
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） 
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