
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? 

 

 

 5 

 

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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12 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
    

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
 
 
1 

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。 


	2-1前文
	2-1計画
	2-1展開



