
第６学年２組 英語科学習指導案 

日 時：平成２９年１１月１日（水） 第４校時 

場 所：多治見市立笠原小学校 体育館 

指導者：小学校 HRT 友清 美賀子 JTE(兼務) 田森 朝水  

  中学校 JTE  前田 賢人   ALT William Deasy 

 

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 未来の笠原町について 

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。 

自分たちが考えた未来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 

    相手の反応に応じて、コメントを述べたり、分からないことを伝えようとしたりすることができる児童が増



えてきた。７月の単元「奈良公園でインタビューしよう」では、自分の聞きたい事柄について質問し、相手の
回答に対してコメントを述べながら、話に巻き込んでいくという活動を行った。“Oh!  It’s nice.”、“What’s 
～？.”等、感想を述べながらさらに聞き返し、話に巻き込もうとする児童が増えてきたものの、相手の反応
に即興的に応えていくことに対して、言葉が続かない児童もまだいる。本単元ではこうした児童の弱さに対し
て、自分の述べたいことを、相手にも意見を聞きながら話すこと等を取り入れることで話に巻き込み、会話を
より楽しめる児童を増やしていきたい。 

（２）表現の能力に関わって 
   基本となる表現を間違えないで言うことに意識がいき、本来の会話ではなく、覚えたことを言うだけという

姿が児童の中にはまだ見られる。また即興的に応える場合では、これまでに身につけた表現を相手の話す内容
によって変化させることなく使用する児童もいる。相手との自然なやりとりを行うために、基本となる表現の
一部分を変化させていくだけで様々な場面に対応できることを理解させ、バリエーション豊かに話すことが
できるようにしたい。また、相手に正確に内容を伝えるために例を示したり、言い換えたりすることについて
はその都度指導していきたい。 

（３）言語や文化に関する知識・理解に関わって 
  児童は、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、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」をどん
なものにしていきたいかをペアで考える。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。仲間が考えた未来の町を聞
き、「だれもが住みやすい町」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。そこでは、取り上げる題材や、伝えたい思いやよさについてブレーンストーミン
グをして、考えを出し合った。その中で、子どもたちが毎日生活する町に対してよさを感じることも多いが、
「もっとこうだったらいいのに」という町に対する改善点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、改善点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時、
第３時で現在の笠原町について自分の考えを伝え合い、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、JTE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指導の場を活用し、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 自分たちが考える未来のKASAHARAについて中学生と交流し、誰もが住みたくなる魅力あふれる笠原町について話し合う活動を通して、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、例などを示して説明を加えたりして話すことができる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
８ 本時の展開（８／８） 

時

間 
児童の学習活動 

指導・援助（○）と留意点（・） 
補助教材等 

HRT JTE（兼務） 

 

1 

Greeting   あいさつをする。 

Hello, Tomokiyo sensei.  Hello,Tamori sennsei.    E1:How are you?     E2:I’m great. 

  ・グループ番号の入っ
た名札 

 

2 

 

Small Talk  
○中学生(J)と小学生(E)とで４人１組のグループを作り、その中でペアを組んで自己紹介をする。 

J1: Hello.  I’m ○○.  Nice to meet you.   E1: Hello.  I’m □□?  Nice to meet you, too. 
J1: Where is your favorite place in Kasahara.  E1: I like Chuo-Kouminkan.   

J1: Me, too.  Why do you like Kouminkan?  E1:Because I can play table tennis.  Do you like table tennis? 
J1:No,I don’t.  But I like badminton. 

○即興の会話が苦手な児童に付き、
相手への質問の仕方や相手からの
質問に対する答え方等を示す。 

 

○会話が進まないペアの援助を
しながら全体を見届ける。 

 

・前時までに使用した 
 町作りに使用する単
語カード 

（黒板の脇に提示） 
・プレゼンテーション
用の資料（児童ペア
各自） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ミーティングタイム１＞ 
・はさみ、のり、ペン 
 資料のコピー 白紙 
 
＜中間の高め合いの場＞ 
・これまでに児童から
出た、相手を巻き込
むために使える表現
が書かれたシート 

 
 
 

 
2 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 
 
5 

 
4 
 

10 
 
 

Activities 
①本時の課題、活動の流れを確認する。 

未来の KASAHARAを交流し、住みたくなるような町をつくろう。 

② 発表  自己紹介し合ったグループでお互いの町作りについてプレゼンテーションを行う。 

③ ミーティングタイム 1  

お互いに聞き合った未来の笠原町について意見交流を行い、プレゼンテーションの中から取り入れ

たいアイディアを選び、グループ内で新たな未来の笠原町を考える。 

④交流１ 中学生と練り合った未来の笠原町について、中学生とペアになって他のペアと交流する。 

⑤中間の高め合いの場 小中に分かれて、どう表現したらよいか困っていること、相手を巻き込むた

めの質問（Do you ~? 、What ○○do you ~ ? 等）について確認する。 

⑥ミーティングタイム２ プレゼンテーションの仕方や内容について、より相手を巻き込めるように

中学生と相談する。 

⑦交流２ さらに練り直した未来の笠原町について相手を替えて,話に巻き込みながら交流する。  
 

E1,2：This is “Ball and ball KASAHARA”.  

E1：On the first floor, we can play soccer.  And on the second 
floor, we can play baseball.  Do you like sports?  

E2：We have special festivals every week.  (        は、質問) 
E1：We can meet professional sports players. 

E2：For example, Ichiro, Otani, Honda, Kagawa.  
E1,2：What do you think of this town? 

   ＊交代して中学生のプレゼンを聞く。   

J1,2：Ball and ball ?. 

J1：Yes, I do.  I like baseball. 
J2：No, I don’t.   

 
 

 
J1：It’s good.  

J2：I want to meet Honda! 

E1 J1: Hello!                                       

E1: This is ○○ Sports Kasahara.  

J1: This city has many stadiums.  Stadium.  OK?   

Ummm...big ground!   

For example, baseball, soccer, tennis and track and field.                      

E1: All stadiums have a second-floor. 

J1: We can try many sports from around the world.   

For example, kabaddi, crab soccer and cricket. 

E1: Do you know kabaddi? 

       And we have a special festival every week.   

J1: We can see special games and professional players. 

E1 J1: What do you think of this town?        

E2,J2: Hello!   

J2: Sports city!  OK. 

 

E2: No. 

E2: Oh, OK. 

J2: Nice idea. 

 

E2: Yes! 

J2: Oh! Great!   

E2 J2: It’s nice town. 

○本時の課題と目指す姿、活動の流
れを確認する。以下のポイントを
示す。 

 
◎質問を織り交ぜて聞き手を巻き込
むように話す。 

◎例などの説明を加えて話す。 
 
○交流中は、プレゼンテーションに
自信がない児童に配慮し、一緒に
発話しながら援助する。 

○自分の意見をうまく伝えられない
児童に付いて、簡単な言葉で伝え
られるよう援助したり、中学生と
の交流の手助けを行ったりする。 

 
 
 
○中間の高め合いの場では、よりよ
い町作りに向けて、相手を巻き込
むために必要な英語表現を確認
し、共通認識させることで，それ
ぞれのグループでも使えるように
指導する。 

 
○相手を巻き込んで話すことができ
るように、児童と一緒になって質
問をすることで、その言い方の手
本を示す。 

 
 

 
 
 
○交流の中で、質問を織り交ぜて
聞き手を巻き込むように話し
ている児童や相手の理解を助
けるために工夫して話す児童
の姿を見付け、その場で価値づ
ける。 

 
 
 
 
 
○児童が言いたい英語表現につ
いてうまく言えないなどサポ
ートが必要な児童のいるグル
ープを回りながら指導する。 

○相手を巻き込むための工夫に
ついて、よいグループの例を示
しながら広めていく。 

○中間の高め合いの場を受けて
生かしたい表現等についてグ
ループを回り指導する。 

 
 
 
 

 
 

 
5 

Comments ○本時の振り返りをする。 
全体）交流２でのアイディアを聞いて、よかった点やその理由を発表する。 

小・中別）中学生とプレゼンテーションを練り上げる上で学んだことや、聞き手を話に巻き込むこと
について自分や仲間の姿を振り返る。 

○本時のねらいに即して、児童の姿
を例に出し、認めながらコメント
する。 

○本時のねらいに即して、例を示
したり説明を加えることで理
解を助けていた姿を中心にコ
メントする。 

 

1 Greeting  Thank you, Tamori sensei.  Thank you, Tomokiyo sensei.     

・質問を織り交ぜて聞き手を話に巻き込むように話している。   （関心・取組） 

・相手の理解を助けるために、例などを示して説明を加えたりして話すことがで 

きる。                        （表現・適切さ） 
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