の流れをつかむ。 
HRT1 : My flag has one red moon and two yellow 

stars. 
HRT2 : This one, OK? 
HRT1 : Yes.  That’s right! 

⑤交流Ⅰ 

・前時に作ったオリジナルフラッグから１つ

選び、数･色･形を友だちに伝える。 

・自分が選んだオリジナルフラッグを友だち

が当てることができたら、教師からスペシ

ャルマークをもらう。 

・出題する児童を代えながら、友だちが作っ

たオリジナルフラッグを、数･色･形の言い

方に気を付けて当ててもらう。 

 

⑥中間の高め合いの場で、目指す姿（＊）を

もう一度確認する。 

⑦交流Ⅱ 

・目指す姿に気を付けて自分が選んだオリジ

ナルフラッグを友だちに当ててもらう。 

 

⑧もらったスペシャルマークで、スペシャル

フラッグを作り、がんばった姿を認め合う。 

 

 
＊“My flag has ～”や、数・色・形の順に気をつけて、聞き手に
伝わりやすい大きさの声で、ジェスチャーやヒントカードを示
しながら話そう。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグの中から１つ選び、そ

のデザインを英語で表現して当ててもらう。 

☆聞き手が分かるように、ジェスチャーや声の大きさを意識して

話せるよう声をかける。 

＜解答者側＞ 

・フラッグを見ないで、出題者が言った英語表現を聞き、前時に

作った全員のオリジナルフラッグの中から合う物を見付ける。 

☆聞き取れないときには繰り返し表現してもらい、数・色・形を

考えさせる。 

 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り、後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認して練習する。 

☆ジェスチャーやヒントカードを示しながらわかりやすく話し

ている姿を褒める。 

 

・これまでにもらったスペシャルマークで、スペシャルフラッグ

を作り、見せ合う。 

 

 
＊聞き手を見ながら、相手に伝わりやすい大きさの声で数・色・
形をていねいに話そう 

＜解答者側＞ 

・フラッグを見ないで、出題者が言った英語表現を聞き、前時に

作った全員のオリジナルフラッグの中から合う物を見付ける。 

☆聞き取れないときには繰り返し表現してもらい、数・色・形を

考えさせる。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグの中から１つ選び、そ

のデザインを英語で表現して当ててもらう。 

☆聞き手が分かるように、ゆっくり分かりやすい大きさの声で話

すよう声をかける。 

 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り、後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認して練習する。 

☆分かりやすい声の大きさで話せている姿を褒める。 

 

 

・これまでにもらったスペシャルマークで、スペシャルフラッグ

を作り、見せ合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一人一人が作

ったオリジナ

ルフラッグ 

・スペシャルマ

ーク 

・スペシャルフ

ラッグ用の台

紙 

5 Comments 

① HRT のコメントを聞く。（各クラス） 

②今日の活動の感想を言う。 

③チェックタイムを行う。（全体） 

HRT : Show me your flag. 

C  : My flag has one red star and one blue 

star. 

Greeting 

HRT : That’s all for today. 

Ｃ : Thank you, Tsuboi sensei.  

 

・数・色・形の順で、分かりやすい大きさの声でジェスチャーを

使って伝えることができました。 

☆“My flag has ～”を使って、数・色・形の順に正しく話せたこ

とを紹介して褒める。 

☆テンポよく聞き手に伝わるように話せたことを褒める。 

 

・大きな声で オリジナルフラッグの色や形をみんなに言うこと

ができました。 

☆聞き手を見て、伝わりやすい大きさの声でていねいに話せたこ

とを認める。 

☆数・色・形の順に気を付けていたことを褒める。 

  

【評価規準】 

・聞き手に伝わる適切

な音量と明瞭な音

声で話すことがで

きる。 

 （表現・適切さ） 

 

（数・色・形の順を意

識して、聞き手に伝

わりやすい声の大

きさで、分かりやす

く話すことができ

る。<Ａ児>） 

 

（聞き手に伝わりや

すい大きさの声で

数・色・形をていね

いに話すことがで

きる。<Ｂ児>） 

 

ともだちにこっきをあててもらおう。 



つくし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 つくし２組教室 
                      指導者：HRT 守屋 栄作・坪井 真紀（１組）  

  
 

１ 単元名 『オリジナルフラッグを作ろう』（図画工作科） 

 
２ 教材観 
（１）題材について 
本単元では、コンテントとして図画工作科に関する内容を扱う。つくし学級の児童は、普段の遊びや「かがやきタイム」といっ

た帯活動の時間を使って、国旗の名前を言ったり、国旗カードを使った遊びをしたりする活動を通して、国旗を目にする機会があ

る。そのおかげで、よく見る国旗の国名を覚え始めてきた。本単元では、国名ではなく、国旗に描かれている、色･形に注目し、

色の配色や模様の形の位置や大きさ、模様の色によって、国旗がデザインされていることに気付き、似ているデザインがあっても

同じ物がないことから、児童一人一人のオリジナルな国旗（フラッグ）をデザインして作っていく単元である。 

本単元で扱う国旗は、児童のよく目にする身近な国のものということではなく、その国旗に描かれている、児童がよく知ってい

る形で、色や数が違うものを扱う。そのため、自分が作ったオリジナルフラッグや、見付けてほしいオリジナルフラッグを友だち

に見付けてもらうためには、伝わりやすい声の大きさで、数や色･形についての情報を正しく伝えることが大切である。児童が好

きなゲーム形式のactivityをいくつか取り扱う中で、楽しみながら、数や色・形の情報を正しく話す方法を身に付けていけるよう

にしていく。その中で、英語では、数や色･形を同時に説明するときには、「数→色→形」の順に説明をすることに気付かせたい。 

 
（２）言語材料について 

本単元の、中心となる英語表現は以下の通りである。 

① 英文 

・オリジナルフラッグの模様を説明するときに使う表現 

≪This flag has～.≫ 

・模様の方向を示す表現 

This way.（ジェスチャーを付けて、縦と横は同じ表現にする） 

・オリジナルフラッグを作るときに使う表現 

 What color do you want? － I want (red).    What shape do you want? － I want (star). 

       How many ( red stars )?  － I want ( two red stars ). 

② 語彙 

・数詞 one, two, three, four, five,・色を表す言葉 red, blue, yellow, green, pink, white 

・形を表す言葉 circle, star, moon, cross 

 

（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「話すこと」の「イ 自分の考えや気持ち、事実など

を聞き手に正しく伝えること。」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 
間違うことを恐れず英語を話す活動に取り組もうとする。 

技
能 

話題 オリジナルフラッグについて 

内容 オリジナルフラッグに使う形や色、数を 

言語材料 数・色・形を問答する言語材料を用いて 

表現の方法 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 

程度 １～２往復程度の英語で話すことができる。 

言語・文化の 

    知識・理解 
数・色・形を理解するには、数→色→形の順に表現することを理解している。 

【評価規準】『５ 単元指導計画』を参照 

 

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。 

 

３ 児童観 
＜４年女子Ａ＞ 

 

全員が作ったオリジナルフラッグから一つを選び、そこに描かれている色の配色や模様の形、模様の数を

伝え、友だちに当ててもらう。 



３ 児童観 

＜４年女子Ａ＞ 

自分の好きな動物や色、１０までの数字を発音することができる。色について発音できるのはred, pink, blueなど３色程

度であるが、聞いた英語を元に７色程度から正しい色を選ぶことは可能である。年度当初は相手に伝わるような声量と発音

でコミュニケーションする段階には至っていなかったが、少しずつ相手を見て、ゆっくりであるが話すことができるように

なってきた。本単元では、表現の能力において、国旗のデザインを伝えるために必要な色と形を正しく覚え、適切な声量で

発音できることを目指したい。その際、数･色･形の順に話すことを意識させて活動させたい。 

＜３年男子Ｂ＞ 

英語活動への意欲が高く、身の回りにある基本的な英単語を元気よく発音することができる。数字においては、１～２０ 

の数字を聞き取り理解したり、ゆっくり発音したりすることができる。色については、light green, brownなど、やや特殊な

色については理解が難しいが、国旗のデザインを表現するための色については概ね発音が可能である。そこで本単元では「聞

き手を意識して話す」ことを目標にし、表現の能力においては、大切なところに強勢をおいて、国旗のデザインを分かりや

すく伝えることを目指したい。また、相手が理解していないようであれば、ゆっくりと言い直したり、数字･色カードを提示

したりするなど、相手を意識して話す姿を目指したい。 

＜３年男子Ｃ＞ 

英語の基本的な表現を覚える力がある。転入した当初は単元の途中から授業に参加したが、１～２０までの数を正確に数

えたり、相手の欲しいものをたずねたりすることができた。コミュニケーション活動にも意欲的に取り組んでいる。覚えた

とおりの表現をそのまま話すことはできるが、聞き手を意識した話し方にはまだ課題が残る。そこで本単元の目標としては、

身に付けた英語を聞き手に分かりやすく伝えるにはどうしたらよいか考えて話すことを目指したい。たとえば、大切なとこ

ろをゆっくり、大きな声で話す、そして数は指でジェスチャーをしたり、色や形はカードを提示して話したりするなど、相

手の立場を考えてコミュニケーションをとる姿勢につなげたい。 

＜２年女子Ｄ＞ 

英語の活動においては、自分の好きな色や１～５の数字をゆっくりではあるが発音ができるようになってきた。難しい表

現については、教師や友だちの後に復唱をさせて発音している。しかし、発音できる英語は限られているため、自分の言い

たいことはカードを選んで指差しながら表現する場面が多い。そこで本単元においては表現の能力においては国旗のデザイ

ンの数字･色･形を元気に発音することを目指したい。３つの情報を伝えることが困難な場合は数字･色･形カードを並べて選

ばせ、教師の後に復唱させるなど、最後までやりきることができるよう支援する。「自分の言った英語で友だちがオリジナ

ルフラッグを当ててくれた。」という達成感を味わわせたい。 
 

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 

本単元では、これまでに学習した数･色･形の表現を使って、オリジナルフラッグを作ったり、友だちが作ったオリジナ

ルフラッグを英語で表現して、当ててもらったりするという設定を取り入れた。友だちに当ててもらうと、ボーナスとし

てスペシャルマークを手にすることができる。これにより、児童の中に「オリジナルフラッグのデザインを上手に説明し

て、それがどれかを友だちに当ててもらいたい。」という気持ちが芽生える。自分が作ったオリジナルフラッグではなく、

他の友だちが作ったオリジナルフラッグからも選択させることで、コミュニケーションにも即興性が生まれる。また、自

分が言ったことを友だちに当ててもらったことで「伝わった」という達成感にもつながる。最後にスペシャルマークでス

ペシャルフラッグを作ることで、自分の頑張りを目で見て確認することもできる。自分たちが作ったオリジナルフラッグ

を使ってコミュニケーションさせることで、自分の話した英語が伝わった達成感や、自分が作ったオリジナルフラッグを

選んで当ててもらえたという喜びをどの児童にも味わわせたい。 

 

（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 

本単元では、本物の国旗や自分が作ったオリジナルフラッグについて、数･色･形の３つを英語で表現する。これらの表

現を用いることで、今後自分が友だちに説明するときには、名前だけでなく外見の色や形などの特徴を具体的に表現し、

相手に理解してもらいやすくなる。また、オリジナルフラッグを作る活動では、自分の好きな色と形を組み合わせ、自分

だけの模様を考える。お気に入りの模様を頭の中にイメージし、様々な色と形で組み合わせながら表現することは、図画

工作科の観点においても、児童のより豊かな想像力をはぐくむ活動になると考える。 

 

（３）定着を図るための手立て 

  毎時間、授業の初めに本単元で取り扱う色と形の歌を歌う。繰り返しジェスチャーを使いながら歌うことで、基本的な

色や形の定着につなげる。また、タッチゲームやカルタ、キャップゲームなどを取り入れ、数･色･形をつなげて正しく聞

き取ったり、模様を正しく発音したりできるようにつなげる。個々の児童が自分の目指す姿を明確にするため、活動の前

に一人一人の目標を確認する。そして活動の合間に中間の高め合いの場を設け、教師から児童に対してできていることと

今後の課題を伝える。これにより、児童の目指す姿を明確にさせ、学習内容の定着につなげる。 
 



５ 単元指導計画 

つくし １０・１１月「オリジナルフラッグをつくろう」（図画工作科）単元指導計画 （全６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: 間違うことを恐れず、英語を積極

的に話している。 

正確さ: 国旗やオリジナルフラッグを構成する数、
色、形についての情報を正しく問答することができ
る。 

正確さ:  言語についての知識：数・色・形を伝えるには、数→色→
形の順に表現することを理解している。 

コミュニケーションへの継続:  適切さ: 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で
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 
 
 【導入】                   【中盤】                                    【終末】 
  
 

過去の指導との関連 
【題材について】 

前年度つくし 9・10月「オ
リジナルフラッグを作ろう」
で国旗を扱う。 

 

【言語材料について】 

前年度つくし 5・6 月「い
くつかな？」で、数と色とに
ついて扱う。 

 

【活動のタイプについて】 

つくし７・９月「はたらく
ひとびと」でDialog 形式で活
動する。 

 中心となる指導事項  
 

話すこと［やり取り］イ 

日常生活に関する身近で簡単
な事柄について、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伝え合うこ
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 

 

間違うことを恐れず、英語を積極的に話している。 

基本となる言語材料 
・My flag has ～ 

・this way 

・色を表す名詞 

red, , green, blue,  

yellow, pink, white 

・形を表す名詞 

circle, star, moon, cross 

・数を表す名詞 

one, two, three, four, five 

 今後の指導への発展 

【題材について】 

次年度つくし 9･10月「オリジナルフ
ラッグをつくろう」で国旗を扱う。 

 

 

【言語材料について】 

次年度つくし 5・6月「いくつかな」
で数と色について指導する。 

 

【活動のタイプについて】 

つくし 11・12月「おいしいスープ
を作ろう」で、Dialog 形式で活動す
る 

技
能 

話題 オリジナルフラッグについて 

内容 オリジナルフラッグに使う形や色、数を 
言語材料 数・色・形を問答する言語材料を用いて 
表現の方法 聞き手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 
程度 １～２往復程度の英語で問答することができる。 

言語・文化の知識・理解 数・色・形を理解するには、数→色→形の順に表現
することを理解している。 

題材と伝え合う内容 
・色や形の表現 
・自分が考えた国旗の説明 

終末の活動の工夫   (dialog 形式) 
・オリジナルフラッグを選び、友だちにデザインを説明して当ててもらうこと
でやる気につなげ、活動を活発にする。 

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 

ねらい：色や形の英語を聞き当てはまる

国旗を探すことを通して、国旗を構成す

る数・色・形についての情報を正しく聞

くことができる。 

課題 

どのこっきかな？あててみよう。 
 

活動の概要 

・ “color song”を歌う。 
・国旗の本をみて、いろいろな形や色

があることを知る。 

・色探しゲームをする。 
・形探しゲームをする。 

・色と形からどの国の国旗か、カード

ゲームを通して当てる。 
 

評価規準 

・間違うことを恐れず、英語を話す活動

に取り組もうとする。（関心・取組） 

第２時 

ねらい：色・形・しまの方向の表現
を聞き、当てはまる国旗を探すこと
を通して、間違うことを恐れず取り組
んだり、聞き取れない時や理解できない
時に“One more time, please.”等で繰
り返しを求めたりできる。 

課題 

どのこっきかな？あててみよう。 

活動の概要 
・“color song”を歌う。 

・Small Activity① 

色探しゲームをする。 
・Small Activity② 

形探しゲームをする。 

・色・形・しまの方向から、どこの
国の国旗か、カードゲームを通し

て当てる。 

評価規準 

・間違うことを恐れず、英語を話す活動

に取り組もうとする。（関心・取組） 

 

第３・４時 
ねらい：カードゲーム（ばばぬき）を楽しむ
ことを通して、国旗を構成する情報を正し
く伝えたり、数・色・形を説明するには数
→色→形の順に表現したりすることが分か
る。 
課題  

 
            

活動の概要 
・“color song”を歌う。 

・Small Activity 

タッチゲームをする。（色、形） 

・色・形（複数）をいわれたカードがどこの国の国旗

か、カードゲームを通して当てる。 

・3時間目は教師が言ってとる。 

・4 時間目はばばぬきをして、児童がとってほしいカ

ードを言ってもらう。 

・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 

・国旗やオリジナルフラッグを構成する数、色、形に

ついての情報を正しく問答することができる。 

（表現・正確さ） 

・数・色・形を理解するには、数→色→形の順に

表現することが分かる。（言語・知識） 

第５時 

ねらい：自分だけのオリジナル 
フラッグを作ることを通して、 
間違うことを恐れず、英語を話し 
たり、聞き手に伝わる明瞭な音声 
で話したりすることができる。 
課題  
オリジナルフラッグを作ろう            

活動の概要 
・“color song”を歌う。 
・Small Activity 
タッチゲームをする。（色と形） 
・決まった形と色を使って、自
分だけのオリジナルフラッ
グを作る。 

・どの色と形を使っているかを
説明する。 

評価規準 
・間違うことを恐れず、英語を話
す活動に取り組もうとする。 

  （関心・取組） 

・聞き手に伝わる適切な音量と明 
瞭な音声で話すことができる。 
        （表現・適切さ） 

→ 
→ 

→ 
→ 

第６時（本時） 

ねらい：自分が選んだオリジナルフ
ラッグのデザインを仲間に伝え
る活動を通して、聞き手に伝わる
適切な音量と明瞭な音声でフラ
ッグの数･色･形を話すことがで
きる 

課題  
なかまにこっきをあててもらおう 

活動の概要 

・“color song”を歌う。 
・Small Activity 
タッチゲームをする。（色と形） 

・キャップゲームをして、基本的
な数･色・形を発音する。 

・自分の選んだオリジナルフラッ
グのデザインを言って、当てて
もらう。 

・言語の知識を計るためのチャレ
ンジクイズを行う。 

評価規準 
・聞き手に伝わる適切な音量と明瞭 
な音声で話すことができる。 
        （表現・適切さ） 
・数・色・形を伝えるには、数→色
→形の順に表現することを理解
している。  （言語・知識） 

どのこっきかな？ほしいこっきをさがそう。 



６ 本時のねらい  自分が選んだオリジナルフラッグのデザインを仲間に伝える活動を通して、聞き手に伝わる適切な音量（元気な声）と明瞭な音声（ゆっくり強調）でフラッグの数･色･形を話すことができる。 

７ 本時の展開（６／６） 

時 児童の学習活動 
予想される児童の活動 及び ☆教師の指導・援助 

評価 補助教材等 
４年Ａ児 ３年Ｂ児 ３年Ｃ児 ２年Ｄ児 

３ Greeting   

・挨拶をして、歌を歌う。 

♪ “color song” “shape song”  

Let’s sing a song. 

・OK (Hands up.) 

 

☆近くで振付したり歌ったりする。 

・OK (Hands up.) 

 

☆近くで振付したり歌ったりする。 

・OK (Hands up.) 

 

☆近くで振付したり歌ったりする。 

・OK (Hands up.) 

 

☆近くで振付したり歌ったりする。 

  

10 Small activities   

① 国旗カード（A,C）のタッチゲーム

をし、色･形に慣れる。 

・ALTが言う色や形を、国旗カードから探

してタッチをする。 

HRT : Touch the red.  Touch the star.   

Touch the red star.   

・国旗カードのカルタゲームをする。 

② キャップゲームをし、キャップに描

かれた色や形の表現に慣れ親しむ。 

・デザインが描かれたペットボトルのキャ

ップを３つずつランダムに選び、並べる。 
HRT : Today’s lucky cap is yellow star. 

Do you have yellow star? 

C   : Yes.  I have one yellow star. 

 

・聞こえた色や形に注意して国旗カードを選

んでタッチする。 

☆正しい国旗カードを選べていることを褒め

る。 

 

 

・他の児童とペアになり、いくつかの国旗カ

ードの中から HRT が言う国旗を選んでタ

ッチする。 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザイン

を英語で言う。 

☆選んだキャップのデザインを数・色・形の

順に正しく発音できているかを見届ける。 

 

・聞こえた色や形に注意して国旗カードを選

んでタッチする。 

☆正しい国旗カードを素早く選べていること

を褒める。 

 

 

・他の児童とペアになり、いくつかの国旗カ

ードの中から HRT が言う国旗を選んでタ

ッチする。 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザイン

を英語で言う。 

☆I have を用いて選んだキャップのデザイン

を数・色・形の順に正しく発音できている

かを見届ける。 

 

・聞こえた色や形に注意して国旗カードを選

んでタッチする。 

☆正しい国旗カードを素早く選べていること

を褒める。 

 

 

・教師とペアになり、いくつかの国旗カード

の中からHRTが言う国旗を選んでタッチす

る。 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザイン

を英語で言う。 

☆I have を用いて選んだキャップのデザイン

を数・色・形の順に正しく発音できている

かを見届ける。 

 

・聞こえた色や形に注意して国旗カードを

選んでタッチする。 

☆難しいようであれば、教師が３枚程度に

選択肢を絞り、色・形カードをヒントと

して与えながら選ばせる。 

 

・いくつかの国旗カードの中から、HRTが

言う国旗を選んでタッチする。 

☆色･形カードを見せながら、正しい国旗

を選ぶ手がかりにさせる。 

・選んだ３つのキャップに描かれたデザイ

ンを英語で言う。 

☆難しい色や形は教師の後に復唱させな

がら、選んだキャップのデザインを発音

する。 

 ・CD 

・CDデッキ 

・数字カード 

・色カード 

・形カード 

 

・国旗カード 

（Ａ，Ｃ） 

・国旗カルタ 

 

・キャップゲー

ム用のペット

ボトルキャッ

プ 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities 

③ 本時の課題を確認する。 

④ HRT のデモを見て活動の流れをつ

かむ。 

HRT1   : My flag has one red moon and two 

yellow stars. 

HRT2   : This one, OK? 

HRT1   : Yes.  That’s right! 

⑤ 交流Ⅰ 

・あらかじめ作っておいたオリジナルフラ

ッグから１つ選び、数･色･形を友だちに

伝える。 

・自分が選んだオリジナルフラッグを友だ

ちが当てることができたら、教師からス

ペシャルマークをもらう。 

・出題する児童を代えながら、友だちが作

ったオリジナルフラッグを、数･色･形の

言い方に気を付けて当ててもらう。 

⑥ 中間の高め合いの場で、目指す姿

（＊）をもう一度確認する。 

⑦ 交流Ⅱ 

・目指す姿に気を付けて、自分が選んだオ

リジナルフラッグを友だちに当ててもら

う。 

⑧ もらったスペシャルマークでスペ

シャルフラッグを作り、がんばった

姿を認め合う。 

 

 

＊国旗のデザインを数･色･形の順に、聞き手

が聞こえる元気な声で話そう。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグの

中から１つ選び、デザインを英語で言う。 

☆数･色･形の発音や順番が理解しにくい場合

は、教師がヒントとして色･形カードを指差

し、それを手がかりに発音させる。 

＜解答者側＞ 

・友だちの英語を聞きながら、どのオリジナ

ルフラッグのデザインについて説明してい

るのかを当てる。 

☆黒板に貼ってあるオリジナルフラッグの見

本を手がかりに、友だちの英語を聞くよう

アドバイスする。 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認し練習する。 

☆数･色･形の順に注意して言えていることを

褒める。 

・これまでにもらったスペシャルマークで、

スペシャルフラッグを作り、見せ合う。 

 

 

＊国旗のデザインを数･色･形の順にゆっくり強

調して伝えよう。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグの

中から１つ選び、デザインを英語で言う。 

☆出題するときには、聞き手が分かるように、

ゆっくり明瞭な音声で話すよう伝える。 

 

＜解答者側＞ 

・友だちの英語を聞きながら、どのオリジナ

ルフラッグのデザインについて説明してい

るのかを当てる。 

☆黒板に貼ってあるオリジナルフラッグの見

本を手がかりに、友だちの英語を聞くよう

アドバイスする。 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認し練習する。 

☆数･色･形の順にゆっくり強調して言えてい

ることを褒める。 

・これまでにもらったスペシャルマークで、

スペシャルフラッグを作り、見せ合う。 

 

 

＊ジェスチャーや色･形カードを使い、数･色･形

の部分をゆっくり強調して伝えよう。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグの

中から１つ選び、デザインを英語で言う。 

☆数・色･形の部分は指でジェスチャーした

り、色･形カードを使ったりしながらはっき

り伝える。 

＜解答者側＞ 

・友だちの英語を聞きながら、どのオリジナ

ルフラッグのデザインについて説明してい

るのかを当てる。 

☆黒板に貼ってあるオリジナルフラッグの見

本を手がかりに、友だちの英語を聞くよう

アドバイスする。 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認し練習する。 

☆ジェスチャーや色･形カードを提示しなが

ら数･色･形の順に言えていることを褒め

る。 

・これまでにもらったスペシャルマークで、

スペシャルフラッグを作り、見せ合う。 

 

＊国旗のデザインの数･色･形を元気な声で

言おう。 

＜出題者側＞ 

・前時に作った全員のオリジナルフラッグ

の中から１つ選び、デザインを英語で言

う。 

☆数･色･形は必要に応じて数字・色･形カ

ードを用いたり、教師の指さしや発音を

ヒントにしたりして表現させる。 

＜解答者側＞ 

・友だちの英語を聞きながら、どのオリジ

ナルフラッグのデザインについて説明

しているのかを当てる。 

☆ヒントカードや教師の助言を聞きなが

ら、数･色･形のイメージにつなげる。 

【中間の高め合いの場】 

＊仲間のよさを知り後半の活動に生かす。 

・定着していない英語表現を確認し練習す

る。 

☆数･色･形を元気な声で言えていること

を褒める。 

・これまでにもらったスペシャルマーク

で、スペシャルフラッグを作り、見せ合

う。 

 

 

 

 

 

 

・一人ひとり

が作ったオ

リジナルフ

ラッグ 

・スペシャル

マーク 

 

 

 

5 Comments 

⑨ HRTのコメントを聞く。（各クラス） 

⑩ 今日の活動の感想を言う。 

⑪ チェックタイムを行う。（全体） 

HRT: Show me your flag. 

 C  : My flag has one red star and one blue star. 

Greeting  

HRT  : That’s all for today. 

C     : Thank you., Moriya sensei. 

・数･色･形の順で、みんなに聞こえる元気な

声で国旗のデザインを伝えることができま

した。 

 

☆大きな声で国旗のデザインを伝えることが

できたことを褒める。 

☆数･色･形の順で伝えることができたことを

褒める。 

・数・色・形の部分をゆっくり強調して分か

りやすく伝えることができました。 

 

☆大きな声でゆっくり強調しながら、国旗の

デザインを伝えることができたことを褒め

る。 

☆数･色･形の順で伝えることができたことを

褒める。 

・ジェスチャーや色･形カードを入れながら

数･色･形の部分をゆっくり強調して伝える

ことができました。 

☆大きな声でゆっくり強調しながら、国旗の

デザインを伝えることができたことを褒め

る。 

☆ジェスチャーを取り入れながら話ができた

ことを褒める。 

・国旗のデザインの数･色･形を大きな 

声で言うことができました。 

 

☆数字･色･形カードを使いながら自分の

力で言えたことを褒める。 

☆分からない表現は、教師の後に復唱して

言えたことを褒める。 

  

 

【評価規準】 

・聞き手に伝わる適切な音量と

明瞭な音声で話すことができ

る。（表現・適切さ） 

 

（数･色・形の順に聞き手が聞き

取れる大きな声で話すことが

できる＜Ａ児＞） 

 

（数･色･形の順を意識して、ゆ

っくり強調して話すことがで

きる。＜Ｂ児＞） 

 

（相手に伝わるようにジェスチ

ャーや色･形カードを使いな

がらゆっくり強調して話すこ

とができる。＜Ｃ児＞） 

 

（ヒントカードを手がかりに

数･色･形を大きな声で話すこ

とができる。＜Ｄ児＞） 

（表現・適切さ） 

 

ともだちにこっきをあててもらおう。 



第１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１学年１組教室 

                             指導者：HRT 三原 照美 

１ 単元名 『かたちであそぼう』（算数科） 
 

２ 教材観 

（１） 題材について 

 本単元では、コンテントとして算数科に関する内容を扱う。第１学年の算数科「C図形」の学習では、具体物を用い

た活動等を通して、図形についての理解の基礎となる経験を重ね、図形についての感覚を豊かにすることを目標とし

ている。これを受けて「いろいろなかたち」の単元で、身のまわりにあるものの形について、身のまわりの立体の面

の形に着目し、観察したり、面の形を写し取って絵を描いたり、形を組み合わせて具体物を作ったりする活動を通し

て、ものの形を認めたり特徴をとらえたりする学習を行う。 

児童はこれまで、図画工作科ですきな形を画用紙に描いたり、折り紙を切って七夕の飾りを作ったりする活動を行

った。そのとき、「ここは星形にしよう。」「紙を折って切ったらハートみたいな形になった。」と様々な形に興味

をもち、意欲的に活動することができた。また、積み木や粘土で作ったものを組み合わせて、動物や建物を作ったと

きも、形を組み合わせると新しい形ができることに喜びを感じ、教師や友だちに「家になった。」「大きい木ができ

た。」と嬉しそうに報告する姿が見られた。 

 本単元では、算数科の学習に関連して、算数科で学習する正方形、長方形、三角形、円にひし形、星形、ハート形

を加え、児童の形への関心をさらに高め、形についての知識を深め、いろいろな形の名前を英語でも言ってみたい、

形を組み合わせて好きな絵を完成させたいという意欲をもたせたいと考えた。 

 また、自分のしたことや作ったものを人に見せて、認めてもらいたいという意識の強いこの時期の児童の特徴を踏

まえ、単元の終末に作った絵をお互い見せ合う活動を取り入れる。それによって、友だちに見せるためにいい絵を完

成させたい、そのためには自分の欲しい形をやりとりしなければならないという意識が働き、正しい英語表現を進ん

で使うことができると考えた。 

 

（２）言語材料について 

表現 【何の絵かを問答する表現】・What’s this?  ・This is (house)? 

【形カードのやりとりに使う表現】・What shape (do you want) ?  ・(Circle), please.  ・Here you are.  ・Thank you. 

【聞き手が理解しているか確認する表現】・(Circle), OK? 

語彙 【形を表す名詞】・circle, triangle, square, rectangle, heart, diamond, star 

 

（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の「話すこと」の「ア 基本的な表現を用いて指示、依頼をしたり、

それらに応じたりすることができるようにする。」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 
“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解しているが確認しながら積極的に話している。 

技
能 

話題 様々な形について 

内容 形の名称や形を組み合わせて作った絵を 

言語材料 欲しい形をもらったり、絵を伝え合ったりする英語表現を用いるとともに 

表現・理解の方法 相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 

程度 ５語前後、１～２往復程度の英語で問答することができる。 

言語・文化の知識・理解 形の名前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。 

 

 
自分が集めた形のカードを組み合わせて完成させた絵を見せ合い、何の形かを尋ね合う活動を行う。 



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児童が多い。これまでの学習では、玉入

れゲームをしてボールの数を数え合ったり、色のシールをやりとりしたりする活動をしてきた。その中で、新しく学

習する英語表現を積極的に使って会話をしようとする態度が見られるようになった。また、自分の思いを相手に正し

く伝えるために聞き取りやすい声ではっきり話そうとする姿や、理解できなかったときに、“One more time, please.”等と

言って、言い直しを求める姿が見られるようになり、正しく伝えたい、正しく聞き取りたいという意欲が高まってき

た。 

しかし、早く多く会話をしたいと思うあまり、相手を見ないで会話をしたり、無表情で話したりする姿が見られる

ようになってきた。また、欲しい色のシールをやり取りするとき、“Red, please” と言われて、本当に赤でいいか確かめ

たいときにどうしたらいいかわからず、表情を使ったり、「赤でいい？」等と尋ねたりすることがあった。 

そこで本単元では、形のカードをやりとりする活動とできあがった絵を見せて何に見えるかを尋ね合う活動を設定

し、相手の欲しい形のカードを正しく渡せるように“(Circle), OK?”と確認しながら話したりすること、相手をリラック

スさせるために笑顔で話すことを目標とした。そうすることで、聞き手が自分の話の内容を理解したかどうか確認し

ながら話そうとする態度や、笑顔を見せながら話す態度が身に付くと考えた。 
 

（２）外国語表現の能力に関わって 

児童はこれまでに“How many (balls) ?” “What food (do you like)?” “Where do you live?”という疑問文に触れてきている。

何度も同じ表現を繰り返し使う中で正しい英語表現を身に付けたり、適切な音量と明確な音声で話したりすることが

できるようになった児童が多い。しかし、英語表現がよく分からないという不安から、声が小さくなってしまう児童

がいた。また、ボールやシールという現物があるために、正しい英語表現を使わなくても、適切な音量や明瞭な音声

で話さなくても話の内容が伝わってしまい、会話がいい加減になってしまうということもあった。 

 そこで本単元では、形の名前を正しく伝えて自分の欲しい形カードをもらうという場と、できた絵を見せながら何

の絵であるかを伝える場を設定し、正しく話す必然性、適切な音量と明瞭な音声で話す必然性をもたせ、欲しい形の

名前や、自分が何の絵を作ったかを正しく明瞭に話す力を付けることをねらう。 
 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 

 本単元では、形の名前と欲しい形を尋ね合う表現、できた絵が何に見えるかを尋ね合う表現を学習する。扱う言語

材料の数が多くなるので確実に定着させたい。そのために、単位時間の初めに歌を歌ったり、形ゲームを取り入れた

りすることや、児童の様子を見て、正しい表現を練習する活動をその都度取り入れていく。 

 

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 

 形カードをもらって組み合わせて絵を描く活動と、その絵を見せて何に見えるかクイズを出し合う活動を仕組み、

描きたい絵を完成させるために自分の欲しい形を正しく伝えなければならない、相手の欲しい形を渡すために正しく

聞き取らなくてはならないという必然性、クイズの答えが正しいかどうか判断するために相手の話を正しく聞き取ら

なくてはならないという必然性をもたせた。 
 

（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 

形カードをやりとりすることで、算数科で学習した形の他にもいろいろな形があり、それぞれ英語でも名前が付い

ていることを理解することができる。また、もらった形カードで絵を作り、それを交流することで形を組み合わせた

り、向きを変えたりすると新しい形ができることや、それぞれの形の特徴をより理解することができると考える。 

このことから、できた絵を見せながら何に見えるかと考え、伝え合うことは価値があると考える。 
 

（３）定着を図るための手立て 

 第１時でHRTとALTが単元の出口の活動のモデルを示し、形の名前に対する関心や、自分もいろいろな形のカード

を集めてクイズを出したいという意欲をもたせる。また、クイズを出しながら形の名前を英語で言ったり、児童に問

いかけたりして、形の英語名を理解させていく。第２時以降は、授業の導入でHRTとALTによるモデルスキットを示

し、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、扱う言語材料は“What shape do you want?” “What’s this?”という同じものにして定着を図る。 

 また、指導援助として、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く。 



 

５ 単元指導計画 

 

 第１学年 11月「かたちであそぼう」（算数科） 単元指導計画【全４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】 

年少 ６月 形を扱う。 

 

【言語材料について】 

１年 ６・７月「なにいろ

にしようかな」で What ～?

について指導する。 

 

【活動のタイプについて】 

１年 ６月「いくつかな」

で Dialog 形式で活動する。 

 中心となる指導事項 

 

話すこと〔やり取り〕ア 
 基本的な表現を用いて指示、依頼を

したり、それらに応じたりすることが

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 

“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解しているが確認しながら積極的に
話している。 

基本となる言語材料 

・What's this?  ・It’s a (house). 
・What shape (do you want)? 

・(Circle), please.  ・(Circle), OK? 

・Here you are. ・Thank you. 
・circle, triangle, square, rectangle, heart 

  diamond, star 

 今後の指導への発展 

【題材について】 

２年 ７・９月「かたちづくり」

で形を扱う。 
 

【言語材料について】 

２年 １２月「クリスマスツリ

ーをつくろう」で、“What color do 

you want?”について指導する。 
 

【活動のタイプについて】 

１年 ３月「インタビュービン

ゴ」Dialog 形式で活動する。 

技

能 

話題 様々な形について 

内容 形の名称や形を組み合わせて作った絵を 

言語材料 欲しい形をもらったり、絵を伝え合ったりする英語表現を用いるとともに 

表現・理解の方法 相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話しながら 

程度 ５語前後、１～２往復程度の英語で問答することができる。 

言語･文化の知識・理解 形の名前について問答する言語材料を正しく理解している。 

題材と伝え合う内容 

・形の名称 

終末の活動の工夫（Dialog 形式） 

・形を組み合わせて絵を完成させるという目的をもたせ、様々な色の形を集めるという必然性をもた

せた。 

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 

（エ）考えや意図を伝える ・意見を言う 
 
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：“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解し

ているか確認しながら積極的に話している。 

正確さ：形の名前について問答することができる。  正確さ：  

 

言語についての知識：形の名前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：相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話すことが 

できる。 

適切さ：  

 

文化についての理解：  

 
本単元の指導の概要 

 【導入】                   【中盤】                                      【終末】 
 

第１時 

ねらい：ALTと HLTのやりとりを聞く活動を通し

て、形の名前について問答する言語材料を正しく

理解し、形の名前について問答することができる。 
 

課題 

 

活動の概要 

・Small Activity:どの動物か尋ね合う。 

・絵カードを見て、ALT の後について形の名前を

英語で言う。（circle, triangle, square, rectangleの

４種類） 

・歌“Candies”を身体で形を作りながら歌う。 

・絵を見てどんな形か答える。 

 “What’s this?” ― “Triangle.” “Circle and rectangle.” 

・ALTと HRTのやり取りを聞いて、活動の方法を

理解し、課題を知る。 

・できあがった絵は何かを答える。 

・絵カードを見て、形の名前の言い方を確認する。 

・表現の正確さを計るためのチェックタイムを行う。 

ALT の話を聞いて、形の名前について問答する

英語表現はどれか選ぶ。 
 

評価規準 

・形の名前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） 

・形の名前について問答することができる。 
           （表現・正確さ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２時 

ねらい：自分の欲しい形をもらったり、絵を伝え
あったりする活動を通して、“OK?”等の表現
を用い、聞き手が理解しているか確認しながら
積極的に話すとともに、形の名前について問答
することができる。 

 

課題 
 
 

活動の概要 

・Small Activity:形のタッチゲームを行う。 

・身体で形を作りながら"Candies"を歌う。 

・カードを見て形の名前を練習する。（circle, 

triangle, square, rectangleの４種類） 

・ALTが言った形をワークシートに描く。 

・ALTと HRTのやり取りを聞いて、活動の方法
を理解し、課題を設定する。 

・４種類の形の中から欲しい形をもらう。 

  "What shape (do you want)?" ― " (Star), please." 

・役割を交代しながら、形カードを渡したりもら
ったりする。 

・もらった形カードを組み合わせて、絵を作る。 

・できた絵をペア、グループで見せ合う。 

・表現の正確さを計るためのチェックタイムを行う。 
ALT に欲しい形を尋ね、正しく発話できたか
自己評価をする。 

  
評価規準 

・形の名前について問答することができる。 

            （表現・正確さ） 

・“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解してい 

るか確認しながら積極的に話している。 

               （関心・取組） 

第３時 

ねらい：自分の欲しい形をもらったり、できた絵
を交流したりする活動を通して、“OK?”等の表
現を用い、聞き手が理解しているか確認しなが
ら、相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で、形
の名前について積極的に問答することができる。 

 

課題  

 

 

活動の概要 

・Small Activity:形のカルタ取りを行う。 

・身体で形を作りながら"Candies"を歌う。 

・形カードを見て形の名前の言い方に慣れる。 

(circle, triangle, square, rectangle, heart, diamond,  

star の７種類） 

・ALTと HRTのやり取りを聞いて、活動の方法

を理解し、課題を知る。 

・７種類の形の中から欲しい形をもらう。 

・もらった形を並べて絵を完成させる。 

・できた絵が何に見えるかペアで交流する。

"What's this?” ― " It's a (dog)." 
 

評価規準 

・相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話すこ

とができる。       （表現・適切さ） 

・“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解してい 

るか確認しながら積極的に話している。 

               （関心・取組） 

 

 
 

第４時 

ねらい：できた絵を交流する活動を通して、形の名前に

ついて問答する言語材料を正しく理解するとともに、

“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解しているか確認

しながら、相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で、で

きあがった絵について問答することができる。 

 

課題 

 

活動の概要 

・Small Activity:形のカルタ取りを行う。 

・身体で形を作りながら"Candies"を歌う。 

・ALTと HRTのやり取りを聞いて、活動の方法を理解

し、課題を知る。 

・クイズの出し方を練習する。 

・完成した絵を見せ合い、何に見えるかクイズを出し合う。 

  "What's this?” ― " It's a (dog)." 

・言語の知識を計るためのチャレンジクイズを行う。 

ALTに言われた形を選ぶ。欲しい色を尋ねる英語表

現を選ぶ。 
 

評価規準 

・“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解しているか確

認しながら積極的に話している。  （関心・取組） 

・相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話すことがで

きる。                （表現・適切さ） 

・形の名前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） 

 

 

どんなかたちができるかな。 
かたちをもらって、えをかこう！ 

かたちをもらって、えをかいてともだち

にみてもらおう！ できたえをみせあって、クイズをだしあおう！ 



６ 本時のねらい   

自分の欲しい形をもらったり、できた絵を交流したりする活動を通して、“OK?”等の表現を用い、聞き手が理解しているか確認しながら、相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で、形の名前に 

ついて正しく積極的に問答することができる。 

７ 本時の展開（３／４） 

時 児童の学習活動 指導・援助（○）と留意点（・） 補助教材等 

１ Greeting ・あいさつをする 児童とともに挨拶をする。  

３ 
Small activities 

・形のカルタ取りゲームを行う。 

○初めに教師対児童で話し方の練習をする。  

○児童の様子を見て、正しい形を取れていない児童に助言をする。 

 

 

５ 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

５ 

 

Activities 

① 身体で形を作りながら“Candies”を歌う。 

② 形のカードを見て形の英語名を確認し、言い方に慣れる。 

③ HRTのモデルを見て、活動の内容を理解し、課題を設定する。 

 

 

④ 本時大切にしたい姿を確認する。 

 

 

 

 

⑤ 絵の例を見ながら、自分はどんな絵を作りたいか考える。 

⑥ customerと shop keeperの２つに分かれて、欲しい形カードのやりとりをする。（前半①） 

 

 

 

 

 

⑦ 中間の高め合いの場１で、定着していない英語表現を確認して練習したり、目指す姿を確認した

りする。 

⑧ 高め合いの場で確認したことを生かして、前半②の活動を行う。 

⑨ customerと shop keeperの役割を交替し、後半①の活動をする。 

⑩ 中間の高め合いの場２で、目指す姿をもう一度確認し、よい姿を交流する。 

⑪ 後半②の活動を続ける。 

 

⑫ もらった形を並べて絵を作り、ペアで交流する。 

 

 

○児童とともに歌を歌う。 

 

○HRTが shop keeper(C2)の立場、児童が customer(C1)の立場で対話をし、話し方の手本

を示す。 

・笑顔や目を見ることを意識し、OK?と言って確かめながら、適切な音量と明瞭な音声
で話す。 

○よい例とよくない例を示し、話し方のポイントを確認する。なぜその話し方がいいの

かを考えさせ、適切な音量と明瞭な音声で話すよさや、OK?と確かめることの大切さ
を実感させる。 

 

○作りたい絵を想像しやすいように、何種類かの絵の例を提示する。 

○児童の活動の様子を見て、英語表現が使えているかを確認したり、話し方の手本を 

示したりする。 

○児童の活動の様子を見て、話し方のポイントとなる姿を示すことができているかを
確認し、評価する。 

【中間の高め合いの場１】 

○話し方のポイントを再度確認し、聞きやすい大きさの声で話したり、はっきりと話し
たりしている児童の姿を紹介して広める。 

○児童に難しいことや困っていることを尋ね、定着していない英語表現をもう一度練

習する。 

 

【中間の高め合いの場２】 

○話し方のポイントを意識して話している児童をモデルにし、よい姿を全体に広める。 
 

○できた絵の英語表現が分からない児童に教えたり、むずかしいときには It’s＋日本語

でもいいと助言したりする。 

 

 

 

 

 

 

・CD 

・形カード（掲示用） 

 

 

 

 

・話し方のポイントの 

掲示 

 

 

 

・形カード（児童用） 

５ Comments 

○本時の振り返りをする。 

「大きい声ではっきり話したから、欲しい形がもらえたのでよかったです。」「OK?と確かめながら相

手の欲しいカードを渡すことができて嬉しかったです。」「できた絵を友だちに見てもらって、楽しか

ったです。」 

・伝わりやすい適切な音量と明瞭な音声で話していた姿や、OK?等を使って聞き手に確

かめながら積極的に話していた姿を紹介し、価値付ける。 

・できた絵を使って学級の友だちにクイズを出そうと呼びかけ、次時の意欲をもたせ

る。 

・コメントカード 

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

かたちカードをもらってえをかいて、ともだちにみてもらおう。 

話し方のポイント 

・相手が聞きやすい大きさの声で、はっきりと話そう。 

・OK?とたしかめながら話そう。 

 

C1: Hello.         C2: Hello. What shape （do you want）? 

C1: Circle, please.     C2: Circle, OK?  

C1: OK.                 C2: Here you are. 

C1: Thank you.           C2: See you. 

【評価規準】 

・相手に伝わる適切な音量と明瞭な音声で話すことができる。 （表現・適切さ） 

・OK?等の表現を用い、聞き手が理解しているか確認しながら積極的に話してい

る。                           （関心・取組） 

 

C1: What’s this?  Can you guess?    C2: It’s a house. 

C1: House, OK?                   C2: OK.  

C1: That’s right.                    C2: Thank you.           



第２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２学年１組教室 

指導者：HRT 松本 未央  ALT 大坂 浩子 

 

１ 単元名 『おいしいスープをつくろう』〔学級活動・生活科〕 
 
２ 教材観 
 （１）題材について 
  本単元では、コンテントとして学級活動、生活科に関わる内容を扱う。児童は、幼稚園、保育園で
食育を受け、赤色、緑色、黄色の食べ物についての知識を多少はもっている｡給食には、赤色、緑色、
黄色の食べ物がバランスよく入っていて、どの食材も食べなければならないことも知っている。しか
し、児童の中には、好き嫌いが多く、特に野菜は口に入れることすら抵抗があり､あまり食べない児童
もいる。そんな児童が、自分が嫌いな食べ物でも、料理の味をおいしくし、体のためになるというこ
とを知ることで、少しでも食べてみようと思って欲しいと考えて、単元を設定した。 

    本単元では、What food do you want?  I want (carrots).等の表現を使って色々な食材の中から買
い物をし､楽しみながら体によいスープを作る活動を通して、好き嫌いなく食べることの大切さに気
付かせたいと考えた。 

 （２）言語材料について 
  本単元の中心となる英語表現は以下の通りである。 
  表現 ・What food do you want?   I want (carrots). 
     ・What’s in the soup? 
        ・Nice soup!  It’s healthy. 
   
   語彙 ・赤色の食べ物の名詞 meat, fish, egg, ham, sausage, bean, tofu, shrimp 
        ・緑色の食べ物の名詞  tomato, carrot, cabbage daikon radish, onion, pumpkin, eggplant, 

broccoli,  
        ・黄色の食べ物の名詞 pasta, potato, sweet potato, corn 

・スープの種類    miso soup, consommé soup, curry soup, tomato soup 
 

（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「ア ゆっく
りはっきりと話されれば、自分のことや身近で簡単な事柄について簡単な語句や基本的な表現を聞き
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 

うなずいたり、“OK.”等の表現を用いたりして、理解していることを示
しながら積極的に聞こうとしている。 

技能 

話題 おいしいスープについて 

内容 どんな食材が欲しいかを 

言語材料 スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料を用いて 

表現・理解の方法 話の内容のポイントを繰り返すことで、理解していることを伝えながら 

程度 
ゆっくりはっきりと話される２～３文程度の英語を正しく聞くことがで
きる。 

言語・文化の知識・理解 
スープ作りに必要な食材等を問答す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】 
おいしくて体によいスープを作るために、店側と客側に分かれて、３つの色の食材がバランスよ

く組み合わせられるように考えながら、食材を買う活動を行う。 

 
 



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 

   「はにいいものなあに？」の学習で、カードで示す食べ物や飲み物が、歯によいか悪いかを尋ねた

とき、同じ意見なら“Me, too.”や“OK.”と反応しながら、伝え合うことができた。うなずいて話を

聞いたり、反応したりする姿を中間指導などで価値付けていくことで、積極的に聞くことができる

と考える。 

 

（２）外国語理解の能力に関わって 

   本単元ではスープに入れる食材を欲しいというお客さんの英語を正確に聞き取って、正しい食材

を渡すことが必要である。これまでの単元において、コミュニケーションを継続したり確実なもの

にしたりするために話の内容のポイントを繰り返すことは、指導してきており、“○○、OK?”と確

認しながら正しく聞き取れたか確認することができると考える。また、「水に入れると……」の学習

で、野菜の名前を初めて学習した。学習後のチャレンジクイズのリスニングテストでは、ほとんどの

児童が野菜の名前を正しく聞き取れていた。本単元では、small activity で、“What’s this?”“Can 

you guess?”と何の野菜かを当てる活動を行う。繰り返し言ったり聞いたりすることで、確実に聞き

取れるように指導していきたい。 

 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 

  児童は、「水に入れると･･････」の学習で野菜の名前を学習している。野菜の名前は“potato”， 

“tomato”, “green pepper” ,“onion”,  “carrot”, “pumpkin” などは既習の野菜であり、言い慣れている

食材が多く、スープ作りに必要な食材を問答する言語材料について正しく理解できると考える。 

 

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 

  自分の作りたいスープをおいしくて､体によいスープにするためには、３つの色の食材をバラ  

ンスよく使わなければならない。１度目に作ったスープの食材を確認することによって改善点を  

見付け出し、２度目に作るスープで前回不足していた食材を取り入れて新たなスープを作るという活

動をすることで、問題解決の要素を生み出す。また、お店屋さんで食材を買う場面で、必ずお店屋さ

んに必要な物を話してから食材を受け取るということで、話す聞くという必然を生み出す。 

 

（２）伝え合う内容について 

  ア 自分の意思や考え 

それぞれの店で手に入る食材と手に入らない食材があるように設定する。いろいろな店に行き、

赤色、緑色、黄色の３色の食材が入るように考えながら、自分の欲しいものを伝える。またスープの

汁をそれぞれの店で変えることで欲しいスープを伝えることが必要になる。 

 

（３）定着を図るための手立てについて 

   第１時では、本単元で使用する言語材料の食材を好きか嫌いかに分けることや食材カードゲーム

をすることで興味をもって覚えられるようにする。また、”Do you like~?” の表現を使って、ペアで

好きか嫌いかを尋ねる活動を行う。第２時、第３時においては、店側が“What do you want?”と尋

ねて、客側が“I want (bacon)”と答えるショップ形式で行う。第２時と第３時は、食材は同じ物を使

い、赤色、緑色、黄色の３食の食材が入るように買い物をすることだけが変わっている。全く同じ展

開で会話が進むので、繰り返し使用することによって言語材料の定着を図る。 

 



５ 単元指導計画 

 

第２学年 10・11月「おいしいスープを作ろう」（学級活動・生活科） 単元指導計画【全４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: うなずいたり、“OK.”等の表現
を用いたりして、理解していることを示しながら
積極的に聞いている。 

正確さ:  正確さ: スープ作りに必要としている食材について、
正しく聞き取ることができる。 

言語についての知識: スープ作りに必要な食材等
を問答す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への継続:  適切さ:  適切さ: 話の内容のポイントを繰り返すことで、理解し
ていることを伝え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】 
  
 

過去の指導との関連 
題材について】 

2年 ９・１０月「水に
入れると･･････？」で､
野菜の名前を扱う。 

 

【言語材料について】 

1年 ６・７月「なにい
ろにしようかな」で、
What color do you 

want?  I want (red).に
ついて指導する。 

 

【活動のタイプについ
て】 

・2年 ７月・９月「水
に入れると･･････？」で 

Dialog形式で活動する。 

 中心となる指導事項  
 

聞くこと ア 
 ゆっくりはっきりと
話されれば、自分のこ
とや身近で簡単な事柄
について簡単な語句や
基本的な表現を聞き取
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 

うなずいたり、“OK.”等の表現を用いたりして、理解

していることを示しながら積極的に聞いている。 

技
能 

話題 おいしいスープについて 

内容 どんな食材が欲しいかを 

言語材料 スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料を用いて 

表現・理解の方法 
話の内容のポイントを繰り返すことで、理解していることを伝えな

がら 

程度 
ゆっくりはっきりと話される２～３文程度の英語を聞くことがで
きる。 

言語･文化の知識・理解 スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料につい

て、正しく理解している。 
 

基本となる言語材料 
【本単元で定着させる言語材料】 
・What food do you want? 

・What’s in the soup? 
・食材やスープの名前・赤色の食べ物の名詞  

meat, fish, egg, ham, sausage, bean, 
shrimp 

・緑色の食べ物の名詞  tomato, carrot, 
cabbage daikon radish, onion, pumpkin, 

eggplant, broccoli,  
・黄色の食べ物の名詞 pasta, potato, sweet 

potato, corn 
・スープの種類 miso soup, consommé 

soup, curry soup, 
【繰り返し使用したい既習言語材料】 

・I want carrots. 

 今後の指導への発展 

【題材について】 
３年１１月「わたしのす

きなおべんとう」で、お

かずの材料名を扱う。 
 

【言語材料について】 

３年「こん虫はかせにな
ろう」で、What food 

do you like? について指

導する。 
 

【活動のタイプについて】 

２年２月 「かたちづく
り」で、Dialog形式で活

動する。 
 

題材と伝え合う内容 
・食材の名前 

終末の活動の工夫   (Dialog形式) 
・体によくておいしいスープを作るという活動をすることで、活動意欲を高める。  

・店で食材の組み合わせを考えながら買い物をすることで、問題解決の要素を生み出す 

言語の使用場面 
(イ) 特有の表現がよく使われる場面 
言語の働き 
(オ) 相手の行動を促す   ・ 質問する 

第１時 
ねらい：色々な種類のスープの写真を見
て、その中に入っている食材を言う活動
を通して、スープ作りに必要としている
食材について正しく聞き取ることができ
る。 
課題  
 
 
活動の概要 
・Small Activity（何の野菜か当てる活動） 

“What’s this? Can you guess?” 

・色々 な種類のスープの写真を見て、その中に入っ

ている食材を言う。 

・食材の名前を確認する。 

・食材カードを使ったゲームをして、食材の名前に

言い慣れる。 

・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 
・スープ作りに必要としている食材につ
いて正しく聞き取ることができる。 

（理解・正確さ） 
 

第２時 
ねらい：様々 な食材を、好きな物と嫌いな物に分
ける活動を通して、うなずいたり“OK.”等の表現
を用いたりして、理解していることを示しながら積
極的に聞くことができる。  
課題  
 
 
活動の概要 

・Small Activity（何の食材か当てる活動）

“What’s this? Can you guess?” 

・食材の名前を確認する。 

・食材カードを使ってタッチゲームをして
食材の名前に言い慣れる。 

・食材を好きな食べ物、嫌いな食べ物に分

けて友達と伝え合う。 
 
評価規準 

・うなずいたり、“OK.”等の表現を用いたり

して、理解していることを示しながら積極

的に聞いている。（関心・取組） 

 

第３時 
ねらい： 必要な食材を買い、スープを作る活動
を通して、スープ作りに必要としている食材につ
いて正しく聞き取ることができる。 
課題  
 
 
 
活動の概要 
・Small Activity（何の食材か当てる活動） 
“What’s this? Can you guess?” 
・食材カルタを行い、食材の言い方に慣れ
親しむ。 
・ＡＬＴとＨＲＴのモデルスキットを見て、本時
の活動内容を知る。 
・クラスを店と客に分け、好きな食材を買う。 
・ワークシートに買ってきた食材カードを貼る。 
・歌を歌いながら、スープを作る。 
・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 
・スープ作りに必要としている食材につい
て正しく聞き取ることができる。（理解・
正確さ） 

 

第４時 

ねらい: 必要な食材を買い、スープを作る活動を通して、スープ

作りに必要な食材等を問答する言語材料について正しく理解する
とともに、話の内容のポイントを繰り返すことで理解していること

を伝えながら聞くことができる。 

課題  
活動の概要 
・Small Activity（何の食材か当てる活動） 
“What’s this? Can you guess?” 
・体によいスープを作るための材料の組み合わせ方の話を聞く。 
・食材カードを使って、名前を確認する。 
・クラスを店と客に分け、買い物をする。 
・ワークシートに買ってきた食材カードを貼る。 
・言語の知識を計るためのチャレンジクイズ、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 
・スープ作りに必要としている食材について正しく聞き取ることがで
きる。（理解・正確さ） 

・話の内容のポイントを繰り返すことで、理解していることを伝えな
がら聞くことができる。（理解・適切さ） 

・スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料について、正しく理解

している。（知識・言語） 

 

 

 

→ 
→ 

スープの中には、なにがはいっ

ているのか見つけよう。 

 
 

 

スープのぐは、なにがすきかきら
いかつたえあおう。 

 

じぶんのすきなおいしいスー
プをつくろう。 

 

体によいおいしいスープをつくろう。

う。 

 

→ 
→ 



６ 本時のねらい  必要な食材を買い、スープを作る活動を通して、スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料について正しく理解し、話の内容のポイントを繰り返すことで、理
解していることを伝えながら聞くことができる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
７ 本時の展開（４／４） 

時 児童の学習活動 
指導・援助（〇）と留意点（・） 

補助教材等 
HRT ALT 

 

 1 

 

Greeting   あいさつをする。 
C1: Hello, Osaka-sensei.   C2: I’m fine. 

Cs: November 1st. Cs: It’s Wednesday. 

・日にちや曜日をたずね、個々の児童が口を動か

しているか見届ける。 

What’s the date today? What day is it today? 

・気分や天気をたずねる。 

Hello, everyone. How are you? I’m fine, 

thank you.  How’s the weather today? 
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Small Activities 
○野菜の１部分が見えている絵を指しながら、何の野菜かを尋ね合う。 

C1: What’s this? Can you guess?     C2: Onion. 
C1: Onion, OK?   C2: OK. C1: That’s right. /Too bad. 

〇苦手意識のある児童に寄り添い、質問の

しかたや答え方を指導する。 

〇カードを指し示してわかりやすく伝

えている児童を価値付けながら、全
体を机間指導する。 

・野菜の1部分が見え

ているプリント 

 

 

＜導入時＞ 

・拡大版材料カード 

・赤色の食べ物の名詞  

meat, fish, egg, ham, 

sausage, bean, tofu, 

shrimp 

・緑色の食べ物の名詞  

tomato, carrot, 

cabbage, onion,  

pumpkin, eggplant,  

broccoli,  daikon 

radish, 

 ・黄色の食べ物の名詞 
pasta, potato, sweet 

potato, corn 

・スープの種類    
miso soup, consommé 

soup, curry soup, 

tomato soup 

 

＜活動中＞ 

・反応するときの基本
表現 

 ○○,OK? 

（黒板掲示用） 

 

 

・チャレンジクイズ・
リスニングテスト用

のプリント 

10 
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Activities 

①ジェスチャーを交えながら「スープをつくろう」を歌う。 

②体によいスープを作るための材料の組み合わせ方の話を聞く。 

③前時に作ったスープに、赤色、黄色、緑色の３色の食材が入っているかを確認し、体によいスープを作る

ことを知り、本時の課題を設定する。 

 

 

 

④HRT(shop keeper)と ALT(customer)の会話を聞き、確認することの大切さを知る。 

本時大切にしたい姿を確認する。 

 

 

 

⑤HRT(shop keeper)と ALT(customer)の会話を聞く。 

⑥クラスを半分に分け、shop keeper と customerになって買い物をし、体によいスープを作

る。（前半①） 

C1: Hello. 

C1: What food do you want? 
C1: Bacon, OK?  

C1: I see. Here you are. / No, I’m sorry. 

C2: Hello. 
C2: I want bacon. 

C2: OK. 

C2: Thank you. 

⑦中間の高め合いの場１で定着していない英語表現を確認して練習したり、目指す姿を確認し

たりする。 

⑧中間の高め合いの場１で確認したことを生かして前半②の活動を行う。 

⑨customerと shop keeper の役割を交替し、後半①の活動をする。 

 

⑩中間の高め合いの場２で、目指す姿をもう一度を確認し、良い姿を交流する。 

⑪後半②の活動をする。 

⑫どんなスープができたかペアで確認する。 

 

⑬チャレンジクイズ,リスニングテストを行う。 

〇super green になって学活で勉強した緑

の食材について確認する。 

Hi. I am super green. Ｉnever catch a 

cold. But I’m not strong. 

・体によいスープを作るには、赤、黄色、
緑の食材が入っていることが必要なこと

を気づかせる。 

 

・“〇〇,OK?”と確認しないで、別の食材を

渡すデモを見せ、確認する大切さを実感

させる。 

 

〇“〇〇,OK?”と確認する shop keeperの

会話をデモで見せる。 

【中間の高め合いの場１】 

〇聞き方のポイントを再度確認し、shop 

keeperの児童が customerの児童の欲し
いものを“○○，OK？”と繰り返し確

認している姿を取り上げ、全体に広め

る。 

【中間の高め合いの場２】 

〇聞き方のポイントを意識して聞いている

児童をモデルにし、良い姿を全体に広め
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇super red, super yellowになって、赤と黄

色の食材について確認する。 

Hello. I am super red. I’m strong.  

But I sometimes catch a cold. 

Hello.  I am super yellow.  I can 

run for a long time.  But I am fat.  

 

・違う食材を渡されて困ってしまうデ
モを見せ、確認する大切さを実感させ

る。 

 

 

〇customerの会話をデモで見せる。 

【中間の高め合いの場１】  

〇基本表現の定着が不十分な場合に

は、再度全体の場で指導する。 

【活動中】 

〇机間指導を通して、積極的にコミュ

ニケーションをしている児童を価値

付ける。 

・早く食材を揃えた児童同士でスープ

の中身を確認し合うように促す。 
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Comments 
○コメントカードを書く。 ALT、HRT のコメントを聞く。 
Greeting   
Thank you, Osaka sensei. 

〇本時、児童の聞く姿についてコメントす
る。 

 

〇本時積極的にコミュニケーションを
していた児童についてコメントす
る。 

 Thank you, everyone. 

・コメントカード 

【評価規準】 
・話の内容のポイントを繰り返すことで、理解していることを伝えなが
ら聞くことができる。（理解・適切さ） 

・スープ作りに必要な食材等を問答する言語材料について、正しく理解
している。（知識・言語） 

聞き方のポイント 

・“○○,OK?”と繰り返して確かめよう。 

 

チャレンジクイズ、リスニングテスト 

○店員としてお客に欲しいものを尋ねる言い方はどちらか。 

○食材の絵を英語で発音し、言った順に番号を書かせる。 

３つの色のたべものがはいった体によいスープをつくろう。 



第３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３学年２組教室 

指導者：HRT 松田 洋和 

 

１ 単元名 「形をつかって」（算数科） 

 

２ 教材観 

 （１）題材について 

  本単元では、コンテントとして算数科に関する内容を扱う。具体的には、正三角形、正方形、丸等

の図形を集めて、動物、植物、物等の絵を作る単元である。 

図形を用いて絵を作る単元は、第１学年１１月「かたちであそぼう」、第２学年２月「かたちづくり」
で指導しており、児童にとっても慣れ親しんだ内容となっている。そのため、何をするのかという見
通しをもちやすく、誰もが安心して活動に取り組めると考える。また、図形を用いて絵を作ることは、
児童の想像力を刺激し、唯一無二の物を作れることから、誰もが「自分独自の物を作りたい。」という
意欲をもって取り組むことができると考える。また仲間の作品にも興味・関心をもって取り組める内

容である。 

本単元では、色々な形を集めてくる際に自分の欲しい形を正しく伝えようとするために、相手に正
しく伝わるようにはどうしたらよいのかを思考し、判断し、表現をしていく姿が生まれると考える。
また、聞き手も、相手が欲しいと考えている形を正しく聞き取って渡さないと、相手の絵が完成しな
いため、相手の英語を正しく理解するための工夫が自然に生まれてくる。そうした良さを生かせば、
相手に自分の欲しいものを工夫して伝える力を付けることができる題材だと考える。 

 

 （２）言語材料について 

  表現  【買い物時の特有の表現】・May I help you? － Thank you. 

      ・What do you want? － I want ~. 

            ・What ( shape, color, size ) do want? 

      ・How many ~ do you want? 

            ・Here you are. － Thank you. 

  語彙  ・【形】circle, triangle, square 

        ・【大きさ】big, small 

        ・【色】red, yellow, blue. green 

  

（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」の「イ 日常生
活に関する身近で簡単な事柄について、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
いて伝え合う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 

聞き手の表情を見るなど、話を理解しているか確認しながら話し続
けている。 

技
能 

話題 様々な形について 

内容 その個数や色、大きさを 

言語材料 カードの形や色、数、大きさ等を問答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 ２～３往復程度の英語で情報を正しく問答することができる。 

言語・文化の知識・理解 カードの形や色、数、大きさ等を問答す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。 

ペアで考えたオリジナルの絵を完成させるために、欲しい形をカード屋さんへもらいに行き、形、
大きさ、色、数を伝えたり、聞いたりして互いに正しい情報をやりとりする活動を行う。 

 

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 

  単元の主となる活動や Small Talk 等で、第１学年、第２学年で大切にしてきた「自分の伝えている
内容が正しく相手に伝わっているのかを確認するための”OK?”」を使っているが、落ち着いて相手が理
解しているのかどうかを確認するという面では弱さが見られる。どうしても、伝えたい思いが先行して
しまい、次へ次へと話が進んでしまいがちである。そこで、一往復ずつの会話をもっと慌てずに聞き手
の立場に立ってコミュニケーションをさせるなど、本単元を通して、聞き手の様子を見ながら話を続け
ていくことの指導を行う。 

 

（２）外国語表現の能力に関わって 

  「伝えたいことを強調しながら話す」ということに関わって、強調するとは大きな声で話すことと
いう捉えをしている児童が多く見られる。そこで、本単元を通して大きな声で話すことではなく、「聞
き手が理解しやすいように工夫してあげるため」だということをまず理解させたい。その上で、相手
に伝えたいキーワードになる英語を「ゆっくりはっきり」伝えたり、繰り返したりすることの良さを
聞き手の立場で実感させて、話す際の姿につなげていける指導を行う。 

 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 

  本単元で扱う言語材料の情報をやりとりする際に必要な語彙は第１学年、第２学年でも使用してき
たものである。しかし、買い物をする際の表現はあまり使用してきていない。表現の定着をねらうと
ともに日本語で言う「いらっしゃいませ」というものが英語にもあることなども合わせて伝えていき

たい。”I want ~.”については、これまでの small talkで何度も用いてきているので、繰り返し使わせ
ていきたい。 

 

４ 指導観 

（１）コミュニケーションの必然性を生む問題解決的な活動について 

本単元では、自分の考えたオリジナルの絵を完成させるために、欲しい図形を正しく集めなければ
ならい。そのため、話し手も聞き手も互いに正しく話したり聞いたりする必然性が生まれる。また、
児童が集めてくる形は、正三角形、正方形、丸の大きく分けて３種類がある。加えて、小さい、大き
いの２種類、赤、青、黄色、緑の４種類なので全部で２４種類の形の中から欲しい形を必要な枚数も
らわなければいけない。そのため、形、大きさ、色、数を相手に正しく理解してもらえるよう工夫し
て伝える必然性も生まれると考えた。 

 

（２）伝え合う内容について 

  ア）自分の考えたオリジナルの情報 

  大小、色、形等、全部で２４種類のカードを上手く用いてペアで考えた絵を作る。例えば、ロケッ
ト、花、アイスクリーム等である。考えた絵を完成させるために図形を集める。自分の欲しいカード
を伝えたり、相手の欲しい形のカードを聞いたりして、カードのやりとりをする。 

 

（３）定着を図るための手立てについて 

  単元構成の工夫と Small Activity の工夫の２点を中心に定着を図ろうと考えた。まず始めに、単元
構成の工夫では、第１時～第３時まで活動形式を変えず、伝える内容を少しずつ増やしていく。第１
時では形と数、第２時では形と数と大きさ、第３時では形と数と大きさと色を伝える。そうすること
で第１時～第３時では、スモールステップで基本となる言語材料の定着を図りながら、自分の欲しい
ものを正しく伝える力を付けていく。 

  Small Activity では、説明される絵の情報を聞いて、４つの絵から正しい絵を選ぶという活動を行
う。そこでは、”What shape?”, “What color?”, “What size?”, “How many?”という質問をして、情報
を引き出して絵を当てたり、”Two big red circles.”等自分から情報を伝えて絵を当ててもらったりす
る等のやりとりを通して、単元の主となる活動につながる活動を行っていくことで、基本となる言語
材料を定着させていく。 



 

 

５ 単元指導計画 

 

 第３学年 10・11月「形をつかって」（算数科） 単元指導計画 【全６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】 

２年７月｢かたちづくり｣

で形や数を扱う。 

【言語材料について】 

２年１月「おいしいスープ

を作ろう｣で"What ~ do y

ou want?"について指導す

る。 

【活動のタイプについて】 

３年９月「こん虫はかせに

なろう」でShow & Tell 

形式で活動する。 

 中心となる指導事項 
話すこと［やり取り］イ 

日常生活に関する身近

で簡単な事柄について、

自分の考えや気持ちなど

を簡単な語句や基本的な

表現を用いて伝え合うこ

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 

聞き手の表情を見るなど、話を理解しているか確認しながら話し続けている。 
基本となる言語材料  
・May I help you? 

・What do you want? 

    --- I want two red (squares). 
・大きさbig,  small 
・図形の名前 

square,  triangle, circle,  

・色 red,  blue,  green,  yellow 

 今後の指導への発展 
【題材について】 

今後関連する指導なし 

【言語材料について】 

4年 7月｢あなたのあこがれの

職業は？｣で"What do you want

?"について指導する。 

【活動のタイプについて】 
3 年 10 月「わたしの好きなおべ

んとう」で Show & Tell 形式で

活動する。 

技
能 

話題 様々な形について 

内容 その個数や色、大きさを 

言語材料 カードの形や色、数、大きさ等を問答する言語材料を用いて 

表現・理解の方法 
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 ２～３往復程度の英語で情報を正しく問答することができる。 

言語・文化の知識・理解 カードの形や色、数、大きさ等を問答する言語材料について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 
（エ）考えや意図を伝える ・意見を言う 

題材と伝え合う内容 
・形、色、数、大小 

終末の活動の工夫   (Show & Tell形式) 
・自分の好きな形カードを使って作った作品を、提示の仕方を工夫して友だちと 形当てクイズを
し、その作品に対する感想や意見を言うことで、活動への意欲化を図る。 

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： 正確さ：カードの形や大きさ、色、枚数についての情報を

正しく問答することができる。 

正確さ： 言語についての知識：カードの形や数、色、大きさ等を問答

す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：聞き手の表情を見るなど、話を理解

しているか確認しながら話し続けている。  

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  
【導入】                  【中盤】                                                                    【終末】 

第１時  
ねらい ALT とHRT のクイズに答え

る活動やカードゲーム、見本と同じ絵

になるように形をもらう活動を通し

て、本単元の内容や、 欲しいカード

をもらう時のやりとりに必要な表現

を理解し、形や数について正しく問答

することができる。 

課題 

 

 

 

活動の概要 
・ALTやHRTが示す色々な図形で作ら

れた絵を見て、何かを当てるクイズ

を行う。 

・カードを使い、形の名前、色、大きさ

の表現を練習する。 

・色々な図形を使ったカードゲームを

する。 

・ペアでカードをもらう人、渡す人の

役割分担をし、先生の絵と同じ絵を

作れるように英語で形を伝えて、欲

しいカードをもらう。 

・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 
・カードの形や数について正しく問答する

ことができる。 

（表現・正確さ） 

 

第２・３時 
ねらい HRTとALTから配付された見本と
同じ絵になるように形、大きさ、数を伝え
てカードをもらう活動を通して、大切な部分
をゆっくりはっきり言うことで強調しなが
ら、形、大きさ、数について正しく問答する
ことができる。（第３時は形、大きさ、数、
色について問答する。） 
課題 
 
 
 
活動の概要 
・Small Activity（形、数を扱った活動） 
 （３時は形、数、大きさを扱った活動） 
・ALTとHRTのデモを見ることを通して、
本時の形カードの集め方を理解する。 

・語順に注意しながらALTと、やりとりの
練習をする。 

・ペアでカードをもらう人、渡す人の役割
分担をし、先生の絵と同じ絵を作れるよ
うに英語で形を伝えて、欲しいカードを
もらう。（第３時は本番のように、教室
の中央に欲しい形を取りに行く活動形式
でやりとりをする。） 

・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 
・カードの数、大きさ、色、形について正しく問

答することができる。（表現・正確さ） 
・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。 

（表現・適切さ） 

第４時 

ねらいペアで考えたオリジナルの絵を完成

させるために色々な図形をもらいに行く活

動を通して、大切な部分をゆっくりはっきり

言うことで強調しながら、形、大きさ、数、

色を問答することができる。 
課題 

 

 

 

活動の概要 
・Small Activity（色、形、大きさ、数を扱
った活動） 

・ALTとHRTのデモを見ることを通して、
本時の課題と、伝える際に大切なことを
想起する。 

・ペアでもらう人、渡す人の役割分担をし
て、オリジナルの絵を作るために教室の
中央に欲しい形を取りに行く。 

・中間交流で聞き手を大切にしているコミ
ュニケーションの様子を取り上げ、よい
伝え方を学ぶ。 

・もう一度活動を行う。 
・表現の正確さを計るためのチェックタイ

ムを行う。 
評価規準 
・カードの数、大きさ、色、形について正しく問
答することができる。（表現・正確さ） 

・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。（表現・適切さ） 

第５時 
ねらいペアで考えたオリジナルの絵を完成

させるために色々な図形をもらいに行く活動

を通して、大切な部分をゆっくりはっきり言

うことで強調しながら、形、大きさ、数、色

を正しく問答することができる。 
課題  
 
 

 

活動の概要 
・Small Activity（色、形、大きさ、数を
扱った活動） 

・ペアで集めてきた形を並べてみて、も
っとステキな絵にするために、形を変
えたり、形を付け足したりするなどで
きないかを話し合い、さらに欲しいも
のを決める。 

・ボランティアのデモを見ることを通し
て、本時の課題と伝える際に大切なこ
とを確認する。 

・ペアでもらう人、渡す人の役割分担を
して、絵を作るために教室の中央に欲
しい形を取りに行く。 

・もう一度活動を行う。 

・表現の正確さを計るためのチェックタ

イムを行う。 
評価規準 
・カードの形や数、色について正しく問答す
ることができる。 

（表現・正確さ） 
・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。 

（表現・適切さ） 

 
第６時 
ねらい ペアで作った絵でクイズをする
活動を通して、カードの形や数、色、大
きさ等を問答する言語材料について正し
く理解し、”What’s this?”, ”Can you guess? ”

等これまで習ってきた英語を用いながら
、大切な部分をゆっくりはっきり言うこ
とで強調して話すことができる。 

課題 

 

 

活動の概要 
・教師の用意した絵のクイズを通して、

やりとりの仕方を理解する。 

・ペアでクイズを出す人、答える人の役

割分担をして、作った作品でクイズ大会

を行う。 

・役割を交代して行う。 

・言語の知識を計るためのチャレンジクイ

ズを行う。 

評価規準 
・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） 

・カードの形や数、色、大きさ等を問答

する言語材料について正しく理解して

いる。（言語・知識） 

先生の絵と同じ絵が作れるように
正しくカードを集めよう！ 

見本の絵と同じ絵が作れるように正し
くカードを集めよう！ 

ほしいものを正しく伝え、オリジナル
の絵を完成させよう！ 
 

ほしいものが相手に正しく伝わるように

伝え、もっとステキな絵にしよう！ 
 

「何の絵でしょうか」クイズをしよう！ 



６ 本時のねらい ペアで考えたオリジナルの絵を完成させるために色々な図形をもらいに行く活動を通して、大切な部分をゆっくりはっきり言うことで強調しながら、形、大きさ、数、色を正しく問答

することができる。 

 
７ 本時の展開（５／６） 
時

間 
児童の学習活動 

指導・援助（○）と留意点（・） 補助教材等 

HRT  

 
３ 

Greeting & Small Activity   
〇複数の絵の中から質問をして相手の持っている絵を当てる活動をペアで行う。 

○あいさつをする。 

○正しく情報をやりとりするために、確認している姿やゆっくりはっきりと話している

姿を取り上げほめる。言語材料が定着していない子を見付け、補助する。 

 

 
３ 
 
 
４ 
１ 
10 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
３ 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
２ 
２ 

Activities 

① 本時の課題をつくる。 
 
 
 
・正しく伝えるために大切にしている話し方や表現をボランティアの児童のやりとりを見て確かめる。 
② 前時の黒で作った絵をステキな絵にするために必要なもののリストをペアで確認する。 
③ Activity１を行う。 
・カードをもらう活動を行う。（２回） 
  
 
 
 
 
 
④ 一度カードを並べてみて、ペアで足りなかったものを確認したり、さらにステキな絵にするために他に欲

しいものを検討したりする。 

⑤ 中間交流会で仲間の良い姿を学ぶ。 

・一つずつ情報を区切って言ってくれてわかりやすかった。 
・分からなくてもう一回聞いたときに１回目よりもゆっくりはっきり言ってくれた。 
⑥ Activity２を行う。 

 
 
 
 
 
 

⑦ 集めたカードで絵を完成させる。 

⑧ チェックタイムを行う。 

○oral introductionで本時の課題を確認する。 

○本時のイメージを全員にもたせるために、黒一色で作られた見本を黒板に位置付け、

何色に変えたら良いのかを児童からアイデアをもらって、新たな絵を作る。 

○本時の課題とめざす姿を確認した後、ボランティアの児童２人に、全体の前でやりと

りをやったもらい、めざす姿と表現を具体的な姿でおさえる。 

 

 

・カードをもらいに行く際の約束を決めておく。 

 

 

 

○課題に関わる良い姿を適時価値付けていく。 

○上手く言えない児童には、“Big or small?”といように具体的な英語を示す。 

○「△△さんがゆっくりはっきり言ってくれて分かりやすかった。」等、仲間の良い姿

を挙げてくれた児童に、「どんな風だったのか、実際にやって教えてくれないか。」と
切り返し、良い姿を示してもらい、具体的な姿でおさえる。 

○意識が工夫ばかりに向くと、最初から情報を区切って言う姿が出てくるので、自然な

やりとりを大切にさせるために、まずは自然な口調の英語で伝え、相手分からないと
伝えてきたことについてゆっくりはっきり伝えることを全体でおさえる。 

○考えられるグローバルエラー 

big 2 red circlesというように数字から言えていない。 
Circles, how many?のように語順が違う。 

○チェックタイムでは、ペアで英語を言う人、確認する人の役割分担をし、それぞれ交

代して１回ずつ行う。内容としては、HRTが”What do you want?”と提示した図形に
ついてとたずねたことに、”I want ~.”を用いて数、大きさ、色、形を正しく伝えられ

ているかを確認する。 

 

 

 

・デモ用で黒

板に貼れ

る見本の
絵 

 

・めざす姿に
関わるキ

ーワード

のペープ
サート 

４ 
 

Comments 
○振り返りを発表する。 
・形、色、大きさ、数を相手にわかるようにゆっくりはっきり伝えることができた。 

・相手が分かっているか、相手の表情を見ながら英語をゆっくりはっきり話すことができた。 
Greeting   
○あいさつをする  

○児童の振り返り後、ゆっくりはっきり伝える等の様々な工夫が生まれた理由として、
聞き手を大切にしようとする気持ちが育ってきたことを伝え、価値付ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・コメントカ
ード 

 

ほしいものが相手に正しく伝わるように伝え、もっとすてきな絵にレベルアップさせよう！ 

 

・ゆっくり、はっきり言う ・相手が理解しているのかを見ながら言う 

 

他の号車の仲間の所へ必ずもらいに行く。 

１回のコミュニケーションが終わったら、別の人の所へ行く。 

 

C ：Hello.  May I help you?          C：Thank you. 
C  ：What do you want?                       C：I want one small blue triangle, please. 
C  ：Sorry.  One more time, please.              C：I want, one, small, blue, triangle, please, OK? 
C ：OK.  One, small, blue, triangle, OK?         C：OK. 
C ：Here you are.                            C：Thank you. 

C ：Hello.  May I help you?               C：Thank you. 
C  ：What do you want?                              C：I want two big red circles, please. 
C  ：Two big….  Sorry.  What color? .            C：Red, OK? 
C ：OK.  Two big red circles, OK?                     C：OK. 
C ：Here you are.                                    C：Thank you. 

【評価規準】 

・カードの数、大きさ、色、形について正しく問答することができる。（表

現・正確さ） 

・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。（表現・適切さ） 



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。 



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 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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5 
 
6 
 

  
 
 
 
 
 
 
3 
 
3 

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） 
 



第６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６学年１組教室 

指導者：HRT 奥村 真由 ALT  Robert Middleton 

 

１ 単元名 『未来の町・KASAHARA開発計画』（国語科） 
 
２ 教材観 
 （１）題材について 
  本単元では、コンテントとして国語科に関する内容を扱う。第６学年の「ようこそ、私たちの町へ」において、
事物（町）のよさを人に薦めるために複数の情報内容を編集する活動を行う。人に薦めるという目的で町を見直
すことで、児童は改めて自分が暮らす町について考え、「私はたくさんの緑に囲まれたこの笠原町が好きだから、
緑を楽しめる公園を紹介したいな。」など、そのよさをとらえ直し、相手によく伝わる表現や語句を工夫してパン
フレットに書きまとめる学習を行う。 

  またその後「未来がよりよくあるために」において、自分たちの未来の町をどんなものにしていきたいかを考
え、仲間と意見を交流しながら考えを深めていく学習を行う。 
国語科の指導目標の一つに、「目的や意図に応じ、考えたことや伝えたいことなどについて、的確に話す能力、

相手の意図をつかみながら聞く能力、計画的に話し合う能力を身に付けさせるとともに、適切に話したり聞いた
りしようとする態度を育てる。」とある。 
本単元では、児童は自分たちが考える未来の KASAHARA について英語でプレゼンテーションを行う。自分

の考えを仲間に伝え、仲間から意見をもらい、さらに考えを深めるこの活動は国語科の目標にもつながる教材で
あると考えた。 

 （２）言語材料について 
表現【特徴を伝える】We (don’t) have~ in Kasahara. 

【魅力を伝える】We can (not) ( enjoy/ see / buy ) ~. 
【自分の気持ちを伝える】It’s ~.  Because I like ~. 
【聞き手を巻き込む】  Do you like ~?  What do you think? 

語彙【特徴を伝える名詞】 場所：park, supermarket, library, restaurant, convenience store,  
station, gym, pool, amusement park 

                         自然：tree, nature, sea, river, flower 
【特徴を伝える形容詞】食べ物：sweet, spicy, delicious 

買う物：cute, rare, convenient, popular 
人や町：kind, safe, happy, beautiful, fun, exciting, big, small 

（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「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 ２０年後の笠原町について 

内容 現在の笠原町についての思いや、開発した町の魅力を 

言語材料 We have ~. canなどの町の魅力を伝える言語材料を用いて  

表現の方法 相手の理解を助けるために、反対語や例を示して説明を加えながら 

程度 ４～５文程度の英語で話すことができる。 

言語・文化の知識・理解 
笠原町についてどう思うか、また開発した未来の笠原町の魅力について問答する
言語材料を正しく理解している。 

【評価規準】 『６ 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。 

自分たちが考えた２０年後の笠原町の魅力を交流し、誰もが住みやすい素敵な町を選ぶ。 

 

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 

既習表現や知っている表現を用いて、なんとか英語でコミュニケーションしようとする児童が多い。相手の発話に対
して“OK.”と反応するだけでなく、“It’s nice.”や“I like～.”と感想や自分の考えを一言付け加えて話すことができ
る児童が増えてきた。しかし、そこで会話が終わってしまうことが多く、さらに相手に質問をして話を膨らませたり、



話題に巻き込んだりして話すことのできる児童は少数である。 

そこで本単元では、自分が考えた未来の笠原町について、質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込むようにして話す態
度を育てたいと考えた。そうすることで、より町の魅力を伝えることができたり、一つの話題から話が広がり新たな情
報を得ることができたりするなど、やりとりの面白さを感じることができる。中間指導で、上手く対話が続いた児童の
姿を取り上げながら、どんな質問をして、相手の答えに応じてどのように反応したり、話題を選んで話したりしたのか
というところにも焦点をあてながら、魅力を伝えるための話し方の工夫やそのよさについても考え、挑戦できるように
指導していく。 

（２）表現の能力に関わって 

児童同士の対話、特に即興的なやりとりの場面では、単語で話す児童が多く、文で話すことができる児童にも語順
の間違いや不必要な isを入れて話してしまうことが少なくない。文で発話した方が伝えたい内容が正確に伝わること
を繰り返し指導し、基本となる言語材料を文で話そうとする意識を育てていく。また、don’tやcan notと否定の表現
を用いることで表現の幅が広がることにも気付かせたい。 

さらに本単元では、自分で考えた未来の笠原町について話す際、相手が知らない単語が出てくることが予想される。
常に相手意識をもちながら、この表現が伝わらなかったらどうやって伝えるか、より分かりやすく伝えるためにどう
話すかということを考えるように指導していく。 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 

  児童は、５月の単元「シークレットアルバムをつくろう」において、I have a dog.というように、自分が持っている
ものについてhaveを用いて表現した。本単元では、We have a gym in Kasahara.というように、町にあるものもhave

を用いれば表現でき、inの後に入れる場所を変えることで様々な場所にあるものを説明できることをつかませる。そし
て、町にあるものに加えて、既習のcanを用いてその町でできることを合わせれば、その場所の魅力を伝えられること
にも気付かせたい。このように、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く。 

 

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、同じ笠原町に住む仲間の町に対する思いを伝え合う活動を行う。住んでいる場所、趣味、生活スタイ
ルの違いなどから、笠原町に対する思いは様々であり、共感できることや、伝え合うことで得られる新たな発見もあ
ると考えられる。仲間が考える笠原町のよさや改善点をヒントにして、「未来の笠原町」にあったらいいなと思うもの
をペアで考える。そのため、仲間の笠原町に対する思いを聞く必然性が高まる。終末では、ペアで自由に考えた未来
の笠原町の魅力について紹介し合う活動を行う。仲間が考えた町の魅力を聞き、「だれもが住みたくなる町」という視
点で素敵な町を選ぶため、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。それと
同時に、自分たちが考えた未来の町を選んでもらいたいという思いから、魅力を伝えるために質問して聞き手を話に
泣き込みながら話そうとする態度にもつながると期待できる。 

（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 

自分たちが住む笠原町を扱う。第６学年国語科「ようこそ、私たちの町へ」の単元では、笠原町のよさを伝えるパ
ンフレットを作った。取り上げる題材や、伝えたい思いやよさについて考えを出し合う中で、子どもたちが毎日生活
する笠原町に対して「もっとこうだったらいいのに」という思いをつぶやく児童も見られた。そこで、国語科の学習
で考えた笠原町のよさに加え、笠原町にあったらいいなと思うものについても交流を行うことで、笠原町に対する理
解を深めることにつながると考える。現在の笠原町についての思いから未来の笠原町を開発し、仲間と交流する活動
においては、自分の考えを聞いた学級の仲間や中学生からの意見をもらうことで、未来の町についてより多面的に考
えるきっかけとなる。 

（３）定着を図るための手立てについて 

  繰り返し同じ表現を使って活動することで、表現の定着を図ることができると考える。第１時では、本単元の終末の
対話をALTやJTEが示すことで、基本となる言語材料に触れることができるようにした。第２・３時で現在の笠原町
について自分の考えを伝え合い、終末では同じ言語材料を用いて自分で考えた未来の笠原町の魅力を仲間と交流する活
動を設定した。単位時間の中でも、伝えたい内容について相手を替えながら何度も繰り返して交流することで、使いな
がら言語材料に慣れ、定着を図ることができるようにした。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とりする場を設ける。本単元では、既習表現や定着をねらう表現を用いて対話できる笠
原小学校や笠原町を話題にSmall Talkを行う。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や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の高め合いの場を活用し、再度定着を
図ったりしていきたい。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できるように、ペアでその時間の話題について対話することで確認し合うよう
にする。 

 

５ 小中の接続について 

（１） 題材について 

New Crown Book２ Lesson４“Enjoy Sushi”で自分の好きな場所を扱う。 

（２） 言語材料について 

New Crown Book１ Lesson７“Sports for Everyone”で、助動詞canについて指導する。 

（３） 活動のタイプについて 

New Crown Book１ Lesson３“I like soccer”で、Show & Tell形式で活動する。 



 

６ 単元指導計画 

 

 第６学年 10・11月「未来の町・KASAHARA 開発計画」（国語科） 単元指導計画【全８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題 

に巻き込むように積極的に話している。 

正確さ：基本となる言語材料を用いて、現在の笠原町についての思いや、

開発した未来の町の魅力について正しく問答することができる。 

正確さ： 言語についての知識：笠原町についてどう思うか、また開発した未

来の町の魅力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：相手の理解を助けるために、反対語や例を示して説明を加えるこ

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 

 【導入】             【中盤】                                             【終末】 

  

 

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】 

５年１・２月「未来へ提案～こん

な車、どうですか？～」で This car 

has (   ).  について指導する。 

 

【活動のタイプについて】 

６年６月「みんなでやろう体づく

り運動」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］ウ  

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  

What do you think of Kasahara? 

We (don’t ) have (a big swimming pool). 

We can (not) (enjoy / see / buy) ~. 

What do you think?  It’s~.  Because ~. 

 今後の指導への発展 

【題材について】 

関連する今後の指導なし 

 

【言語材料について】 

６年３月「中学校でどんなと

ころ」で What do you think 

about (   ) ? について指導す

る。 

 

【活動のタイプについて】 

６年１１・１２月「どこへ行 

きたい～世界編～」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題に巻き込むように積極的に話してい
る。 

技能 

話題 ２０年後の笠原町について 

内容 現在の笠原町についての思いや、開発した町の魅力を 

言語材料 We have ～.や canなどの町の魅力を伝える言語材料を用いて 

表現の方法 相手が理解を助けるために、反対語や例を示して説明を加えながら 

程度 ４～５文程度で話すことができる。 

言語・文化の知識・理解 
笠原町についてどう思うか、また開発した未来の笠原町の魅力につ
いて問答する言語材料を理解している。 

題材と伝え合う内容 

現在の笠原町のよいところや問

題点、２０年後にこうなってい

てほしい笠原町 

終末の活動の工夫（Show & Tell形式） 

・現在の笠原町のよいところや改善点を考え、自分たちが大人になる２０年後にどんな笠原町に

なっていたらより住みやすいのかを考え、プレゼンする。自分たちが住んでいる身近な笠原

町が題材であるため意欲的に取り組めると考える。 

言語の使用場面 

（ア）児童の身近な暮らしにかかわる場面 

言語の働き 

（ウ）事実・情報を伝える 

 ・説明する 

第１時 

ねらい：ALT や JTE が住んで
いる町について、よいところや

改善点、また先生たちが考えた

未来の町開発計画を聞く活動を
通して、本単元のイメージをも

つとともに、話される内容を正

しく聞き取ることができる。 

課題 

 

活動の概要 

・ALTと JTEの町についてクイ 

ズに挑戦する。 

・ALTの先生の町のよいところ

や改善点、未来の町のプラン

についての話を聞き取る。 

・聞き取ったことをワークシー

トにまとめる。 

・JTEの先生の町についても同

じように聞き取る。 

 

評価規準 

 本時は評価しない 
 

ALTと JTEの先生の未来の

町開発計画を知ろう。 
 → 

→ 

未来の KASAHARAを交流し、誰

もが住みやすい素敵な町を見付け

よう。 

第８時 

ねらい：自分たちが考える未来の

KASAHARA について中学生と交流

し、誰もが住みやすい素敵な町を完成

させる活動を通して、質問を織り交ぜ

て聞き手を話に巻き込むように話した

り、相手の理解を助けるために、反対

語や例を示して説明を加えたりするこ

とができる。 

課題 

 
 

 

 

活動の概要 

・Small Talk「自己紹介～相手に質問

しながら」 

・交流前半 １対１の対話で未来の町

についてプレゼンし、中学生からコ

メントやアドバイスをもらう。また、

中学生からの提案を聞き、よいと思

ったら自分の町に取り入れる。 

・中間指導 

・交流後半 中間指導で学んだことを

後半の活動に生かす。 

評価規準 

・質問を織り交ぜて聞き手を話題に巻

き込むように積極的に話している。             

（関心・取組） 

・相手が理解しにくい時に反対語や例

を示して説明を加えることができ

る。       （表現・適切さ） 

 

第６・７時 
ねらい：自分たちが考える未来の
KASAHARA について交流し、誰もが
住みやすい素敵な町を選ぶ活動を通
して、町についての思いや、開発した
町の魅力について問答する言語材料
を正しく理解するとともに、質問を織
り交ぜて聞き手を話に巻き込むよう
に話したり、相手の理解を助けるため
に、反対語や例を示して説明を加えた
りすることができる。 

課題 

 
 

 

 

活動の概要 

・Small Talk「笠原町の私のお気に入

りの場所」 

・交流前半 １対１の対話で未来の町
をプレゼンし合う。 

・中間指導 

・交流後半（第６時は３つのグループを
第７時は４つのグループをめどに） 

・チャレンジクイズを行う。 

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

（関心・取組） 
・相手が理解しにくい時に反対語や例
を示して説明を加えることができ
る。       （表現・適切さ） 

・町についての思いや、開発した町の
魅力について問答する言語材料を
理解している。   （言語・知識） 

 

未来の KASAHARAを交流し、

誰もが住みやすいすてきな町を

つくろう。 

未来の KASAHARA を交流し、

誰もが住みやすいすてきな町を

つくろう。 

 

第２・３時 

ねらい： 笠原町のよいところやあ

ったらいいなと思うものについて
交流する活動を通して、基本となる

言語材料を用いて、笠原町について

の思いを正しく話すことができる。 

課題 

 

 

 

 

活動の概要 
・Small Talk  

「笠原小学校のよいところ（第２

時）」「笠原町のよいところ（第３
時）」 

・笠原町のよいところ（第２時）、

あったらいいなと思うもの（第３
時）についてペアで交流する。 

・中間指導  

・交流後半 

（中間指導では第２時は、主に 

「have」の言い方、第３時は「don’t 

have」の言い方にふれる） 

・チェックタイムをペアで行う。 

評価規準 

・基本となる言語材料を用いて、笠
原町についての思いを正しく話

すことができる。 

        （表現・正確さ） 

 

 

笠原町のよいところやあったら

いいなと思うものを交流し、未

来の町を考えるヒントをつかも

う。 

第４時 

ねらい： ２０年後の笠原町にある

といいなと思うものとその理由を

交流する活動を通して、基本となる

言語材料を用いて笠原町について

の思いを正しく話すことができる。 

課題 

 

 

 

活動の概要 

・Small Talk 「笠原町の改善点」 

・笠原町の改善点についてペアで交

流する。 

・中間指導 英語表現と分からない

ことについて質問して理解する

ことについてレベルアップをは

かる。 

・交流後半 

・これまでの交流で笠原の町につい

て考えたことをもとに、グループ

ごとに未来の町開発を始める。 

・チェックタイムをペアで行う。 

評価規準 

・基本となる言語材料を用いて笠原

町についての思いを正しく話す

ことができる。 

（表現・正確さ） 

 

 

第５時 

ねらい：自分たちが考える未来の

KASAHARA のプレゼンを準備す

る活動を通して、質問を織り交ぜて

聞き手を話題に巻き込むように積

極的に話している。 

課題 

 

 

活動の概要 

・Small Talk 「笠原小の改善点」 

・HRT の町について、２種類のプ

レゼン（聞き手を巻き込みながら

話しているものとそうでないも

の）を聞き、自分たちのプレゼン

に取り入れられることを考える。 

・グループごとに、より魅力的なプ 

レゼンを目指して練習する。 

・開発した町の名前をポスターに単 

語で書く。 

評価規準 

・質問を織り交ぜて聞き手を話題に

巻き込むように積極的に話して

いる。     （関心・取組） 

 

 

未来の笠原町にあるといいなと
思うものとその理由を交流し、

未来の町計画を進めよう。 

聞き手を巻き込むように話す

工夫をしよう。 

 → 

→ 



７ 本時のねらい 笠原町にあったらいいなと思うものについて交流する活動を通して、基本となる言語材料を用いて、笠原町についての思いを正しく話すことができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
８ 本時の展開（３／８） 

時

間 
児童の学習活動 

指導・援助（○）と留意点（・） 
補助教材等 

HRT ALT 

1 Greeting   あいさつをする。    

5 Small Talk  

○“笠原町のよいところ”についてペアで対話する。（１分×２回） 
  

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。 

・前時使用した名 

詞・形容詞カー 

ドは黒板わき 

に貼っておく。 

 

 

＜中間指導＞ 

・基本表現 We 

don’t have ~ 

in Kasahara./ 

I want ~. 

（黒板掲示用） 
 

・あったらいいな 

と思うものを 

説明する時に 

使える名詞・形 

容詞カード 

（黒板掲示用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜書く活動＞ 

・文字プリント 

・ワークシート 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 
3 
4 

 

 
3 
4 

 
3 
 
 
 
2 

Activities 

① ALTの住む町の改善点について HRTと対話するのを聞き、本時の課題をつかむ。 

HRT: What do you think of Mizunami? 

 
 

 
 

HRT: I see.  We have a baseball stadium in 
Nagoya.  But Nagoya is a little far. 

HRT: I like baseball, too.  I want to watch 
baseball games. 

ALT: It’s clean and comfortable.  But we don’t 

have a baseball stadium.  I like baseball.  

Now we can not watch professional baseball 

games.  So I want a baseball stadium in 

Kasahara. 

ALT: Yes.  What do you think? 

 

 

笠原町にあったらいいなと思うものを交流し、未来の町を考えるヒントをつかもう。 

② どんな表現を用いて話せそうか見通しをもつ。 

③ 交流１ ペアで対話する。（１分×１回） 

C1: What do you think of Kasahara? 

 
C1: I see. 

C1: It’s fun.  But we don’t have big shopping 
mall.  We can not buy games. 

 

C2: It’s beautiful.  But we don’t have many 

parks.  We cannot play soccer. 

C2: What do you think of Kasahara? 
 

C2: That’s too bad. 

④ 中間の高め合いの場１ 

基本表現( We don’t have ~ in Kasahara.や I want~. ) について確認したり、言いたい表現を

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、言いたい表現や簡単によさを述べてからあったら

いいなと思うものを話す話し方を知る。 

⑦ 交流３ 相手を替えてペアの対話を再度行う。（１分×２回） 

⑧ 本時学んだ基本表現を用いて、ワークシートに英語で書く。  

We don’t have a big shopping mall in Kasahara. 

⑨ チェックタイム 

新しく示された「あったらいいなと思うもの」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。 

⑩チャレンジタイム 

 本時の対話を成果として学級の前で発表する。 

○listenerの立場で、聞き方の手本を示す。 

 

 

○前時（We have~.）とつなげながら、本時

の基本表現（We don’t have~.）を導入する。 
 

○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。 

○中間の高め合いの場１では、本時の基本表

現（We don’t have ~ in Kasahara.や I 

want ~.）を指導する。 

 

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。 

 

 

 

〇中間の高め合いの場２では、What do you 

think of Kasahara?の質問に対し、It’s 

bad(not good).という反応ではどんな感

じがするかを考えることで、いきなり全

てを否定するのではなく、前時で考えた
ような町のよさを述べてから、But…とい

うようにあったらよいものについて述べ

る話し方のよさを共有する。 

 

・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
の相互評価を見届ける。 

○speaker の立場で、自分の住む町にあ

ったらいいものとその理由について話
し、手本を示す。 

 

 

 

○交流中は、児童の活動の中に入り、英

語表現が使えているかを確認する。 

○中間の高め合いの場１では、あったら

いいなと思うものの説明に使いそうな

建物や場所の言い方、言いたくても言
えなかった表現を拾い上げ、指導する。 

○交流２では、児童の活動の中に入り、

基本となる表現を正しく話せるように
助言したり、よりよい英語表現を教え

たりする。 

 

〇中間の高め合いの場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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○チャレンジタイムでは、listener の立

場で児童と対話をする。 

 
4 
 
1 

Comments 
○本時の振り返りをする。 
○HRT・ALTのコメントを聞く。 
Greeting   
○Thank you, Bob sensei. 

〇本時の基本表現の定着や知っている表現
を用いて積極的に対話していた児童の姿
を価値付ける。 

○児童が話していた英語や内容について
コメントする。 

 

【評価規準】 
・基本となる言語材料を用いて、笠原町についての思いを正しく問答することができる。 

                         （表現・正確さ） 
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