平成 29 年度東京都英語教育推進地域事業

小学校英語授業の指針

平 成

30 年 ３ 月

福生市教育委員会

は

じ

め

に

福生市では新学習指導要領の完全実施に向けて、平成３０年度から小学校中学年の外国語活動及
び高学年の外国語科の内容について先行して実施をします。これまで平成 27 年度の「英語教育重
点施策
画

PROGRESS 5」を皮切りに、平成２８年度からは５ヶ年計画で「福生市英語教育推進計

PLAN FOR 2020」を展開するとともに、東京都英語教育推進地域の指定を受けてその準備

を行ってきました。
英語教育の大きな変革期を迎え、とりわけ小学校の先生方は不安を感じていることと思います。
そこで本市では、先生方の不安を少しでも軽減するため、東京都英語教育推進地域としての研究テ
ーマを「効果的な指導を行うためのガイドラインの作成」と定め、２年間の研究を行ってきました。
平成２９年３月にはその中間報告書として、「小学校英語の授業づくりのためのガイドライン
「どのように授業を行えば効果的
Guidelines for teaching English in elementary schools」を作成し、
な指導となるのか」という、いわば HOW の視点から提案を行いました。その上で、研究最終年度
にあたる平成２９年度には、
「何を取り扱えば効果的な指導となるのか」という、いわば WHAT の
視点から研究に取り組みました。
本冊子「小学校英語授業の指針

A Teachers’ COMPASS for Teaching English in Elementary

Schools」は、新学習指導要領に基づいた授業を行うための指導計画です。本計画は、中学年におい
ては東京都教育委員会発行の「小学校第３・４学年外国語活動指導資料」を、高学年においては文
部科学省作成の教材「We Can!」をベースとして、福生市の小学生の実態に合わせて作成してあり
ます。本冊子と、昨年度作成の「小学校英語の授業づくりのためのガイドライン

Guidelines for

teaching English in elementary schools」を併せて活用することにより、小学校において、「何を
What」、
「どのように How」指導すればよいのかが明確になるはずです。
各学校の担当の教員におかれましては、これら２冊を座右の書として活用することで、現在、変
革期の小学校英語の授業においても、自信をもって指導に当たっていただきますようお願いいたし
ます。
結びとなりますが、本冊子は東京都英語教育推進地域事業として作成したものです。作成に当た
り、東京都教育庁指導部義務教育指導課に御指導をいただきましたことを感謝申し上げます。

平成３０年３月
福 生 市 教 育 委 員 会
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作成者一覧

小中９年間を見通した系統的な福生市版Can-doリスト
小学校・中学校

聞く

F１

F２

F３

F４

F５

F６

●身近な語句や文を聞
きとることに慣れ親し
んでいる。

●身近な単語を聞い
て、日本語と英語との
共通点や相違点に気付
くことができる。

●自分のことや、数字
や食べ物などの身近な
ことについて、大切な
言葉を聞き取ることが
できる。

●自分のことや、色や
職業などの身近なこと
について、３つ程度の
大切な言葉を聞き取る
ことができる。

●身の回りの言葉を聞い
て、その音声と文字を結
び合わせることができ
る。

●身近なあいさつや自分
のことに関する単文を聞
いて、その音声と文字を
結び合わせることができ
る。

●アルファベットの26
種類の読み方を聞い
て、どの文字であるか
が分かる。

●アルファベットの発
音を聞いて、どの文字
であるかが分かる。
（音素認識）

●アルファベットの大
文字と小文字を発音す
ることができる。

●アルファベットの大
文字と小文字を正しく
発音することができ
る。

●簡単な指示を理解し
て、その指示に従うこ
とができる。

話された内容に
ついて、必要な情
報を聞き取る力

●日本語とアルファ
ベットが違う物だと識
別できる。

●目にする単語が英語
表記だということを知
る。

読む

●数字や食べ物など、
生活で良く使う単語を
理解して発音できる。

書かれた内容に
ついて、必要な情
報を読み取る力

話す
（やりとり）

ᵤᵖ

ᵤᵗ

●授業中の簡単な指示を聞いて、理解する ●ゆっくり話してもらえば、活動の指示な ●教科書の内容や課題などについて、自然
ことができる。
どを聞いて、理解することができる。
な口調でもはっきりと説明されれば、要点
を理解することができる。
●好き嫌いや学校生活などに関する自己紹 ●自分自身や学校・地域などの身のまわり
介を聞いて、理解することができる。
の話題についてのスピーチを聞いて、理解 ●身近な話題のニュースやコマーシャルを
することができる。
聞いて、概要を理解することができる。
●ゆっくり話されれば、日付や時刻など自
分が必要なことを聞いて、理解することが ●日常生活の身近な話題についての話を聞 ●日常生活に関する身近な話題についての
できる。
いて、具体的なことを聞き取ることができ 話を聞いて、詳細を聞き取ることができ
る。
る。

●学校行事やスポーツな
ど、相手のことや周りの
出来事についてのまとま
りのある話を聞いて、具
体的な内容を理解するこ
とができる。
●音声で慣れ親しんだ単 ●音声で十分に慣れ親し ●簡単なポスターやカードなどの短い文章 ●スポーツ・音楽・旅行など個人的な興味 ●物語を読んで、物事の順序や大切な部分
語や文を視覚情報などを んだ単語や文を識別して を読んで、理解することができる。
のある話題に関する文章を読んで、その概 を理解しながら、内容を理解することがで
参考にして読むことがで 正確に読むことができ
きる。
略を理解することができる。
●旅の思い出などが書かれた非常に短い近
きる。
る。
況報告を読んで、理解することができる。 ●短い文章を読んでだれが何をするのか具 ●簡単な語で書かれたまとまりのある文章
●既習事項の単語や文を ●既習事項の単語や文を
を、初見で読んで、概略を理解することが
体的に理解することができる。
認識して読み取ることが 読み取ることができる。 ●簡単な語で書かれた短い物語や説明を読
できる。
んで、辞書を使えば概略を理解することが ●簡単な語で書かれた短い物語や説明を読
できる。
できる。
んで、イラストや写真を参考にしながら概
略を理解することができる。

●あいさつやごく簡単
な短い指示に応答する
ことができる。
（あいさつでのやりと
り）

●体調などの簡単な表
現を使い、ごく身近な
話題について話すこと
ができる。
（調子を尋ねることに
ついてのやりとり）

●数字や食べ物などの
簡単な語句や基本的な
表現を用い、自分のこ
とや身の回りの物につ
いて、動作を交えなが
ら、自分の考えや気持
ちなどを伝え合うこと
ができる。
（２往復のやりとり）

●色や職業などの簡単
な語句や基本的な表現
を用い、サポートを受
けて、自分や相手のこ
と及び身の回りの物に
関する事柄について、
質問したり質問に答え
たりすることができ
る。
（２往復のやりとり）

●学校生活や一日の生活
など、簡単な語句や基本
的な表現を用い、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、伝え
合うことができる。
（４往復のやりとり）

●学校行事やスポーツな
どについての簡単な語句
や基本的な表現を用い、
自分や相手のこと及び身
の回りのものに関する事
柄について、質問したり
質問に答えたりして伝え
合うことができる。
（４往復のやりとり）

●時間、場所、人物などについて、質問を ●趣味など自分のなじみのある話題に関し ●相手の話でわからないことについて質問
したり、質問に答えたりできる。
て、簡単な質疑応答をすることできる。
したり聞き返したりしながら、会話を続け
ることができる。
●スポーツや食べ物などの身近な話題であ
れば、短い会話をすることができる。

●限られた語句や表現
を用いて話すことがで
きる。

●限られた語句や表現
を用いてはっきりとし
た声で話すことができ
る。

●簡単な語句や表現を
用いて実物やイラス
ト、写真などを見せな
がら２文程度で話すこ
とができる。

●簡単な語句や表現を
用いて実物やイラス
ト、写真などを見せな
がら３文程度で話すこ
とができる。

●簡単な語句や基本的な
表現を用いて、できるこ
とや誕生日など身近な事
柄や自分のことについて
３文程度で話すことがで
きる。

●簡単な語句や基本的な
表現を用いて、思い出や
将来の夢など身近な事柄
や自分のことについて４
文程度で話すことができ
る。

●準備をすれば、自分のことについて、ま ●準備をすれば、自分がしたことや将来の ●簡単な表現や決まり文句を使って、自分
たは質問して得たことについて、７～８文 夢について１０文程度の英文で短いスピー の要望を伝えることができる。
チをすることができる。
程度の英語で他の人に伝えることができ
る。
●準備をすれば、身近な話題について、聞
き手にわかりやすいスピーチをすることが
できる。

●アルファベットをな
ぞり書きすることがで
きる。

●アルファベットを自
分で書くことができ
る。

●音声で十分に習熟した ●音声で十分に習熟した ●習慣でしていることや過去にしたことな
単語のうち、身の回りの 内容を使って、自己紹介 どを書くことができる。
名詞を書き写すことがで 文を書くことができる。
きる。
●相手の誕生日や好きなことを知るため
に、質問文をいくつか書くことができる。
●音声で十分に習熟した
表現のうち、基本的な表
●自分のことや他人のことについて、つな
現を書き写すことができ
がりのあるごく短い文章を書くことができ
る。
る。

簡単な語句や文
を用いて、即興で
伝えあうことがで
きる力

話す

●視覚情報などを参考
にして、色や職業等の
身近な単語を識別して
読むことができる。

●学校生活や一日の生活
など、自分のことや身近
なことについて、短い会
話や説明を聞いて具体的
な内容を理解することが
できる。

ᵤᵕ

（発表）
事実や自分の考
え、気持ちなど
を、まとまりのあ
る内容で話すこと
ができる力

書く

●フォニックスで扱う
単語を写すことができ
る。

関心のある事柄
について、簡単な
語句や英文を用い
て、事実や自分の
考えを書くことが
できる力

●自分が過去にしたことやその感想などに ●理由や例を挙げて、相手に説明する短い
ついて数文で書くことができる。
文章を書くことができる。
●趣味や事物について、つながりのある数 ●趣味や事物について、つながりのあるま
文の文章を書くことができる。
とまった文章を書くことができる。

●話したり聞いたりしたことを、簡潔に書 ●自分が体験したこと、読んだり聞いたり ●英文や図表など聞いたり読んだりした内
くことができる。
したことについて、意見を交えながら述べ 容について、その概要や要点を把握し、自
合うことができる。
分の意見や考えなどとの共通点や相違点な
どを示しながら、論理的・批判的に話した
り書いたりすることができる。

４技能の統合
聞いたり読んだり
して得た情報につい
て、要点を的確に把
握し、自分の意見や
考えをもとに、話し
たり書いたりして表
現する力

レベル
相当学年

小学３年生

小学１年生
小学２年生

中学１年生

小学５年生
小学４年生

小学６年生

中学３年生
中学２年生

3

Zoo!”

“Let’s go to the

Unit 3

“How are you?”

Unit 2

“Hello”

Unit 1

単元名

F2 年間 10 時間

“Lucky 7”

Unit 4

“Brown bear.”

Unit 3

“I like red.”

Unit 2

name is~.”

“Hello. My

Unit 1

単元名

F1 年間５時間

１

１

１

時間

１

１

２

１

時間

Hello. Let’s go to the zoo!
elephant / kangaroo /
penguin / snake / polar bear

題材名
Hello / Bonjour / Jambo /
ニーハオ / アンニョンハセ
ヨ / Boa tarde….
How are you? I’m ~.
Good/great/wonderful/tired/
hungry/not so good

Lucky 7 1,2,3 !
1~10

目標
（１）進んで自分の名前を伝えようとする。
【学】

（１）動物の名前の言い方が分かる。
【知】

（１）感情や様子を伝えようとする。
【学】

（１）世界の様々な言葉のあいさつを使ってコミュニケーションを図ろうとする。【学】

目標

（１）1~10 までの数を英語で言おうとしている。
【知】

Touch. Touch something~.
Hello! I like ~.Bye.
（１）色の言い方が分かる。【知】
red / pink / orange / yellow /
（２）進んで好きな色を伝えようとする。
【学】
white / green / blue / purple
/ brown / black
Good night. Good morning.
Yes. No.
cat / dog / horse / duck / （１）動物の名前の言い方が分かる。【知】
frog / sheep / monkey / bear
/ goldfish / bird

Hello. Thank you.
My name is ~ .

題材名

福生市立小学校英語教育年間指導計画
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Unit 2

“Hello!”

Unit 1

単元名

F3 年間 35 時間

Christmas!”

“Merry

Unit 9

“Halloween”

Unit 8

“We are family.”

Unit 7

toes”

knees and

shoulders,

“Head,

Unit 6

shopping”

“Let’s go

Unit 5

“Let’s count”

Unit 4

２

３

時間

１

１

１

１

２

１

（１）相手意識をもって、表情やジェスチャーを付けて、感情や様子を伝えようとする。
【学】

（１）相手意識をもって自分の名前を伝えて挨拶しようとする。
【学】
（２）英語でのあいさつの表現を使って自分の事を伝え合う。
【表】
（３）世界には様々な言語があることに気付く。
【知】

目標

（１）自分の欲しいものを伝えようとする。
【学】

Merry Christmas! What do
you want? I want ~.
Santa Clause / doll / bicycle
Comic book / video game

題材名
Hello. Good morning.
What’s your name? My
name is ~. How are you? I’m
fine. Thank you. And you?
How are you? I’m ~. Good

（１）ハロウィンの表現を使って進んで友達とやりとりをしようとする。【学】

（１） 家族の言い方が分かる。
【知】

Trick or treat?
Here you are. / Thank you.

We are family.
father/mother/sister/brother/
grandfather/grandmother

（１）体の部位の言い方が分かる。
【知】

（１）相手の好きなものを聞く表現が分かる。【知】
（２）進んで英語で買い物をしようとする。
【学】

Do you like ~? Yes, I do. No,
I don’t. please
1~10
hamburger
/
pizza
/
sandwich / salad / spaghetti
/ hotdog / fired chicken /
sausage / omelet /

Head / shoulders / knees
and toes
Hands on your head.

（１）11～20 までの数の言い方が分かる。
【知】

11~20

5

Unit 9

our museum.”

“Welcome to

Unit 8

“My name”

Unit 7

favorite.”

“This is my

Unit 6

Forest”

“In the Autumn

Unit 5

“My rainbow”

Unit 4

apples?”

“How many

Unit 3

“I’m happy.”

４

４

４

４

５

５

４

（１）相手意識をもって、動物の絵を紹介しようとする。
【学】
（２）“What do you want?”を使って欲しいものを尋ねたり、欲しい色や形状、形について答えたりす
る。
【表】
（３）日本語と英語の共通点や相違点に気付く。
【知】
（１）相手意識をもって、動物について紹介しようとする。【学】
【表】
（２）“I am ~.”や“Who am I?”を使って、動物紹介をする。

I am ~. Who am I? You are
a/an ~. Cat / dog / horse /

（１）相手意識をもって、“What do you want?”を使いながら、コミュニケーションを図ろうとする。
【学】
（２）アルファベットの大文字を使って、ほしいものを尋ねたり答えたりする。
【表】
（３）身の回りに、アルファベットの大文字で表現されているものがあることに気付く。
【知】

（１）相手意識をもって、好きな食べ物について、尋ねたり答えたりしようとする。
【学】
【表】
（２）“What ~ do you like?”を使って、尋ねたり答えたりする。
（３）野菜や果物の言い方について、日本語と英語の音声の違いに気付く。
【知】

（１）物語を、動物や体の部位の表現に注目しながら、内容を理解しようとする。【学】
（２）動物の名前、色や形状、体の部位の表現を使って、物語を伝える。【表】
（３）動物の鳴き声について、日本語と英語の音声の違いに気付く。
【知】

（１）相手意識をもって、好きな物や好きではないものについて、伝えようとする。
【学】
（２）“Do you like ~?”と“Yes, I do. / No, I don’t.”の表現を使って尋ねたり答えたりする【表】。
（３）色について、様々な見方があることに気付く。
【知】

（１）数を尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
【表】
（２）１~20 の数の数え方や、数の尋ね方の表現を使って、尋ねたり答えたりする。
（３）数字の言い方について、英語と日本語との音声の違いに気付く。
【知】

（２）感情や様子を尋ねたり表したりする表現を使って、尋ねたり答えたりする。【表】

What do you want? The blue
big square, please. （色、動
物、形状、形）

What do you want? The card
“~”, please. A~Z

I like ~. I don’t like ~. Do you
like ~? Yes, I do. No, I don’t.
red / pink / orange / yellow /
light green / green / light
blue / blue / purple / brown /
black
I see something ~. Are you a
~? Oh, my ~. Yes, I am. I am
~. Dog / cat / horse / mouse
/ snake / sparrow / monkey /
long / short / big / small /
triangular / square / ear / eye
/ head / nose
What ~ do you like? I like ~.
/ I don’t like ~. Vegetables /
carrot / corn / onion / potato
/ tomato / fruits / cherry /
apple / strawberry / grapes /
orange / school lunch / curry
and rice / spaghetti / fried
bread / hamburger steak /
stew

How many ~? One~twenty
Here you are. Thank you.

luck! Come here. I don’t
know. Good!
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Unit 6

“Good Morning”

Unit 5

“What’s this?”

Unit 4

“How many?”

Unit 3

“Turn right.”

Unit 2

you.”

“Nice to meet

Unit 1

単元名

F4 年間 35 時間

“Who am I?”

４

５

５

４

４

４

時間

Good morning. Wake up /
wash /brush / comb / put
away / get dressed / have
breakfast / check / leave /
take out / spend / do my
homework / play / take a
bath / dream
What color (animal) do you
like? I like ~. （色）（動物）

What’s this? It’s a/an ~. （動
物）（アルファベット）

Go straight. Turn right. Turn
left. Where is the ~? School
/ supermarket / convenience
store / flower shop /
restaurant / park
How many ~ are there? /
There are ~. / 1~100 / ball /
triangle / desk / chair /
notebook / textbook / eraser
/ pencil / book / scissors /
glue / chalk / paper / cap /
ruler

What do you want? The card
“~”, please. a~z

題材名

duck / frog / sheep / cow / pig
/ mouse / monkey / bear /
lion / snake / bird / giraffe /
camel / elephant / long /
short / big / small

（１）相手意識をもって、好きな色や動物について、尋ねたり答えたりしようとする。【学】
（２）What color (animal) do you like?の表現を使って尋ねたり答えたりする。
【表】

（１）“Hi, friends! Story Books”の物語“Good Morning”を、反応しながら聞こうとする。【学】
（２）動作を表す簡単な語句を使って、積極的に一日の生活について表現する。
【表】
（３）“Good Morning”で主に扱われている動作を表す表現に慣れ親しむ。【知】

（１）身の回りのものについて尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
（２）“What’s this?”を使って尋ねたり、“It’s a/an ~.”を使って答えたりする。
【表】
（３）身の回りには様々な文字があることに気付く。
【知】

（１）数を尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
【表】
（２）20~100 の数の数え方や数の尋ね方の表現を使って、尋ねたり答えたりする。
（３）世界の各国の数の数え方について、日本語の言い方との共通点や相違点に気付く。
【知】

（１）相手意識をもって、道を尋ねたり、道案内をしたりしようとする。【学】
（２）“Where is the ~?”を使って道を尋ねたり、“Go straight.”や“Turn right(left).”を使って、目的地への
行き方を伝えたりする。
【表】
（３）建物の表し方について、日本語と英語の音声が違うことに気付く。【知】

（１）相手意識をもって、“What do you want?”を使いながら、コミュニケーションを図ろうとする。
【学】
（２）アルファベットの小文字を使って、欲しいものを尋ねたり答えたりする。
【表】
（３）身の回りに、アルファベットの小文字で表現されているものがあることに気付く。
【知】

目標

（３）形状や動物の言い方について、英語と日本語の音声の違いに気付く。
【知】
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birthday?”

“When is your

Unit 2

spell it?”

“How do you

Unit 1

単元名

F5 年間 70 時間

Quiz Show”

“What’s this?

Unit 8

“Ten years!”

Unit 7

you.”

“This is for

７

８

時間

５

４

（１）他者に配慮しながら簡単な自己紹介をしようとする。【学】
（２）自己紹介を聞いて分かったり好きなものや欲しいものなどを伝え合ったりする。【表】
（３）好きなものほしいものなどを聞いたり言ったりすることができる。また、活字体の大文字を識別
し、読む（発音する）ことができる。
【知】

Hello. Nice to meet you. My
name is ~.
How do you spell it?
I like/don’t like ~.
What ~ do you like?
I have ~. I want ~.

When is your birthday? My
（１）他者に配慮しながら、好みや欲しいもの、誕生日について伝え合おうとする。
【学】
birthday is ~.
Do you like ~? Yes, I do. /No, （２）祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いて分かったり、誕生日や欲しいもの、好きなものな
I don’t.
どを伝え合ったりする。
【表】
What do you want for your （３）誕生日について聞いたり言ったりすることができる。また、活字体の大文字を書くことができる。
birthday? I want ~.
【知】
Happy birthday.

目標

（１）身の回りのものについて尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
（２）“What’s this?” “It’s a/an ~.”を使って、身の回りのものについて尋ねたり答えたりする。【表】
（３）色と形の言い方について、英語と日本語の音声の違いに気付く。
【知】

題材名(使用表現？)

What’s this? It’s a/an ~.
（動物）（色）（形・形状）

Teacher / singer / baker /
doctor / cook / farmer / artist
（１）第４学年の児童が 10 歳と言う年齢に達した節目に自分の気持ちを伝えようとする。
【学】
/ What do you want to be? I
（２）“What do you want to be?”を使って尋ねたり、将来の夢を伝えたりする。
【表】
want to be a/an ~. My dream
（３）職業の言い方について、英語と日本語の音声の違いに気付く。
【知】
is to be a/an ~. It’s to be a/an
~.

（３）身の回りのものがアルファベットの文字で表現されていることに気付く。
【知】
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you like?”

“What would

Unit 8

treasure?”

“Where is the

Unit 7

Italy.”

“I want to go to

Unit 6

jump high.”

fast. He can

“She can run

Unit 5

you get up?”

“What time do

Unit 4

Monday?”

have on

“What do you

Unit 3

８

８

８

８

８

７

（１）他者に配慮しながら、自分や第三者についてできることやできないことなどを紹介し合おうとす
る。
【学】
（２）自分や第三者について、できることやできないことを、考えや気持ちも含めて伝え合う。
【表】
（３）自分や第三者について、できることやできないことを聞いたり言ったりすることができる。また、
文字には音があることに気付く。【知】
（１）他者に配慮しながら、行きたい国や地域について説明したり、自分の考えを整理して伝え合った
りしようとする。
【学】
（２）行きたい国や地域について理由も含めて伝え合う。
【表】
（３）国名や行きたい場所について、聞いたり言ったりすることができる。また、それらを書き写すこ
とができる。【知】
（１）他者に配慮しながら、場所を尋ねたり道案内をしたりしようとする。
【学】
（２）道案内で、場所を尋ねたり答えたり、簡単な語句を推測しながら読んだりする。【表】
（３）物の位置を尋ねたり答えたりする表現を、聞いたり言ったりすることができる。また、簡単な語
句を書き写すことができる。【知】
（１）他者に配慮しながら、丁寧に注文を尋ねたり答えたり、メニューについてまとまりのある話を聞
いたり、感想を伝え合ったりしようとする。
【学】
（２）丁寧に注文を尋ねたり答えたりして、自分の考えを伝え合ったり、簡単な語句を推測しながら読
んだりする。【表】
（３）家族の呼称や、丁寧に注文や値段を尋ねたり答えたりする表現を聞いたり言ったりすることがで
きる。また、簡単な語句を書き写すことができる。
【知】

Where do you want to go? I
want to go to ~.
Why? I want to see / go to /
visit / eat / buy ~. You can ~.
It’s ~.

Where is the treasure? Go
straight (for ~ blocks). Turn
right/ left at ~ corner. You
can see it on right / left. It’s
on / in / under / by ~.

What would you like? I’d like
~.
This is my special menu.
What’s your special menu?
It’s for ~.
How much? It’s ~ yen.

（１）他者に配慮しながら、自分の一日の生活について伝え合おうとする。
【学】
（２）一日の生活に関するまとまりのある話を聞いておおよその内容を捉えたり、一日の生活について
伝え合ったりする。【表】
（３）一日の生活について聞いたり言ったりすることができる。また、活字体の小文字を書くことがで
きる。【知】

Can you ~? Yes, I can. /No,
I can’t.
I / You / He / She can~.

What time do you ~?
I usually ~ at (時間).
I always ~.

Do you have (教科) on (曜
（１）他者に配慮しながら、時間割やそれについての自分の考えなどを伝え合おうとする。
【学】
日)?
What do you have on ( 曜 （２）学校生活に関するまとまりのある話を聞いておおよその内容を捉えたり、時間割について伝え合
ったりする。【表】
日)?
I study ~.
（３）教科について聞いたり言ったりすることができる。また、活字体の小文字を識別し、読むことが
Are you (職業)? Yes, I am.
できる。
【知】
/No, I’m not. I’m ~.
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She is great.”

“He is famous.

Unit 3

Japan.”

“Welcome to

Unit 2

“This is me.”

Unit 1

単元名

F6 年間 70 時間

hero?”

“Who is your

Unit 9

８

８

８

時間

８

（１）他者に配慮しながら、日本文化について伝え合おうとする。【学】
（２）日本の行事や食べ物、自分の好きな日本文化について伝え合ったり、例を参考に語順を意識しな
がら書いたりする。【表】
（３）日本の行事や食べ物などについて、聞いたり言ったりすることができる。
【知】

Welcome to Japan.
In (季節), we have (祭り).
I like / enjoy ~.
Why do you like it?
We have (食べ物).
It’s (味).

（１）他者に配慮しながら、第三者について伝え合おうとする。
【学】
（２）語順を意識して、自分やある人について紹介したり、例を参考に紹介する分を書いたりする。
【表】
（３）「主語＋動詞＋目的語」の文の語順に気付き、自分や第三者について聞いたり言ったりすること
ができる。
【知】

（１）他者に配慮しながら好きなことやできることなどを伝え合おうとする。
【学】
（２）自己紹介で、自分の好きなことやできることなどについて伝え合う。
【表】
（３）自己紹介に関する表現や好きなこと、できることなどを聞いたり言ったりすることができる。
【知】

I’m from ~.
My nickname is ~. I like /
play ~. I can ~.
I want to go to ~.
I want to watch ~.
My birthday is ~.
What ~ do you like?

I am ~. I like / play ~. I have
/ want ~. I can ~.
Who is this? He / She is ~.

目標

（１）他者に配慮しながら、自分があこがれたり尊敬したりする人について、自分の意見を含めて紹介
し合おうとする。
【学】
（２）あこがれたり尊敬したりする人について、自分の考えや気持ちを含めて伝え合う。
【表】
（３）得意なことについて、聞いたり言ったりすることができる。また、簡単な語句や表現を書き写す
ことができる。
【知】

題材名

Who is your hero? This is
my hero. He / She is good at
~. He / She is a good ~. He /
She can ~. He / She is ~.
Can you / he / she ~?
Are you a good ~?
Why?
He / She is ~.
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School Life”

“Junior High

Unit 9

want to be?”

“What do you

Unit 8

memory”

“My best

Unit 7

watch?”

you want to

“What sport do

Unit 6

vacation.”

“My summer

Unit 5

“I like my town.”

Unit 4

８

８

８

８

８

８

I want to join ~ / study / make
many friends…

（１）他者に配慮しながら、中学校生活について伝え合おうとする。
【学】
（２）中学校の部活動や学校行事などについて伝え合ったり、中学校生活について書かれている英語を
推測しながら読んだりする。【表】
（３）中学校の部活動や学校行事などについて、聞いたり言ったりすることができる。【知】

（１）他者に配慮しながら将来の夢などについて、伝え合おうとする。
【学】
（２）将来の就きたい職業やしたいこと、その理由などを伝え合う。また、将来の夢について簡単な語
や基本的な表現で書かれた英語を推測しながら読んだり、例を参考に語と語の区切りに注意しな
がら書いたりする。【表】
（３）将来就きたい職業などについて、聞いたり言ったりすることができる。
【知】

（１）他者に配慮しながら思い出の学校行事について、伝え合おうとする。
【学】
（２）学校行事について伝え合ったり、例を参考に語順を意識しながら書いたりする。【表】
（３）学校行事について聞いたり言ったりすることができる。
【知】

（１）他者に配慮しながら、オリンピック・パラリンピックで見たい競技とその理由などについて伝え
合おうとする。
【学】
（２）オリンピック・パラリンピックで見たいや協議とその理由などについて伝え合う。
【表】
（３）国名や競技名等について、聞いたり読んだりすることができる。
【知】

（１）他者に配慮しながら、夏休みの思い出について伝え合おうとする。【学】
（２）夏休みに行った場所や食べた物、楽しんだこと、感想などについて伝え合う。また、夏休みの思
い出について簡単な語句や基本的な表現を推測しながら読んだり、例を参考に語順を意識しなが
ら書いたりする。
【表】
（３）夏休みに行った場所や食べた物、楽しんだこと、感想などを聞いたり言ったりすることができる。
【知】

I went to ~.
It was ~.
I enjoyed ~.
I saw ~.
It was ~.

What sport do you want to
watch? I want to watch ~ on
TV.
Why?
I like ~. He / She is good at
~. He / She is great ~.
What’s your best memory?
My best memory is / was ~.
We went to ~ / ate ~ / saw ~
/ enjoyed ~.
What do you want to be? I
want to be ~.
Why? I like ~. I can ~.
That’s good.
Good luck.

（１）地域のよさなどについて、伝え合おうとする。
【学】
（２）地域のよさや課題などについて自分の考えや気持ちを伝え合ったり、地域の良さや願いについて
例を参考に語順を意識しながら書いたりする。【表】
（３）地域にどのような施設があるのか、また欲しいのか、さらに地域のよさなどを聞いたり言ったり
することができる。【知】

We have / don’t have ~.
We can ~.
We can enjoy ~.
(地域の名前) is nice town.

FUSSA GRADE 1
（小学校第１学年相当 ５時間）

F1―Unit1

１時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 1 “Hello. My name is ~.”

すすんで自分の名前を伝えようとする。
【学】
My name is ~.
Hello. / Thank you.
学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

25

〇Warming up
・”Hello Song (Super Simple Songs)”を歌いながら踊
る。

〇あいさつで使った How are you ? I’m ~.
と関連付けて歌わせるようにする。

〇New Phrases
・ALT と会話をして、意味を考えさせる。
A: Hello. My name is ~. Thank you.
B: Hello. My name is ~. Thank you.
・めあてを提示する。

〇めあてにつなげるために、ALT 会話をし
た後に、「何について話していた？」等
と聞き、その意味を推測させる。

めあて なまえをえいごでつたえよう
〇ALT と練習をさせる。(Listen & Repeat)

〇Activity 「サイン集めゲーム」

10

5

（１）ワークシートを持ちながら、会話をする。
（２）自分の名前を紹介したら、友だちにワークシー
トに名前（サイン）を書いてもらう。
（３）ALT と必ず話をして、サインをもらうようにす
る。
（４）できるだけ多くの友だちから、サインをもらう。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇クラスを半分に分けたり、グループにし
て練習をさせたりしながら、練習の単位
を小さくしていく。

〇日本語による説明はできるだけ少なく
して、ALT とのデモンストレーションを
見せて、ルールを理解させるようにす
る。
〇活動を始める前や終わった後に、何名か
の児童を前に来てやらせる。
★自己紹介の表現を使って、すすんで自分
の名前を伝えようとしている。
【学】

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.
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F1―Unit 2 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “I like red.”

色の言い方がわかる。
【知】
red / orange / yellow / green / blue / purple / pink / brown / white / black
Touch. Touch something ~.
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

10

♪Hello. Hello.
Hello, how are you?
I'm fine. I'm fine.
I hope that you are, too.

○Songs
“Hello Song”

めあて

★評価

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士で挨
拶ができるよう指導する。

○本時の流れを説明する。

いろんないろをえいごで言ってみよう

○New Words

red / orange / yellow / green / blue / purple / pink
10

○指導上の留意点

○Song
“Rainbow Colors!”

○Reading
“Brown Bear, Brown Bear, What do you see?”
☆新出単語 brown / white / black

○HRT は単語練習をすることを伝える。
○ALT はフラッシュカードを使いなが
ら、テンポよく進める。
○HRT は動画を見ることを伝える。
○曲の途中、繰り返すところは繰り返さ
せる。児童からアンコールが出たら、
時間を見てもう一度流す。
○ALT は習った色が出てきたら、What
color?と言って児童に言わせながら読
み進める。
○HRT はアクティビティをすることを伝
える。

20

○Activity
“Touch something game”
T: Touch, touch, touch!
C: Touch, touch, touch!

○ALT はデモンストレーションをする。
○分からないようであれば、HRT が補足
する。
○慣れてきたら、T 役を児童にやらせて
もよい。

T: Touch something…red!
C: Red!

【知】
★色の言い方がわかっている。
5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》
□That’s all for today. □See you next time.

14

F1―Unit 2 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “I like red.”

すすんで好きな色を伝えようとする。【学】

Hello! I like ~. Bye.
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

5

♪Hello. Hello.
Hello, how are you?
I'm fine. I'm fine.
I hope that you are, too.

○Song
“Hello Song”

○Review & Song
“Rainbow Colors!”
○Small Talk「好きな色」

めあて
15

10

5

○指導上の留意点

★評価

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士で挨
拶ができるよう指導する。

○前時に学習した色の言い方を復習す
る。
○HRT と ALT の好きな色に関する簡単
な会話場面をみせ、それぞれの好きな
色を聞き取らせる。

すきないろを言ってみよう

○Activity 1 「キーワード・ゲーム」

○“I like ~.”という表現に慣れさせるため
に行う。消しゴムを取ることだけに集
中しないよう、表現を何度も練習でき
るように活動を組む。

○Activity 2 「色集めインタビュー」

○活動させる前に、担任と ALT のデモン
ストレーションを見せるとよい。必要
であれば補足説明をする。

（１）習った色と、その下に名前を書く枠があるワ
ークシートを配布する。
（２）児童は以下の表現を使っていろいろな児童と
会話をし、枠の中に友達の名前を書いてい
く。
A: Hello!
B: Hello!
A: I like ~.
B: I like ~.
A: Bye.
B: Bye.
（３）全色名前が書けるように会話する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★すすんで 好きな色を伝えようとして

いる。
【学】

○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》
□That’s all for today. □See you next time.

15

F1―Unit 3 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “Let’s go to the zoo. (1)”

動物の名前の言い方がわかる。
【知】
bear / bird / duck / horse / frog / cat / dog / sheep / goldfish / monkey
Good night. Good morning. Yes. No.
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

10

○Song
“Hello Song”
“Rainbow Colors!”
めあて

“Brown Bear, Brown Bear, What do you see?”
○Activity 1 「ジェスチャー・ゲーム」

10

5

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士で挨
拶ができるよう指導する。
○歌で色の言い方を復習する。

○本時の流れを説明する。

○ALT は動物の言い方を児童にも言わせ
ながら読み進める。
○ルールは児童の実態に合わせて変え
る。

（１）みんなの前でジェスチャーをしてくれる児童
を決める。
（２）HRT または児童が動物を決め、児童はジェス
チャーだけでその動物を表現する。
（３）どの動物か分かったら手を挙げ、英語で動物
名を言えたら１ポイント。
（４）個人戦でも、チーム戦でもよい。

○Activity 2 「ミッシング・ゲーム」

10

（１）グループになり、机にカードを広げる。
（２）じゃんけんをして順番を決める。
（３）１番の児童は“Good night.”と言って目を閉じ
させ、一枚だけカードを裏返す。準備ができ
たら“Good morning.”と言って周りの児童を
起こす。
（４）周りの児童は裏返したカードが何かを考え、
声をそろえて単語を言う。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○HRT はゲームをすることを伝え、デモ
ンストレーションを見せながらやり方
を説明する。

★動物の名前の言い方が分かってい
る。【知】
○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》
□That’s all for today. □See you next time.

16

★評価

いろんなどうぶつをえいごで言ってみよう

○Reading
10

○指導上の留意点

F1―Unit4 1 時間目

Unit 4 “Lucky7”

1～10 までの数を英語で言おうとしている。
【知】
one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/ten
Lucky 7 1,2,3!

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、と英語で挨拶をする。
・出席をとるために児童の名前を呼んで Yes と返事を
させる。
○Warming up
・ABC の歌（Super Single Songs）を歌う。
15

○Review
・前時の学習内容のブラウンベアから色や動物の言い方
を復習する。
めあて

えいごで１から１０までいってみよう。

○New Phrase
・one/two/three/four/five/six/seven/eight/nine/ten
・ミッシングゲームで定着させる。
○Activity1

10

“7 steps”
（Super Single Songs）

（１）歌を聞く。
（２）口ずさんだり、手拍子を入れたりして歌う。
（３）手拍子を入れながら歌う。
（４）歌わない数を指定して歌ってみる。
（５）指で数をつくりながら歌う。

○ALT が進出単語を発声したあとに児童
が復唱し、慣れたら児童だけで発声でき
るようにする。
○DVD で映像を見せる。
○声が出ないときはアカペラでゆっくり
区切りながら練習する。
○歌詞が７までしかないので、アカペラで
１０まで歌って練習させる。
○数の順番をかえて歌ってもよい。

○Activity2

15

5

「“Lucky 7”でハイタッチ！」

（１）デモンストレーションをして見本をみせる。
（２）教室内を歩いてペアを見つける。
（３）出会ったら、”Hi. Lucky 7 1,2,3!”と言って１～5
の数を出す。お互いの数を一つずつ数えて 7 に
なった場合のみハイタッチをする。ならなかっ
た場合は Bye.と言って別れる。
（４）時間まで繰り返す。

○出た指の数は必ず２人で数えるように
する。見本でしっかり見せる。
★１~１０の数を英語で言おうとしてい
る。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》 □That’s all for today. □See you next time.

17

FUSSA GRADE 2
（小学校第２学年相当 10 時間）

F2―Unit1 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 1 “Hello!”

世界の様々な言葉のあいさつを使ってコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
Hello. / Bonjour. / Jambo. / ニーハオ / アンニョンハセヨ / Boa tarde. ….

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Warming up
・Hello song(super simple songs)を歌って踊る。
○めあてを提示する。
20

めあて ともだちのサインをあつめよう。
○New Words
・世界地図や国旗を見せながら、世界のあいさつの言い
方を練習する。

○各校や各クラスの実態に合わせて、在籍
児童の母語や ALT の母国のあいさつを
取り入れる。
〇世界のあいさつについては Hi,friends!1
Lesson1 (p.4.5)を参照。

○ Activity 1 「世界一周にでかけよう！」

10

（１）円を作って座る。椅子を一つ抜いておく。
（２）どの国のあいさつにするか決める。
（３）オニは、一人の児童の肩をたたいて、左回
りで円をまわる。肩をたたかれた児童は、席
を立ち、右回りで円をまわる。
（４）出会ったら、その言葉であいさつをして空
いている席に早く座る。座れなかった人が次
のオニになる。
（５）(2)~(4)を繰り返す。

○Activity 2 「カード交換」

10

5

（１）国旗とあいさつが書かれているカードを持っ
て歩きまわる。
（２）自分のカードに書かれているあいさつをして、
カードを交換する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇毎回、どの言葉のあいさつにするか決ま
ったら、指導者の後に全員でリピートさ
せ、発話量を促す。
〇できるだけ広いスペースを確保するな
どして安全面に十分考慮したい。

○制限時間内にできるだけ多くの国のあ
いさつをできるように促す。
★積極的に世界のあいさつの表現を使お
うとしている。
【学】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.

21

F2―Unit 2 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “How are you?”

感情や様子を伝えようとする。
【学】
How are you? / good / great / wonderful / tired / hungry / not so good
How are you? I’m ~.
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

○Song
“Hello Song”
めあて

きぶんをつたえあおう

○Song
“Hello!” (Super Simple Songs)
10

○New Words

good / great / wonderful / tired / hungry / not so good
○Activity 1 「キーワード・ゲーム」
10

T: How are you?
T: How are you?
T: I’m ~.

C: How are you?
C: How are you?
C: I’m ~.

○Activity 2 「あいさつゲーム」

10

5

（１）気分が書かれたカードを一人一枚配る。
（２）児童は“Hello”のあいさつの後、カードに書か
れた気分をその口調で伝え合う。
（３）お互いにカードを交換し、次の相手と会話を
する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○指導上の留意点

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士であい
さつができるよう指導する。

○本時の流れを説明する。
○HRT は動画を流し、児童が曲や表現に
慣れるようにする。慣れてきたら動き
もつけるとよい。
○イラストと共に提示し、意味をつかみ
やすくする。

○表現に慣れるよう、繰り返し練習でき
るように活動を組む。消しゴムを取る
ことだけに集中しないよう注意する。

○前時で扱った世界の挨拶と関連付けて
Activity を行う。

★感情や様子を伝えようとしている。
【学】
○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》
□That’s all for today. □See you next time.

22

★評価

F2―Unit 3 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “Let’s go to the zoo! (2)”

動物の名前の言い方が分かる。
【知】
elephant / kangaroo / penguin / snake / polar bear
Hello. Let’s go to the zoo!
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

○Song
“Hello Song”
めあて いろんなどうぶつをえいごで言ってみよう。
○Song
“Let’s Go To the Zoo ”

10

(Super Simple Songs Animals No.2)
○New Words

elephant / kangaroo / penguin / snake / polar bear
○Activity 1 「ジェスチャー・ゲーム」

10

（１）みんなの前でジェスチャーをしてくれる児童
を決める。
（２）HRT または児童が動物を決め、児童はジェス
チャーだけでその動物を表現する。
（３）どの動物か分かったら手を挙げ、英語で動物
名を言えたら１ポイント。
（４）個人戦でもチーム戦でもよい。

○Activity 2 「“Let’s go to the zoo!” ゲーム」

10

5

（１）動物の絵が描かれた小カードを、児童に一人
一枚配る。
（２）児童はカードを持って相手を探し、“Hello!”と
声をかける。
（３）“Let’s go to the zoo!”と声を合わせて言いなが
ら、自分のカードを互いに見せ合う。
（４）同じ動物だったら HRT のもとに一緒に行き、
何の動物か一緒に言う。
（５）新たなカードをもらい、次の会話をする。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○指導上の留意点

★評価

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士であい
さつができるよう指導する。
○本時の流れを説明する。

○HRT は動画を流し、児童が曲や表現に
慣れるようにする。慣れてきたら動き
もつけるとよい。

○動画に出てきた動物を確認し、発音練
習をする。
○ルールは児童の実態に合わせて変え
る。

○可能であれば、１年生で習った動物も
確認して、カードの中に混ぜてもよい。

★動物の名前の言い方が分かってい
る。【知】
○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》
□That’s all for today. □See you next time.
23

F2―Unit4 1 時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “Let’s count from 1 to 20!”

11~20 までの数の言い方が分かる。
【知】
eleven/twelve/thirteen/fourteen/fifteen/sixteen/seventeen/eighteen/nineteen/twenty

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、と英語で挨拶をする。
・出席をとるために児童の名前を呼んで Yes と返事
させる。
○Warming up
・7steps の歌を歌う。
15

○Review
・既習の 1~10 を復習する。
めあて

えいごで 11～20 までいってみよう。

○New words
・eleven/twelve/thirteen/fourteen/fifteen/sixteen/
seventeen/eighteen/nineteen/twenty
・ミッシングゲームで定着させる。
○Activity1

10

15

5

「 “1 to 20 song”を歌おう。」

（１）歌を聞く。
（２）口ずさんだり、手拍子を入れて歌う。
（３）手拍子を入れながら歌う。
（４）歌わない数を指定して歌う。
（５）指で数をつくりながら歌う。
○Activity2

○iPad を使って“1 to 20 song”の映像など
を見せる。

インタビュービンゴゲーム

（１）デモンストレーションをして見本をみせる。9
マスのビンゴ用紙を配り、数を書かせる。
（２）教室内を歩いてパートナーを見つける。
（３）出会ったら、”11-20”の数を英語で言う。
相手がその数を書いてあったら数字を丸
で囲む。相手が言った数が自分のプリント
に記入してあったら丸で囲む。
（４）時間まで繰り返す。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》 □That’s all for today. □See you next time.

24

○ALT が進出単語を発声したあとに児童
が復唱し、慣れたら児童だけで発声で
きるようにする。
○”~teen”の言い方のきまりをおさえる
とよい。

○児童の実態に合わせて、ビンゴ用紙は数
が書かれているものを配っても良い。
○いくつビンゴができたかを尋ねるとき
も英語で聞く。”How many Bingos”
★11~20 までの数の言い方が分かってい
る。
【知】

F2―Unit5

１時間目

目標
新出単語･表現

Unit 5 “Let’s go shopping.”

相手の好きなものを聞く表現が分かる。
【知】
Do you like~? Yes, I do. / No, I don’t.

hamburger, pizza, sandwich, salad, spaghetti, hotdog, fried chicken, sausage, omelet

会話表現
本時の展開

Do you like~? Yes, I do. / No, I don’t.
学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

25

〇Warming up
・”Hello Song (Super Simple Songs)”を歌いながら踊
る。

〇あいさつで使った How are you ? I’m ~.
と関連付けて歌わせるようにする。

〇New Phrases / Words
・ALT と会話をして、意味を考えさせる。
Do you like Ramen? Yes, I do. / No, I don’t.

〇めあてにつなげるために ALT と会話し
た後に、「何について話していた？」等
と聞き、その意味を推測させる。

・めあてを提示する。

〇食べ物の名前は、児童にとって日常生活
で馴染みのある言葉となっている。ALT
の発音を聞いて、日本語との音やイント
ネーションの違いにも気付かせたい。

めあて すきな食べものをきいてみよう
・ALT と会話・単語の練習をさせる。

〇クラスを半分に分けたり、グループにし
て練習をさせたりしながら、練習の単位
を小さくしていく。

〇Activity
“Do You Like Broccoli Ice Cream?”
(Super Simple Songs DVD Vol.2 09)

15

5

（１）全員で映像を観て、曲に慣れる。
（２）全員で映像に合わせて一緒に歌う。
（３）ワークシートに歌詞を変えた文章を作り、書き
入れる。
Do you like A(本時で学習した食べ物)?
Do you like B(自分の好きな食べ物)?
Do you like A B？
（４）希望する児童は前に来て発表しながら、みん
なで歌う。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇自分の好きな食べ物は、カタカナで書い
てもよい。指導者は歩き回りながら、英
語で何というかを教える。
〇前に来て代表児童が発表する時は、その
児童のとなりで一緒に歌ってあげるよ
うにする。
★ 相手の好きなものを聞く表現が分か
っている。
【知】

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.
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F2―Unit 5

２時間目

目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 5 “Let’s go shopping.”

すすんで英語で買い物をしようとする。
【学】
（数）
（食べ物）, please.

numbers (1~10)
hamburger, pizza, sandwich, salad, spaghetti, hotdog, fried chicken, sausage, omelet

本時の展開
学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
〇New Phrases / Words
・ALT と会話をして、意味を考えさせる。
Hello. 2 hamburgers, please.
Here you are. Thank you.
15

・めあてを提示する。

〇めあてにつなげるために、ALT と会話し
た後に、
「何について話していた？」等と
聞き、その意味を推測させる。
〇複数形の”s”は、あえて口頭で指導はせ
ず、音声で聞かせながら理解をさせてい
く。

めあて かいものにでかけよう。
・ALT と数(1~10)、食べ物（hamburger 等）の練習をす
る。
・ALT と会話(~, please.)の練習をする。

〇クラスを半分に分けたり、グループにし
て練習をさせたりしながら、練習の単位
を小さくしていく。

〇Activity 1 「キーワードゲーム」

10

（１）ペアを作る
（２）２人の机の上の真ん中に消しゴム一つを置く。
（３）キーワード（食べ物）を決める。
（４）（数）
（食べ物）, please.を ALT の後にリピー
トして言っていく。(2 hamburgers, please.)
（５）キーワードが聞こえたら、消しゴムをとる。
〇Activity 2

15

〇何度もも声に出して練習させることが
ねらい。勝ち負けにこだわらせないよう
に、リズムを使って１回ずつの隙間の時
間を無くしたり、実態に応じてルールを
変更したり（全員が立っていて、キーワ
ードが聞こえたら椅子に座る等）するこ
とも考えられる。

「おべんとうをつくろう。」

〇ルールは日本語による説明を少なくし
（１）クラスをお店屋さんとお客さんに分ける。
て、デモンストレーションで理解させ
（２）お客さんは、1000 円をもって買い物をする。
る。
【ルール】①どの食べ物も一つ 100 円
〇オリジナルなおべんとうを作るように
②同じ食べ物は３つまで。
意識させる。
③必ずお金は使いきる。
④買った食べ物は、ワークシートに貼っていく。
★すすんで英語で買い物をしようとして
（３）時間がきたら、お客さんとお店屋さんを替える。

いる。
【学】

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.
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F2―Unit6

1 時間目

Unit 6 “Head, shoulders, knees and toes”

体の部位の言い方が分かる。【知】
head/shoulders/knees/toes/ears/eyes/mouth/nose
What’s this? Hands on your heads.

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、と英語で挨拶をする。
・出席をとるために名前を呼んで Yes と返事させる。
15

○Warming up
・”Hello song”を歌う（Super Single Songs）
めあて

体についてえいごでいってみよう。

○New words
・head/shoulders/knees/toes/ears/eyes/mouth/nose
・ミッシングゲームで定着させる。

○ALT が進出単語を発声したあとに児童
が復唱し、慣れたら児童だけで発声で
きるようにする。

」
○Activity1「“Head,shoulders,knees and toes”を歌う。
（Super Single Songs）

10

（１）２回歌を聞く。
（２）アカペラで振り付けを入れて練習する。
（３）口ずさんだり振り付けたり、個々のペースで
歌ってみる。
（４）慣れるまで数回歌う。
（５）スピードを早くして歌ってみる。
○Activity2

15

５

○繰り返し歌うことで単語が定着するの
でしっかり声を出すよう呼びかける。
○DVD を使って“Head,shoulders,knees
and toes”の映像を見せて歌わせる。

カルタゲーム

（１）デモンストレーションで見本をみせる。各、
体の部位ごとのカードを 2 枚ずつ配る。
（２）４～５人グループをつくる。
（３）児童が順番で”Hands on your heads. Head!”
と言っていく。周りの児童も”head!” と復
唱してカルタをする。
（なれるまで HRT
が行ってもよい。
）
（４）カードがなくなるまで繰り返す。

★体の部位の言い方が分かっている。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》 □That’s all for today. □See you next time.
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F2―Unit7

1 時間目

Unit 7 “We are family”

家族の言い方が分かる。
【知】
father/mother/sister/brother/grandfather/grandmother
Hands on your heads. We are Family!

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、と英語で挨拶をする。
・出席をとるために名前を呼んで Yes と返事させる。
15

○Warming up
・”Hello song”を歌う（Super Single Songs）
めあて

家ぞくについてえいごで言ってみよう。

○New Phrase
・father/mother/sister/brother/grandfather/grandmother
・ミッシングゲームで定着させる。
○Activity1

10

「カルタゲーム」

（１）デモンストレーションで見本をみせる。家族の
単語カードを１枚ずつ配る。
（２）４~５人グループをつくる。
（３）児童が順番で” Hands on your heads. Father!”
と言っていく。周りの児童も”Father!” と復
唱してカルタをする。
（なれるまで HRT や AL
T が進行してもよい。
）
（４）カードがなくなるまで繰り返す。
○Activity2

○ALT が進出単語を発声したあとに児童
が復唱し、慣れたら児童だけで発声で
きるようにする。

○適宜単語練習をはさんで習熟を確認す
る。

○慣れてきたら、既習事項の単語カード
を言ったり入れたりしてもよい。

「なんでもバスケット」
★家族の言い方が分かっている。【知】

15

5

（１）児童に 1 枚単語カードを渡す。
（２）児童はまるく座り、日直が真ん中に立つ。
（３）皆で”Hello”と言い、日直が”mother”などの単
語を言い、そのカードを持っている人だけが
席を移動する。
（４）皆が”Hello”と言ったあとに真ん中にいる児童
が“Family!” と言ったら全員が席を移動する。
（５）慣れてきたら、異なる単語カードを 1 枚追加
する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. □Hello.
《Activity》
見本を見せる時→ □Let’s play ~. □Look!
始める前
→ □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Sit down.
《Review》 □That’s all for today. □See you next time.
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F2―Unit8 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “Halloween”

ハロウィンの表現を使って、すすんで友達とやりとりをしようとする。【学】
Trick or Treat?
Here you are. / Thank you.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

10

〇Warming up
・”Hello Song (Super Simple Songs)”を歌いながら踊
る。

めあて ハロウィンをたのしもう。
〇ALT の国でのハロウィンの過ごし方を紹介する。

〇Song
“Knock Knock, Trick or Treat?”
(Super Simple Songs DVD – Halloween 02)
15

〇映像や写真を見せながら、視覚でも理解
できるようにする。

〇Trick or treat?の意味を確認したり、練習
したりして、歌詞に慣れ親しませる。

（１）全員で一度映像を見る。
（ ２ ） 登 場 人 物 (ghost, cowboy, witch, monster,
ballerina, pirate)を確認する。
（３）歌詞に合わせた踊りを練習する。
（４）実際に歌って踊ってみる。

〇Activity 「キャンディー集め」

15

5

（１）一人５枚キャンディーを HRT からもらう。
（２）そのキャンディーをもって、歩きまわりながら
じゃんけんをする。
（３）じゃんけんをして、勝ったら、Trick or treat?を
言う。
（４）もう一方の人は、Here you are.と言って、キャ
ンディーを渡す。
（５）また違う児童と、
（１）～（４）を繰り返す。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★ハロウィンの表現を使いながら、すすん
で友達とやりとりをしようとしている。
【学】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.
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F2―Unit9 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Merry Christmas!”

自分の欲しいものを伝えようとする。【学】
I want ~. Santa Clause / doll / bicycle / comic book / video game
Merry Christmas! What do you want? I want ~.
学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
〇めあてを提示する。

めあて ほしいものをつたえよう
20

○Song
・ What Do You Want for Christmas? (super simple
songs DVD Christmas No.13 )を歌う。
○New Words &New Phrases
・”I want ～.”を練習する。
○ Activity 1 「クリスマスバスケット」

10

（１）一人一人が単語の書かれたカードを持ち、
大きな円を作る。
（２）全員でオニに”What do you want?”と聞く。
（３）オニは”I want ~.”と答える。
（４）オニが言った単語のカードを持っている児
童は立ち、違う椅子に座る。
（５）”Merry Christmas!”とオニが答えたら、全員
が立って移動する。
（６）椅子に座れなかった人がオニになる。

○Activity 2 「サンタクロースになってみよう」

10

5

（１）児童は白紙に、自分の欲しいものの絵を描く。
（２）描いた絵を回収して、５種類の封筒に入れる。
（３）全員でじゃんけんをして、勝った人がサンタク
ロース（５人）になる。
（４）他の児童は立って、それぞれのサンタクロース
のところに行って、”I want ~.”と自分の欲しい
ものを伝える。
（５）もし封筒にその欲しいものがあったら、サンタ
クロースは”Merry Christmas!”と言ってその紙
を渡す。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○What Do You Want for Christmas?に”I
want ～.”の表現がくり返されているの
で、歌をもう一回歌ってみるなどして、
活用するとよい。
○”What do you want?”は児童にゲームを
通して何回も言わせることで、慣れ親し
ませる。あえて、ゲームを止めて練習を
させる必要はない。

○クリスマスの雰囲気を作るために、活動
中にクリスマスの歌を流したりすると
よい。
★自分の欲しいものを伝えようとしてい
る。
【学】

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」「分かったこと」など、振り返りの視点
を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》□Good morning. Hello.
《Activity》
□見本を見せる時→Let’s play ~. Look!
□始める前→Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら→Time’s up. Sit down.
《Review》 □That’s all for today. See you next time.
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FUSSA GRADE 3
（小学校第３学年相当 35 時間）

F3―Unit 1 １時間目
目標

世界にはさまざまな言語があることに気付く。【知】
Japan / Australia / Korea / Russia / France / China /India / Finland / America / Kenya
/ Brazil /アンニョンハセヨ / ニーハオ など
What country is this? It’s ~.

新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

10

Unit 1 “Hello!”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Songs
♪Hello. Hello. Hello, how are you?
I'm fine. I'm fine.
“Hello Song”
I hope that you are, too.
○Alphabet
・“A/a”を正しく４本線に書き写す。
・“A/a”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“A/a”を参照」
）
めあて

（１）国の風景や生活の様子を写した写真や映像を
見せる。
（２）世界のあいさつを２回ずつ聞かせる。
（３）どの国のあいさつか考えさせる。
T：What country is this?
C：It’s Japan.
（４）それぞれの国のあいさつを言わせる。
○Activity 2 「世界の国からこんにちは」

15

5

★評価

○英語の時間のあいさつを理解させる。
○“Hello Song”を聞いて、友達同士で挨
拶ができるよう指導する。

いろいろな国のあいさつを知ろう

○Activity 1 「どこの国のあいさつでしょうクイズ」

15

○指導上の留意点

（１）国旗のカードを一人 1 枚渡し、持っている
カードの国の言語であいさつをさせる。
（２）ペアであいさつをしたらカードを交換し、
次のカードの国の言葉であいさつをさせ
る。
A : こんにちは。
B : アンニョンハセヨ。
（カード交換）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○日本と他国との違いや共通点を考えさ
せる。

★世界にはさまざまな言語があることに
気付いている。
【知】
○国旗の絵カードを事前に人数分印刷し
ておく。
○HRT は ALT と共にデモンストレーシ
ョンを見せる。

○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》

見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.

《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 1 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 1 “Hello!”

あいさつの表現に慣れ親しむ。
【表】
What’s your name? My name is ~.
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Songs
“Hello Song”
○Alphabet
・“B/b”を正しく４本線に書き写す。
・“B/b”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“B/b”を参照」
）

○指導上の留意点

★評価

○英語の時間のあいさつを復習させる。
○相手の目を見て行うことを確認する。

めあて 名前を聞いたり答えたりしよう
○Activity 1 「リレーゲーム」

15

（１）HRT と ALT による会話を聞く。
HRT: What’s your name?
ALT: My name is ~.
ALT: What’s your name?
HRT: My name is ~.
（２）HRT 対児童で練習する。
（３）質問役と答える役に分かれて練習する。
（４）「リレーゲーム」を行う。
①列ごとに、前の児童が後ろの児童に“What’s
your name?” と 尋 ね 、 後 ろ の 児 童 は “My
name is ~.”と答える。
②“My name is ~.”と答えた児童は、後ろの児
童に“What’s your name?”と尋ねる。
③一番後ろの児童が最初に答えた列を勝ちと
する。
※横の列やグループごとに行ってもよい。

○Activity 2 「名刺作り」

15

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○質問役と答える役について、教室で児
童を半分に分けたり、男女交代、隣同
士で練習させたりするなど、児童が飽
きずに繰り返し練習できるようにす
る。
○リレーゲームは列を変えるなど児童に
飽きさせないように変化をつけながら
何度か行う。

★“What’s your name?”や“My name is ~.”
を使って尋ねたり答えたりしている。
【表】
○中央に名前をひらがなで書き、イラス
トは好きなマークや形、簡単な似顔絵
等、時間をかけずにできるものにする
よう確認する。
○名刺用の小さいカードを一人５枚用意
しておく。

○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 1 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

積極的にあいさつする。
【学】

What’s your name? My name is ~.
学習内容

時間

10

Unit 1 “Hello!”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Songs
“Hello Song”
○Alphabet
・“C/c”を正しく４本線に書き写す。
・“C/c”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“C/c”を参照」
）
めあて

★評価

○あいさつの仕方を忘れている場合は、
はっきり言えるように HRT がモデル
を示す。
○相手の目を見て行うことを確認する。

名前を聞いたり答えたりしよう

○Activity 1 「あいさつゲーム」

15

○指導上の留意点

（１）ゲームの流れをデモンストレーションする。
HRT: Hello.
ALT: Hello.
HRT: My name is ~.
ALT: My name is ~.
HRT: Bye.
ALT: Bye.
（２）クラス全体に広がって、たくさんの人とあい
さつをするということを確認する。
（３）音楽がかかっているときは歩き、止まったら
その時に一番近い人とあいさつをする。

○ゲームを行う際に使うマーチの音楽
CD を用意しておく。
○５分程度を目安として活動する。

○Activity 2 「名刺交換」

15

5

（１）ゲームの流れをデモンストレーションする。
HRT: Hello.
ALT: Hello.
HRT: What’s your name? ALT: My name is ~.
ALT: What’s your name? HRT: My name is ~.
HRT: Thank you.
ALT: Thank you.
（目を見ながら握手をして別れる）
（２）言い方を繰り返し練習する。
（３）代表児童とデモンストレーションを行う。
（４）全員で活動する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○ジェスチャーを付けて、笑顔でモデル
提示を行う。
○前時に作成した名刺を使って名刺交換
をする。あいさつが終わったら、名刺
を渡し、次の友だちとあいさつする。

★相手意識をもってあいさつしている。
【学】
○よく取り組んでいる児童を数組指名
し、発表させる。
○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》

見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.

《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.

35

F3―Unit 2 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 2 “I’m happy.”

感情や様子を尋ねたり表したりする表現を使って、尋ねたり答えたりする。
【表】
fine / happy / hungry / sleepy / tired / sad / Good luck! / Come here. / I don’t know. /
Good!

How are you? I’m ~.
学習内容

（１）HRT と ALT でゲームのデモンストレーション
をする。
（２）ペアになり、２人の間に消しゴムなどを置く。
（３）HRT が言う単語を全員で繰り返す。ただし、
HRT がキーワードを言った時は繰り返さず消
しゴムを取る。取った人が１ポイントもらう。
（４）キーワードを変えて、何度か行う。
○Activity 2 「ジェスチャーゲーム」
外国のジェスチャーを知る
（１）Good luck!等のジェスチャーについて学ぶ。
（２）I’m fine.等のジェスチャーを考える。
（３）ジェスチャーを練習する。

20

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Songs
“Hello Song”
○Alphabet
・“D/d”を正しく４本線に書き写す。
・“D/d”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“D/d”を参照」
）
めあて 気分を聞いたり答えたりしよう
○Activity 1 「キーワードゲーム」

10

○指導上の留意点

「カードをめくってジェスチャーゲーム」
（１）ペアで一つ、カード（小）を裏返しにして重ね
た山を用意する。
（２）HRT と ALT でデモンストレーションをする。
①A と B に分かれる。
②A は”How are you?”と尋ねる。
③B は A に見えないようにカードをめくり、
“I’m ~.”と答える。
④A は B が言ったジェスチャーをする。
⑤ジェスチャーが合っていれば A の得点、
間違っていたら B の得点となる。
⑥カードの山がなくなったところで、役割を交
代する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○話すスピードや、キーワードの数を工
夫して行う。
○キーワードは児童に選ばせる。
○“Hi, friends!1”指導編(p.29)を参照する。

○“Hi, friends!1” L2 Let’s Play のデジタル
教材の動画を使うと、より理解がしや
すい。
○特に“Come here.”のジェスチャーが日
本と違うことに気付かせたい。
○正解かどうかはカードの絵ではなく、
クラスで考えたジェスチャーを基準に
考える。
○大きくジェスチャーをしている児童
や、表情豊かな児童の活動をほめる。
★“How are you?”や“I’m ~.”の表現を使っ
て、尋ねたり答えたりしている。【表】

○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!! □See you next time.
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F3―Unit 2 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

相手意識をもって、表情やジェスチャーを付けて、感情や様子を伝えようとする。
【学】

How are you? I’m ~.
学習内容

時間

10

10

Unit 2 “I’m happy.”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Songs
“Hello Song”
○Alphabet
・“E/e”を正しく４本線に書き写す。
・“E/e”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“E/e”を参照」
）
○Review
（１）キーワードゲーム
（２）カードをめくってジェスチャーゲーム
めあて

★評価

○前時と同様に行うが、時間をかけすぎ
ないようにする。

気分を聞いたり答えたりしよう

○Activity 1 「ジェスチャーリレーゲーム」

10

○指導上の留意点

第１回（例）
（１）５人で１列になり、先頭の児童に HRT がお題
を伝える。他の児童は目をつぶって待ってい
る。
（２）声を出さずに、ジェスチャーだけで後ろの児童
に伝える。
（３）列の最後の児童が何のジェスチャーだったか
答える。
※第２回以降は、並び順を変えて、
（１）～（３）を
繰り返す。

○何人で１列とするかは、学級の実態に
よって変更してもよい。
○列ごとにお題を変えることもできる。

○Activity 2 「ジェスチャーインタビュー」

10

5

（１）児童に小カードのセットを配る。
（２）HRT と ALT でデモンストレーションする。
①カードを机の上に並べ、１枚だけ選んでおく。
②教室内を動き回ってペアになり、お互いに尋
ね合う。
A: How are you?
B: I’m ~.（①で選んだカード）
③同じジェスチャーだったらハイタッチする。
（３）１分経ったら、自席に一旦戻り、今自分が答え
ていた単語を裏返し、次に答える単語を選ぶ。
（４）何度か繰り返し、全てのジェスチャーで答え
られるようにする。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○大きくジェスチャーをしている児童
や、表情豊かな児童、他の児童に積極
的に話しかけている児童をほめる。

★相手意識をもって、表情やジェスチャ
ーを付けて、感情や様子を伝えようと
している。
【学】
○HRT は、本時の学習を振り返らせる。
○ALT は、今日の感想を児童に伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!! □See you next time.
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F3―Unit 3 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

１～１２の数の言い方について、英語と日本語との音声の違いに気付く。【知】
１～１２ / Lucky seven, one, two, three!

学習内容

時間

10

10

Unit 3 “How many apples?”

（１）ルールを説明する。
HRT: Let’s enjoy “Lucky seven Janken”.
（２）デモンストレーションをする。
HRT&ALT: Hi!
HRT&ALT: Lucky seven, one, two, three!
HRT と ALT はそれぞれ片手で０～５の数を指で示す。
合計が７なら、“Lucky!”と言って両手でハイタッチして
別れる。合計が７以外なら、“Bye!”と言ってそのまま別
れる。
（３）全員で行う。

○Activity 1 「何回勝てるかな？」

5

○デモンストレーションを交え
てルールを説明する。

１～１２の数の言い方になれよう

○New Words

10

（１）デモンストレーションをする。
ALT: Let’s enjoy “Janken” in English!
HRT: OK!
ALT & HRT: Rock, scissors, paper, one, two, three!
（２）HRT と１２回じゃんけんをして、勝った回数を〇（勝
ち）、×（負け）、△（あいこ）でワークシートに記入
する。
（３）勝った回数を確認する。
HRT: How many times did you win? Let’s count.
One? Two?...
（４）第２回はペアで行う。
○Activity 2 「キーナンバーゲーム」
・キーワードゲームと同じ要領で行う。

○１～１２までの数を、順に言っ
たり、逆さに言ったり、１つと
ばしてで言ったりしてみる。
○じゃんけんのジェスチャーを
示しながら、一つずつ丁寧に説
明する。

○数字カードを貼りながら、回数
を順に尋ねていく。

★１～１２の数の言い方につい
て、英語と日本語との音声の違
いに気付いている。【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!! □See you next time.
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★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“F/f”を正しく４本線に書き写す。
・“F/f”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“F/f”を参照」
）
○Warm Up「ラッキーセブンじゃんけん」

めあて

10

○指導上の留意点

F3―Unit 3 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

１～２０の数え方を使って表現する。
【表】
１３～２０

学習内容

時間

10

１～２０の数の言い方になれよう

○New words
○Songs “Twenty Steps” (11~20)
・“Seven Steps”の歌を、11~20 に置き換えて歌う。
○Warm Up「何回勝てるかな？」
（１）教室を自由に動き回り、友達とじゃんけんをする。
（２）前時と同様にワークシートに記録していく。
（３）２０回じゃんけんができたら席に戻る。
（４）勝った回数を確認する。
HRT: How many times did you win?

○Story Book “The Very Hungry Caterpillar”

5

（読む前）
T: What’s this?
C: あおむし！
T: Yes. It’s a caterpillar. How many legs do you see?
C: One, two, three,・・・six!
T: Yes. Let’s enjoy this story.
（読んだ後）
T: How many kinds of food are there?
C: Ten! / Eleven! / Twelve! …
T: OK. Let’s check. An apple,…and a green leaf.
There are sixteen !
○Activity 「数字ピラミッドゲーム」

10

5

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“G/g”を正しく４本線に書き写す。
・“G/g”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“G/g”を参照」）
めあて

15

Unit 3 “How many apples?”

（１）１～２０までの数の言い方を確認する。
（２）１～２０の中で、好きな数字を１５個選んで□に書き込む。
（３）友達と“Hi!”とあいさつをしてから、英語でじゃんけんをして、
勝った方が自分のピラミッドの数字を１つ言い、その数字を
〇で囲む。
（４）全ての数字に○が付いた児童が勝ちとなる。

○１～１２の復習をし、１３～２
０の練習をする。
○キーナンバーを選んでその数
字の部分は手を叩くなど変化
をつける
○英語でのじゃんけんの仕方を
確認する。

○いきなり読み始めるのではな
く、表紙や中表紙をじっくり見
せながら、簡単な質問をして話
に引き込む工夫をする。
○児童にとって難しいと思われ
る単語は、ジェスチャーや簡単
な言葉を補う。
○児童に覚えている食べ物をで
きるだけ言わせ、最後にもう一
度絵を見せながら確認する。
○数字を声に出して言いながら
書き込ませる。
★１～２０の数え方を使って、表
現している。【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!! □See you next time.
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F3―Unit 3 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

１～２０の数の数え方や数の尋ね方の表現を使って、尋ねたり答えたりする。
【表】
chips

How many chips?

学習内容

時間

10

10

Unit 3 “How many apples?”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“H/h”を正しく４本線に書き写す。
・“H/h”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“H/h”を参照」
）
○Songs “Twenty Steps” (11~20)
・前時と同様に歌わせる。
○Warm Up「カウント２０ゲーム（ペア）
」

○１～２０を復習してから歌う。

（１）１～２０の数を書かせる。
（２）ペアになり、１人３つまで数をカウントできるルール
で、順番に数を言っていく。
（３）“twenty”を言えた方の勝ちで、１ポイントもらえる。
（４）何度か行い、ポイントを競いながら楽しむ。

めあて

○いつも同じ人からスタートし
ないように、交代にする。
○途中から、“twenty”を言った方
が負け、と変えてもよい。

数を聞いたり答えたりしよう
○やり方を HRT と ALT でデモン
ストレーションしてから行う。

○Activity 1 「おはじきチャンピオンゲーム」

10

（１）おはじきを１人２個ずつ用意する。
（２）友達と“Hi!”とあいさつをして、英語でじゃんけんをする。
（３）負けた方は、“Here you are.”と言って勝った方におはじきを
１つ渡し、もらった方は、“Thank you.”と言って受け取る。
（４）手持ちのおはじきがなくなった時は、HRT へ“Two chips,
please.”と言って追加のおはじきをもらう。
（５）終了後におはじきの数を全員で数えてから、ペアでお互いの
おはじきの数を確認する。
A: How many chips?
B: Four.
（６）一番おはじきの数が多い児童がチャンピオンとなる。

○何人かの児童に HRT が尋ねて
みせてから、ペアワークを行
う。

○Activity 2「How many? クイズ」

10

5

（１）あらかじめ HRT が用意した絵や画像を約１分間見る。
（２）絵を隠してから、絵の中に何がいくつ描いてあったか
を答える。
HRT: How many ~?
C: Three!
HRT: OK. Let’s check.
（３）絵を再び見ながら数を確認する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○“Hi, Friends!1”(p12)のように、
複数のものがランダムに並
んだ絵を作成しておく。

★１～２０の数え方や数の尋ね
方の表現を使って、尋ねたり答
えたりしている。
【表】
○次時に児童が作成した問題で
クイズをすることを伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》

見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.

《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
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★評価

□See you next time.

F3―Unit 3 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

数を尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。【学】

How many ~? That’s right!
学習内容

時間

10

10

Unit 3 “How many apples?”

（１）４～５名のグループを作って円になる。
（２）ペアの時と同じルールでゲームを行う。

数を聞いたり答えたりしよう

○Activity 「How many? クイズ」
クイズ作り
（１）前時とは別の絵や画像を約１分間見る。
（２）絵を隠してから、絵の中に何がいくつ描いてあったか
を答える。
（３）自分の How many?クイズをつくる。
HRT: Let’s make a “How many? Quiz”.

クイズを楽しむ
（１）相手にわかりやすく出題する方法を考える。
※出題者は“My Quiz!”と言って絵を見せる。
英語で２０秒静かに数えてから、絵を隠す。

10

“How many ~?”で絵に描いたものを尋ねる。
（２）４～５名のグループになり、順番にクイズを出し合
う。

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“I/i”を正しく４本線に書き写す。
・“I/i”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“I/i”を参照」
）
○Songs “Twenty Steps” (11~20)
・前時と同様に歌わせる。
○Warm Up「カウント２０ゲーム（グループ）」

めあて

10

○指導上の留意点

○前時と同じように行う。

○プロジェクターや、書画カメラ
などで絵をうつせるようにす
ると、見せたり隠したりしやす
い。
○正解を確認する時には、グルー
プ全員で一緒に声を出して数
えるように伝える。
○クイズを考える時、英語で質問
できるものを選ぶようにさせ
る。

○合っていた時は“That’ s right.”、
ま ち が っ て い た 時 は “Close.”
と、HRT が率先して英語の表
現を使う。
★数を尋ねたり答えたりして、楽
しくコミュニケーションを図
ろうとしている。
【学】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning. □How are you?
《Activity》

見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.

《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!

□See you next time.
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F3―Unit4 １時間目
目標
新出単語･表現

Unit 4 “My rainbow”

色について、様々な見方があることに気付く。
【知】
red / pink / orange / yellow / green / light green /light blue / blue / purple / brown /
black

会話表現
本時の展開
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”J/j”を正しく４本線に書き写す。
・”J/j”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”J/j”を参照」）
○New Words & New Phrases
15

めあて にじの色を英語で言ってみよう。
○Song
・”Rainbow”を聞く。
（１）”Rainbow”を聞いて登場した色を確認する。
red / yellow / pink / green / purple / orange / blue
（２）”Rainbow”を口ずさむ程度でよい。
○Activity1

「世界の虹を知ろう」

虹を通して色について様々な見方があることを知る。

15

10

5

（１）虹の写真を見てペアで配色を考える。
（２）イラストを見て「日本の虹」を知る。
red / orange / yellow / green / light blue /
blue / purple
（３）イラストを見て「世界の虹」を知る。
例）アメリカ（６色）
：red / orange / yellow
/ green / blue / purple
ドイツ（５色）
：red / yellow / green / blue /
purple
○Activity2 「ドローウィング レインボウ」
・自分が見たい虹を塗る。
・習った色を使って塗る。
・数に制限は設けなくてもよい。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○色の絵カードで登場した色を確認す
る。
○始めは聞くだけにして徐々に口ずさ
むなど段階的に指導する。
○色の部分は歌えるように、歌に合わ
せて絵カードを指し示す。

○虹の写真を用意する。

★色について、様々な見方があること
に気付いている。
【知】

○虹の塗り絵を用意する。
○次時に使うことを伝える
○なるべく好きな色を使うと次時につ
ながる。
○「がんばったこと」
「できるようにな
ったこと」
「分かったこと」など、振
り返りの視点を与え、学習の価値付
けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit4 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 4 “My rainbow”

好きな色や好きではない色を“I like ～.”や“I don’t like ～.”を使って伝え合う。
【表】
I like ~. I don’t like ~.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”K/k”を正しく４本線に書き写す。
・”K/k”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”K/k”を参照」）
○Review
15

「カラータッチゲーム」をする。
（１）色の言い方を確認する。
（２）身の回りから指定された色を探す。
T：Let’s touch something red.
C：
（発見したら、タッチして座る。
） Red!

○色の絵カードを提示する。
○単調にならないように、時間を制限した
り、指定する色を増やしたりする

○Song
・”Rainbow”
（１）”Rainbow”を聞いて登場した色を確認する。
red / yellow / pink / green / purple / orange / blue
（２）”Rainbow”を歌う。

○色の絵カードで登場した色を確認する。
○色の部分は歌えるように、歌に合わせて
絵カードを指し示す。
○歌わなくても口ずさむ程度でもよい。

めあて どんな色が好きか伝えよう。
10

○New words
○Activity1 「キーワードゲーム」
“I like ～.”と“I don’t like ～.”の表現を使って行う。
○Activity2 「カラーゲーム」

15

（１） HRT が見たい虹を知る。
T：塗り絵を掲示し、色の絵カードを示して
I like （色）.→その色を塗る。
I don’t like （色）.→その色を塗らない。
他の色についても同様の作業を繰り返して…
（例）My rainbow is red, pink, orange, yellow,
light green, light blue and purple.
C：It’s wonderful! T：Thank you.

○自分が見たい虹について友達と伝え合う。
○やり方を実演で伝える。
○“I like ～.”と“I don’t like ～.”
の意味がしっかり伝わるように、表情豊
かにジェスチャーを交えて紹介する。
★好きな色や好きではない色を“I like ～.”
や“I don’t like ～.”の表現を使って答え
ている。
【表】

（２）自分が見たい虹について友達と伝え合う。
A：Hello.
B：Hello.
A：塗り絵を見せる。 I like red, pink, orange, yellow, light green,
light blue and purple.
B：It’s ( wonderful / great / beautiful ) ! A：Thank you.
※A と B が交代して上記のやり取りをする。
A：Good-bye.
B：Good-bye.

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit4

3 時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 4 “My rainbow”

好きな色や好きではない色について“Do you like ～？”と“Yes, I do.” / “No, I
don’t.”の表現を使って答えたり尋ねたりする。
【表】
Do you like ~? Yes, I do. / No, I don’t.
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”L/l”を正しく４本線に書き写す。
・”L/l”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”L/l”を参照」
）
○Review
15

10

5

○”Hi,friends!1”指導編 p.29 を参照す
る

・
「キーワードゲーム」
※第２時と同様に行う。
・
「好き嫌いクイズ」
T：Do you like red?
C：好きなら○側に移動する。Yes, I do.
嫌いなら×側に移動する。No, I don’t.

○教室を左右２つに分けて ○と×の
カ
ードを掲示する。
○“I like ~.”を“Yes, I do.”に、“I don’t like
~.”を“No, I don’t.”に置き換えること
○Song
を伝える。
・”Rainbow”を歌う。
○色の絵カードを提示して確認する。
○色の部分は歌えるように、歌に合わ
めあて 好きな色や好きではない色についてたずねてみよう。
せて絵カードを指し示す
○Activity1 「好き嫌いゲーム」
○”Hi,friends!2”指導編 p.17 を参照
T：Do you like red?
C：好きなら○側に移動する。Yes, I do.
嫌いなら×側に移動する。No, I don’t.
○Activity2 「予想おはじきゲーム」

10

○指導上の留意点 ★評価

（１）グループに分かれる。各々がシートから５色を
選んでおはじきを置く。
（２）順番を決める。一番手が、自分がおはじきを置い
た５色から１色を選んでその色が好きだと思っ
た人を予想し、その人に“Do you like ～?”と尋ねる。
（３）相手が“Yes, I do.”と答えたら、おはじきを取れる。
相手が“No, I don’t.”と答えたら、おはじきを取れ
ない。
（４）順番に（２）
（３）を繰り返し、最初にシート上に
おはじきが無くなった人が勝ちとなる。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

する。

○おはじき・１１色を印刷したシート
を用意する。
○やり方を実演で伝える。
★好きな色や好きではない色について
“Do you like ～ ？ ” と “Yes, I do.” /
“No, I don’t.”の表現を使って答えた
り尋ねたりしている。
【表】

○「がんばったこと」
「できるようにな
ったこと」
「分かったこと」など、振
り返りの視点を与え、学習の価値付
けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit4 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “My rainbow”

相手意識をもって、好きなものや好きではないものについて伝え合おうとする。
【学】

学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”M/m”を正しく４本線に書き写す。
・”M/m”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”M/m”を参照」
）
Review
○
15

・
「キーワードゲーム」
※第２、３時と同様に行う。
・
「ラッキーカードゲーム」
※各グループに２セットの色の小型絵カードを用意
A：Do you like red?
B：Yes, I do. / No, I don’t.

○Song
・”Rainbow”
（１）”Rainbow”を聞いて登場した色を確認する。
（２）色の部分を変更して”Rainbow”を歌う。

○指導上の留意点

★評価

○”Hi,friends!1”指導編 p.29 を参照する
○“Hi,friends!2”指導編 p.31 を参照する。
★相手意識をもって、好きなものや好きで
はないものについて、伝え合おうとして
いる。【学】
○色の絵カードを提示して確認する。
○色の部分は歌えるように、歌に合わせて
絵カードを指し示す。

めあて T シャツをデザインしよう。
○Activity1

お気に入りの T シャツを作る

（１）“A ship changes into a T-shirt!”の話を聞く。
① Once upon a time, a young man lived in this house.（家を折る。）
② One day he went out with his favorite hat on.（帽子にする。）

○事前に ALT に話を読んでもらって録音
し、それを流してもよい。

③ He walked and walked. At last he arrived at the sea.
There was a big ship on the shore.（船にする。）
④ When he saw the ship, he decided to travel abroad.
He felt so good!!

25

⑤ However, a terrible storm caught the ship. The stem of the ship
was broken, and the stern was broken.（船首と船尾をちぎる。
）
）
⑥ And, then, the top of the ship was broken.（帆の先をちぎる。
⑦ Finally, the ship sank … I’m worried about his life …（丸める。
）
⑧ Fortunately he was washed ashore. He saw this.
And he spread it out …（広げる。）
⑨ He said, “Oh, this is my T-shirt!!”
And he lived happily ever after.

5

（２）“A ship changes into a T-shirt!”の話に合わせて
T シャツを作り、デザインする
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
45

F3―Unit4 ５時間目
目標

Unit 4 “My rainbow”

相手意識をもって、好きなものや好きではないものについて尋ねたり答えたりし
ようとする。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”N/n”を正しく４本線に書き写す。
・”N/n”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”N/n”を参照」
）
○Review
15

・
「キーワードゲーム」
※第２時と同様に行う。
・
「ステレオゲーム」
。
※第３時と同様に行う。

○Song
・”Rainbow”
（１）”Rainbow”を聞いて登場した色を確認する。
red / yellow / pink / green / purple / orange / blue
（２）”Rainbow”を歌う。

○指導上の留意点 ★評価

○”Hi,friends!1”指導編 p.29 を参照する。
○“Hi,friends!2”指導編 p.17 を参照する。
○色の絵カードを提示して確認する。
○色の部分は歌えるように、歌に合わせて
絵カードを指し示す。

めあて 誰が作った T シャツか考えよう。
○Activity1

10

「T シャツクイズ１」をする

（１）友達が好きな色を予想してインタビューする。
A：Hello. B：Hello.
A：Do you like red? B：Yes, I do.
インタビュー用紙に友達の名前と回答（Yes: ○、
No: ×）を記入する。A と B が交代して５回ずつ
同様のやり取りをする。
A：Thank you. Good bye.
B：Thank you. Good bye.

○Activity2 「T シャツクイズ２」をする

15

5

○インタビュー用紙（表）を用意する（表
の上段は各種色、左端の列は名前を書け
る表にする）。
○“Hi,friends!1”p.21 を参照する。
○やり方を実演する。
★相手意識をもって、好きなものや好きで
はないものについて、尋ねたり答えたり
しようとしている。【学】

○児童の T シャツを掲示する。

（２）インタビューをもとにして誰が作った T シャツかを考
える。
T：Whose T-shirt is this?
A：B san.
B：No.
C：D san.
D：Yes. I like red, pink, orange, yellow, and light green.

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit5 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “In the Autumn Forest”

物語の動物に注目しながら、内容を理解しようとする。【学】
動物：dog / cat / horse / mouse / snake / sparrow / monkey

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”O/o”を正しく４本線に書き写す。
・”O/o”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”O/o”を参照」）
○New Words &New Phrases
新出単語を指導する。
10

10

めあて 絵本がどんな話か理解しよう。
○“In the Autumn Forest”を動物名に注目して読む。
①絵本の表紙を見て、どんな動物が隠れているのか
話し合う。
T: What animal can you see?
C: A dog. C: A bear.
②動物に注目する。
T: What animal can you see?
C: A cat. T: Yes! It’s a cat. Good job.
③動物の名前に慣れる。 ※絵カードを使う
○Activity1 「マッチングカードゲーム」
（１）グループをつくり、動物のカードを配る。
（２）絵を伏せた状態で、順番になったら二枚をめくる。
（３）一枚めくるごとに、動物の名前を言い、２枚とも同じ
動物だった場合 は、カードをとることができ、もう
一度カードをめくることができる。

○Activity2

20

5

「動物すごろく」

（１）黒板に動物のピクチャーカードを貼り、矢印を描く。
（２）全員 sparrow からスタートし、ペアで相手にじゃん
けんで勝つと次の 動物になれる。
（３）負けると一つ前の動物に戻る。 horse までいったら
教師とじゃんけんできる。 sparrow は、負けても
sparrow のままでいる。
A: Hello. I’m a sparrow. B: Hello. I’m a cat.
A＆B: Rock, scissors, paper, one, two, three!
（勝った児童は次の動物を、負けた児童は一つ手前
の動物を言う。）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○かくれんぼしていた動物の名前を児童
に言わせることで、動物の名前に慣れ親
しむ。“Oh, my ～.”の部分は、本時では
読み飛ばしてもよい。児童の集中が途切
れないよう、途中で止めて次回のお楽し
みにすることもできる。
★物語の動物に注目しながら、内容を理解
しようとしている。【学】
○デモンストレーションでやり方を児童
に見せる。
○動物のカードは、各グループに同じ動物
のカードが２枚入ったものを用意する

○デモンストレーションでやり方を児童
に見せる。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit5 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 5 “In the Autumn Forest”

物語を通して、動物の形状の表現を聞こうとする。
【学】
形状：long / short / big / small / triangular / square
I see something ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

○Alphabet
・”P/p”を正しく４本線に書き写す。
・”P/p”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”P/p”を参照」
）

めあて どんなすがたの動物か当ててみよう。

15

○big, small, long, triangular などの形状を
表す単語を、ジェスチャーをしたり抑揚
○“In the Autumn Forest”を動物名に注目して読む。
をつけたりして強調しながら読む。
①絵本にどんな動物が出てきたか、思い出す。
★物語を通して、動物の形状の表現を聞こ
②形状に注目して読む。
うとしている。
【学】
T: I see something long.
○やり方をデモンストレーションにより、
（両手で長さを表すジェスチャーをする。
）
視覚的に分かるようにする。
T: I see something square.（指で四角を空書きする。
）
○ 数 回 繰 り 返 し た あ と に 、“ Any
○動物と形状を表す言葉に慣れる。
①動物と形状のピクチャーカードを黒板に貼り、マッチング
volunteers?”と募って、児童に言わせる
をする。
こともできる。
②HRT が動物の名前を言ったら、児童は形状を表す言葉を言
いながら、ジェスチャーをする。
T: Bear. C: Big. （大きいことを表すジェスチャーをする。
）
T: Snake. C: Long. （長いことを表すジェスチャーをする。
）
③HRT が言った言葉と反対の言葉を、ジェスチャーと共に言う。
T: Big. C: Small. （小さいことを表すジェスチャーをする。
）
T: Long. C: Short. （短いことを表すジェスチャーをする。
）
○Activity1 「動物と形状を表す言葉のカードゲーム」

10

（１）
「マッチングカードゲーム」をする。
※グループ全員で、カードを伏せずに全ての絵を見なが
ら、動物と形状のカードをペアにしていく。
（２）
「ジェスチャーゲーム」をする。
※グループの一人が、カードの絵を見て動物の名前を言
ったら、残りの児童が、その動物の形状を表す言葉を
言い、ジェスチャーで表す。

○Activity2 「I see something ゲーム」

15

5

○かるたカードを使用する

○教室内を移動する時は、安全に留意する。

T: I see something big.
C: Big. （教室内の何か大きなものを見つける。
）
T: I see something square.
C: Square. （何か四角い物を見つける。
）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit5 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 5 “In the Autumn Forest”

物語を通して、体の部位の表現を聞こうとする。
【学】
体の部位：ear / eye / head / nose

学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”Q/q”を正しく４本線に書き写す。
・”Q/q”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”Q/q”を参照」）

めあて 動物の体の言い方を知ろう。
15

5

○体の部位に注目して物語を読む。

T: I see something black. What’s this?
C: A monkey!
T: Oh, a monkey. The monkey’s・・・?（HRT の目を
示す。）
C: Eyes!
T: Eyes! Good job. Eyes.
○歌“Head, Shoulders, Knees, and Toes”を歌う。
①ゆっくり歌う。
②速く歌う
○Activity1 「サイモンセッズゲーム」
T: Simon says, touch your head.
C: Head.（と言いながら、頭を触る。
）
T: Simon says, touch your ears.
C: Ears.（耳を触る。
）
T: Touch your eyes.
C:（HRT が“Simon says”と言わない場合は、触らない。）
○Activity2 「マッチングカードゲーム・ジェスチャーゲーム２」

20

5

（１）
「マッチングカードゲーム」
※第２時と同様に行う。
（２）
「ジェスチャーゲーム２」
※グループの一人が、形状をジェスチャーしたら、
残りの児童が、その形状を表す語彙やその形状
をしている動物名を言い、そのカードを取る
（かるたゲームの要領で行う）
。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○絵カードを使用する。
○体の部位を差しながら強調して読む。

★物語を通して、体の部位の表現を聞
こうとしている。
【学】

○ 教師が事前にインターネット等で覚

え、音源なしでも歌うこともできる。
CD がない方が、速度を自在に変えて
歌うことができる。

○体の部位の表現に慣れ親しむことが

目的なので、ゲームで間違えてもそ
のまま続けられるようにする。

○第３時のかるたカードを使用する。
○形状を表す言葉は、中学年の児童に

は難しく感じる場合がある。前時で
行ったアクティビティを少しずつ発
展させ
ながら繰り返し行うことで、慣れ親
し
ませる。
○「がんばったこと」
「できるようになっ

たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit5 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “In the Autumn Forest”

日本語と英語の動物の鳴き声の音声の違いに気付く。
【知】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”R/r”を正しく４本線に書き写す。
・”R/r”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”R/r”を参照」
）

めあて 動物の鳴き声をまねしてみよう。
15

10

○Song “Animal Talk”
①動物の鳴き声を思い出す。
※動物の絵カードを見ながら、日本語ではどのよう
な泣き方の表現をするか思い出す。
②歌う。
C: 犬の鳴き声は、英語では「ワンワン」と言わない
ね。
C: 猫の鳴き声は、日本語と英語で似ているね。
○Activity1 鳴き声とジェスチャーをしてみよう。
（１）T: Woof.（犬の絵カードを示して鳴きまねをする。）
C: Woof.（HRT に続いて、まねする。）
（２）T: Meow.（鳴き声を言う。
）
C: A Cat.（動物名を答えながら猫のジェスチャーを付け
る。）
（３）T: A Sparrow.（動物名を言う。）
C: Tweet.（鳴きまねをしながら、スズメのジェスチャー
を付ける。）

○Activity2

15

「ジェスチャーゲーム」

（１）グループのリーダーは、動物の絵カードを一枚引く。
ジェスチャーや鳴き声で表し、他の児童がその動物を
当てる。全体でやってみた後、グループごとに行う。
（２）座席の縦のラインごとにジェスチャーと鳴き声で伝言
ゲームをする。最後の児童は、動物の名前を言う。

○始めは聞くだけにして徐々に口ずさ
むなど段階的に指導する。
○日頃使っている鳴き声を思い出させ、
あとから導入する英語の鳴き声の表
現の仕方の違いに気付かせたい

○動物の鳴き声を指導する教材として、
文 部 科 学 省 作 成 “In the Autumn
Forest”のデジタル教材を参照する。
★日本語と英語の動物の鳴き声の音声
の違いに気付いている。
【知】

○ある程度ゲームを楽しんだら、工夫し
てアレンジしたゲームを行ってもよ
い。
○第１時では、動物の名前を言いながら
行った動物すごろくを、鳴き声やジェ
スチャーにしながら取り組むように
する。

・「動物すごろく」をする
5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit5 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 5 “In the Autumn Forest”

動物の名前、色や形状、体の部位の表現を使って、物語を伝える。
【表】
I see something~. Are you a ~? Oh, my~. Yes, I am. I am~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Alphabet
・”S/s”を正しく４本線に書き写す。
・”S/s”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）”S/s”を参照」）

めあて 絵本を作ってみよう。

15

10

○動物と形状を表す言葉を思い出す。
○世界でたった一つの絵本作りをするた
①動物と形状の絵カードを黒板に貼り、マッチング
めに、第１～４時までに使用した言葉を
をする。
思い出させる。
②HRT が動物の名前を言ったら、児童は形状を表す
言葉を言いながら、ジェスチャーを付ける。
T: Bear.
C: Big. （ジェスチャーを付ける）
T: Snake.
C: Long. （ジェスチャーを付ける）
③HRT が言った言葉と反対の言葉を言いながら、
ジェスチャーを付ける。
T: Big.
C: Small. （ジェスチャーを付ける）
T: Long.
C: Short. （ジェスチャーを付ける）
○「サイモンセッズゲーム」 ※第３時と同様に行う。
○児童に、動物名、色や形状、体の部位を
○Review
「なんでもバスケット」
表す絵カードを一枚ずつ配っておく。
※動物名、色や形状、体の部位を表す言葉を混ぜて
行う。
○Activity 世界でたった一つの絵本を作る。

15

5

（１）黒板に定型文を書く。
１枚目で使う文
I see something （色又は形状等）. Are you a （動物名）?
２枚目で使う文
Oh, my （体の部位）. Yes, I am. I’m a （動物名）.
（２）グループで２枚の画用紙を使う。１つは動物が隠れている
絵、もう一つは動物が出てくる絵を描く。文章は書かない
こととする。
（３）絵を使いながら、みんなの前で発表する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○発表する定型文や語彙の量は、学級の実
態に応じて決める。

★動物の名前、色や形状、体の部位の表現
を使って、物語を伝えている。
【表】

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 6 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

15

17

3

Unit 6 “This is my favorite.”

野菜や果物の言い方について、日本語と英語の音声の違いが分かる。
【知】
（ 野 菜 ／ 果 物 ） apples/ strawberries/ cherries/ lemons/ bananas/ pineapples/
peaches/ grapes/ oranges/ melons/ kiwifruits
I like （果物／野菜）. I don’t like （果物／野菜）.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
T：Hello, class!
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
C：Hello~.
○Alphabet
・“T/t”を正しく４本線に書き写す。

・“T/t”に慣れるための活動に取り組む。

（「文字指導年間指導計画（３年生）“T/t”を参照」
）

○New Words &New Phrases
○野菜／果物カード（大）を使う。

めあて やさいやくだものの言い方を知ろう
○“Hi,friiends!1”指導編 p.16)を参照する。
○Chants
・“I like apples”
○Activity 1 “Key Word Game” （野菜／果物）
○“Hi,friends!1”指導編 p.29)を参照する。
(１)前日の給食から、どのような食材があるかを言う。 ○野菜や果物の語彙に慣れ親しませる。
(２)単語練習をする。
(１)前日の給食写真を見せて、どんな食材
(３)野菜の単語だけでキーワードゲームをする。
があるか尋ねる。
(２)単語練習をさせる。
(４)果物の単語だけでキーワードゲームをする。
○話すスピードや、キーワードの数を２
(５)野菜と果物の単語を混ぜて行う。
つにするなど工夫する。

○Original Chants (野菜／果物)

“Apples, apples, I like apples.”

“Cherries, cherries, I like cherries.”

“Lemons, lemons, umm…, I don’t like lemons.”

下線部分を変えて、Original Chant を作る。

○グループで話し合わせ、１つの Original
(１)各自で考え、作成
Chant を作らせ、発表させる。
(２)グループ内で、１人ずつ発表
○Activity 2 「野菜／果物かるた」
○慣れてきたら、野菜と果物のかるたを合
わせて行ってもよい。
(１)机をペア又は班で向い合せにさせる。
○取り札を決める役は、HRT だけでなく
(２)（野菜／果物カード（小）を裏返しにして机上に
代表児童にさせてもよい。
広げさせる。
○野菜や果物を言う代わりに、“I like 色
(３)HRT が“I like ~.”と言い、出てきた野菜の札を取ら
（例 red）.”と言って、トマトやリンゴ
せる。
の札を取る工夫も考えられる。
★野菜や果物の言い方について、日本語と
英語の音声の違いが分かっている。
【知】
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 6 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 6 “This is my favorite.”

“What ～ do you like? ”を使って、好きな野菜や果物について、やりとりをする。
【表】
（ 野 菜 ／ 果 物 ） apples/ strawberries/ cherries/ lemons/ bananas/ pineapples/
peaches/ grapes/ oranges/ melons/ kiwifruits
What（果物／野菜）do you like ? I like（果物／野菜）.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
T：Hello, class!
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
C：Hello~.
○Alphabet
・“U/u”を正しく４本線に書き写す。

・“U/u”に慣れるための活動に取り組む。

（「文字指導年間指導計画（３年生）“U/u”を参照」
）

○New Words &New Phrases
○野菜／果物カード（大）を使う。

めあて すきな野菜やくだものについて、

たずねたり答えたりしよう。

○Chants
○“Hi,friiends!1”指導編 p.16)を参照する。
・“I like apples”と前時に作った自分の Original Chants
を歌う。
“Apples, apples, I like apples.”
“Cherries, cherries, I like cherries.”
“Lemons, lemons, umm…, I don’t like lemons.”
下線部分を変えて、オリジナルチャンツを作る。
○ “Key Word Game” （野菜／果物）
○“Hi,friends!1”指導編 p.29)を参照する。
○“What ~ do you like? ” “I like ~.”の表現に慣れ親しむ。 ・既習の内容なので時間をかけない。
A: What vegetable do you like?
B: I like tomatoes.

15

○ Activity 1「野菜／果物かるた」
(１)(２)第１時と同様。
(３)児童全員に“What vegetable do you like? ”と言わせる。
(４)HRT が“I like ～.”と言い、児童は言われた野菜の札を取り合
う。
(５)取った児童が“I like ～.”と言う。言えなかったら得点になら
ず、場に返す。

○取り札を決める役は、HRT だけでなく
代表児童にさせてもよい。
○かるたと似た発話のパターンにするこ
とで、手順を理解しやすくする。

17

○Activity 2「ベジタブル／フルーツバスケット」

・周りの児童が“What vegetable do you like? ”と言う ★“What ~ do you like? ” “I like ~.”の表現
を使って、好きな野菜や果物について、
と、中の児童が“I like~.”と答え、呼ばれたカードを持
尋ねたり答えたりしている。【表】
つ児童は移動する。
・小カードを１人１枚配る。
・児童に小カードを持ったまま移動させる。
・基本的なルールは、フルーツバスケットと同様に行う。
・野菜／果物カードを混在させて行った場合、一斉に移動させる掛け声は
「スペシャルバスケット！」とする。

3

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○振り返りの視点を与え、学習の価値付け
をする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》
見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら
→ □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 6 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 6 “This is my favorite.”

“What ~ do you like?”を使って、好きな給食について、やりとりをする。【表】
(野菜／果物)
What school lunch do you like ? I like（給食のメニュー）.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
T：Hello, class!
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
C：Hello~.
○Alphabet
・“V/v”を正しく４本線に書き写す。

・“V/v”に慣れるための活動に取り組む。

（「文字指導年間指導計画（３年生）“V/v”を参照」）

○New Words & New Phrases
○野菜／果物カード（大）を使う。

めあて すきな野菜やくだものについて、

たずねたり答えたりしよう。

○Chants

・“I like apples”と第１時に作った自分の Original Chant ○第２時と同様に行わせる。
を歌う。
○ 「ベジタブル／フルーツバスケット」
○第２時と同様に行わせる。
○Activity 1「野菜／果物集めゲーム」

15

・じゃんけんをして負けた方が、自分の手持ちのカ
ードをお相手に見せて、“What vegetable do you
like?”と尋ねる。
・勝った方が“I like~.”と答え、そのカードを受け取
る。
・役割を交代して行う。
・お互いにカードを交換し終わったら、次の相手を
探す。
・一定時間繰り返し、席に戻る。

・児童１人につき３枚、野菜カード（小）
をランダムに配る。
・テーマを発表し、ゲーム終了時の達成を
目指す学習活動にする。テーマ「同じ野
菜(果物)」:３枚とも単一のカードになる
のを目指す。
・教室内でペアを作らせる。
・テーマが達成できたか、全体で確認す
る。

○Activity 2「キーワードゲーム(給食)」
・第１・２時と同様に行う。

17

3

・給食の語彙を導入した後、第１、２時と
同様に行う。
○給食カード 大 を使う
★“What school lunch do you like? ” “I like
~.”の表現を使って、好きな給食につい
て、尋ねたり答えたりしている。【表】
○単語を教える。
○好きな給食をカードに書く
・空白の小カード１枚に、自分の好きな給食の絵を１品 ○児童の給食の絵とアンケートを次時の
ゲームで使用することを児童に伝え、両
書かせる。
方とも回収する。
・
「好きな野菜／果物／給食アンケート」も記入させる。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○振り返りの視点を与え、学習の価値付け
をする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 6 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

15

Unit 6 “This is my favorite.”

相手意識をもって、好きな食べ物について、やりとりをする。【学】
What food do you like ?

I like ～.

学習内容

○Greetings
T：Hello, class!
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
C：Hello~.
○Alphabet
・“W/w”を正しく４本線に書き写す。

・“W/w”に慣れるための活動に取り組む。

（「文字指導年間指導計画（３年生）“W/w”を参照」
）


めあて 相手に伝わりやすいように気を付けて、好

きな食べ物について、たずねたり答えたり

しよう。


○Chants
○第２時と同様に行わせる。
・ “I like apples” と 第 １ 時 に 作 っ た 自 分 の Original
Chants を歌う。
○ 「食べ物（野菜／果物／給食）バスケット」
○第２、３時と同様に行わせる。
・周りの児童のかけ声“What food do you like? ”
○野菜/果物/給食の中から扱うカードを絞
・中の児童“I like~.”
って行う。
○Activity 1「食べ物（野菜／果物／給食）集めゲーム」 ○児童１人につき３枚、野菜カード（小）
をランダムに配る。
（１）じゃんけんをして負けた方が、自分の手持ちの
○テーマを発表し、ゲーム終了時の達成を
カードをお相手に見せて、“What vegetable do
目指す学習活動にする。テーマ「同じ野
you like?”と尋ねる。
菜（果物）」:３枚とも単一のカードにな
（２）勝った方が“I like~.”と答え、そのカードを受け
取る。
るのを目指す。
（３）役割を交代して行う。
○教室内でペアを作らせる。
（４）お互いにカードを交換し終わったら、次の相手
を探す。
（５）一定時間繰り返し、席に戻る。
○Activity 2「クラスランキング」

17

3

○指導上の留意点 ★評価

～野菜の場合～
（１）グループで１チームとする。
（２）教室内を動き回り、好きな野菜について聞き合
う。
A: “What vegetable do you like?”
B: “I like ~.”
（３）一定時間がたったら、自席に戻る。
（４）聞き取りを基に、好きな野菜ベスト３をグルー
プで予想する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○野菜／果物／給食について“What ~ do
you like?”を用いてランキングを調べさ
せる。
○前時に取ったアンケートをまとめ、ラン
キングをつくっておく。
○ランキングの結果が違ってしまわない
ように、前時に書いたものを答えるよう
伝える。
○相手を見て会話をさせるために、メモを
持たないで移動させる。
★相手意識をもって、好きな食べ物につい
て、尋ねたり答えたりしている。【学】
○振り返りの視点を与え、学習の価値付け
をする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 7 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

身の回りに、アルファベットの大文字で表現されているものがあることに気付く。
【知】

（大文字のアルファベット）A~Z

学習内容

段階

10

Unit 7 “My name”

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“X/x”を正しく４本線に書き写す。
・“X/x”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“X/x”を参照」）
○「アルファベット探し」
・アルファベットの読み方を知る。

めあて

○Picture cards を使う。
○以下の例の中から選んで行う。
（１）身の回りにあるアルファベットを探
してくる宿題を出しておき、紹介さ
せる。
アルファベットの大文字で書かれたもの （２）教室内においてある物や持ち物から
を探そう
アルファベットを探させる。
（３）“Hi, friends!1”(p.22~23)を活用し、絵
の中から探させる。

○ Activity 1「ポインティングゲーム」

15

○指導上の留意点

HRT が言ったアルファベットを復唱して、絵の中か
ら探し、指さす。
・二人組で、同じことをする。
・二人組で、競いながら指す。
・二人組で一人が発音し、もう一人がさす。

○アルファベットの読み方と活動の手本
を見せる。
★身の回りに、アルファベットの大文字
で表現されているものがあることに気
付いている。【知】
○“Hi, friends!1”(p.22~23)の挿絵アルファ
ベットを使用する。

○ Activity 2 「ミッシングゲーム」
15

（１）児童が目をつぶっている間に、HRT は黒板に
貼られた picture cards から１枚とる。“What’s
missing?”
（２）児童は目を開き、なくなったカードを当てる。
“A”等。全体で行った後、グループごとに行う。

○“Hi, frriends!1”指導編(p.23)を参照。
○アルファベットカードを使う。
○“Hi, frriends!2”指導編(p.17)を参照する。
○３枚程度で手本を見せ、徐々に枚数を増
やす。慣れてきたらカードの場所を変え
て難易度を上げる。

○Song“ABC Step”
・音楽なしでゆっくりと歌う。
・音楽に合わせて歌う。

○ALT もしくは CD により、手本を示す。
○歌詞の順番に、アルファベットカードを
黒板に貼る。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え学習の価値付けをする。

5

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 7 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 7 “My name”

ビンゴカードの文字と、聞いたアルファベットを一致させながら発音する。
【表】

学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Alphabet
・“Y/y”を正しく４本線に書き写す。
・“Y/y”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“Y/y”を参照」）
○Song “ABC Step”

12
○ミッシングゲーム

○指導上の留意点

★評価

○アクセント、発音に注意して復唱させ
る。
○HRT が取ったアルファベットのところ
で手をたたき、その文字は歌わないこと
を確認する。児童に選ばせた文字を黒板
から取り、同様に歌わせる。
○“Hi, friends!2”指導編(p.17)を参照する。
○第 1 時と同様に行う。

・児童が目をつぶっている間に、HRT は黒板に貼られ
○“Hi, friends!2”指導編(p.17)を参照する。
た picture cards から、１枚とる。“What’s missing?”
○第１時と同様に全体で行った後、グルー
・児童は目を開き、なくなったカードを当てる。“A”等。
プごとに行う。
全体で行った後、グループごとに行う。
○Goal を確認する。

めあて アルファベットを正しく言おう
○ Activity 1「アルファベットドボンゲーム」
14

○アルファベットカードを使う。

（１）グループで、A~Z まで、１人ずつ１～３文字のアル
ファベットを選び、順番に言っていく。
（２）最後に Z を言った人が負けになる。

○Activity 2 「ビンゴゲーム」
14

（１）ビンゴカードを受け取り、好きな大文字を書く。
（２）HRT が言ったアルファベットを聞いて、復唱し
てから、チェックをする。
○Chants
・いくつかの Chants を歌ってみる。
・グループごとにオリジナルの Chants 作りをする。
・次時に向けて練習する。

★ビンゴカードの文字と、聞いたアルファ
ベットを一致させながら発音している。
【表】
○“Hi, frriends!1”L6 のデジタル教材にある
Chants を聞かせる。

5
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit 7 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “My name”

“What do you want?”を使って、ほしいものについてやりとりをする。
【表】

What do you want? ~, please.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。

12

○Alphabet
・“Z/z”を正しく４本線に書き写す。
・“Z/z”に慣れるための活動に取り組む。
（「文字指導年間指導計画（３年生）“Z/z”を参照」
）
○Song “ABC Step”
○Chant “Alphabet Chant”
・グループごとに練習する。
・オリジナルチャンツを発表する。
・感想を伝え合う。
○ Activity 1「誰の名前でしょうクイズ」

15

（１）HRT は児童の名前のアルファベッ
トを並べ替える。
（２）誰の名前かを考える。
（３）慣れてきたら、グループごとに問題
を作り全体に出題する。

〇第２時と同様に行う。

○児童の名前の文字の順番を入れ替えて
貼り、誰の名前かを考えさせる。文字数
の少ない名前でのデモンストレーショ
ンを行う。
○“A,I,U,E,O”はアルファベットカードを
複数用意しておく。

めあて “What do you want? ”を使って、ほしいも
のを尋ねたり答えたりしよう。

15

3

○Activity 2 「かくれた文字はなんだろうゲーム」
（１）ほしいものを尋ねるときや答えるときの表現
を知る。“What do you want?” “~,please.”
（２）“Hi, friends! Plus”のクイズ２を見て、アルフ
ァベットカードの下に隠された文字を当て
る。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○“Hi, friends! Plus”のクイズ２を使用す
る。
★“What do you want? ”を使って、ほしい
ものについてやりとりをしている。
【表】
○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》見本を見せる時→ □Let’s play ~.
□Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up.
□Go back to your seat.
《Consolidation》 □That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F3―Unit 7 ４時間目

Unit 7 “My name”

相手意識をもって、“What do you want?”を使いながら、コミュニケーションを図ろう
とする。
【学】

目標
新出単語･表現
会話表現

A: What do you want?
A: Here you are.

B: Card ~, please.
B: Thank you.

本時の展開
時間

12

学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動集」を参照）
〇Song “ABC Step”
〇第２・３時と同様に行う。
〇「誰の名前でしょうクイズ」
・グループごとに問題をつくって出し合う。

〇第３時と同様に行う。

めあて 相手によく伝わるように気を付けて、“What do you want?”を使って話そう。
○Activity 1 「かくれた文字はなんだろうゲーム」
15

（１）ほしいものを尋ねるときや答えるときの表現を知
る。“What do you want?” “~, please.”
（２）“Hi, friends! Plus”のクイズ２を見て、アルファベッ
トカードの下に隠された文字を当てる。

○Activity 2 「アルファベット集め」

15

3

（１）使う表現を知る
A: Hello.
B: Hello.
A: What do you want?
B: Card ~ , please.
A: Here you are.
B: Thank you.
（２）名札用のアルファベットカードを持ち、や
りとりしながら文字集めをする。
（３）集めた文字をネームカードに貼り、名札を
完成させる。
（４）出来上がった名札を友達と見せ合う。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○ほしいものを尋ねる時答える時の表
現を復習させる。
“What do you want?” “~、please.”
○第３時と同様に行う。

○ALT がいない場合は、代表児童と一緒
にデモンストレーションを行う。
○例１ 全体で活動を行う。
例２ 学級を半分に分けてショップ
形式にして行う。
○アルファベットをシールにすると名
札の完成が早い。

★ 相 手 意 識 を も っ て 、 “What do you
want?”を使いながら、コミュニケーシ
ョンを図ろうとしている。
【学】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit8 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “Welcome to our museum.”

形を表す表現が分かる【知】
square, circle, triangle, oval, heart, star, rectangle, diamond

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動②」を参照）
20

めあて 形を英語で言えるようになろう
○New Words & New Phrases
・絵本”Color Zoo”を読む。
※動物と形に注目させながら読む。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
・カードを動かして、ミッシングゲームを行う。
○ Activity 1 「形さがし」

10

（１）教室の中にある形（square, circle, triangle,
oval, heart, star, rectangle, diamond）を探
す。
（２）英語での言い方を確かめる。
（リピート等）

○Activity 2 「形のカードカルタ」

10

5

（１）ペアをつくる。
（２）形カードを机に広げる。
（３）頭の上に手を載せ、教師の指示を待つ。
（４）HRT が言ったカードを取る。
（５）取ったカードの形を言う。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○動物や形に注目させながら、ページをめ
くると、異なる動物が次々と出てくるあ
らすじを楽しめるようにする。

★形を表す表現を聞いて、その形が分かっ
ている。
【知】

○カードを取った後に形の名前を言う際、
一斉に言うようにしたり、個々で言うよ
うにしたり、実態に応じて変える。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit8 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “Welcome to our museum.”

“What do you want?”を使って欲しい物を尋ねたり、欲しい色や形状、形について答
えたりする。
【表】
square, circle, triangle, oval, heart, star, rectangle, diamond

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動③」を参照）
20

めあて ほしいものを言えるようになろう。
○New Words & New Phrases
・絵本”Color Zoo”を読む。
※動物と形に注目させながら読む。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
・カードを動かして、ミッシングゲームを行う。
○ Activity 1 「キーワードゲーム」

○絵本がない場合は、形の名前を教師が言
ったり、児童に答えさせたりしながら形
カードを、組み合わせて動物をつくり、
様々な形を活用して動物の姿をつくる
ことができることを示す。

○大きな声を出して、リピートさせる。

10

（１）ペアを作り、２人の間に消しゴムを置く。
（２）キーワードを決める。
（３）HRT の後に続いてリピートさせる。
（４）キーワードが聞こえたら、消しゴムをと
る。
使用フレーズ：
（例）What do you want? I want a green
triangle.

○Activity 2 「マッチングカードゲーム」

10

5

（１）３～４名のグループをつくる。
（２）形のカードを広げる。
（３）順番が来たら２枚めくる。１つが色のカード
で、もう１つが形のカードだった場合、英語
で言うことができたら、その２枚のカードが
もらえる。（例：「緑色」「△」→ ”A green
triangle.”）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★”What do you want?”を使って欲しいものを
尋ねたり、欲しい色や形状、形について答え
たりしている。
【表】

○言いたい言葉の言い方が分からない場
合は、グループの友達に聞いたり HRT
に聞いたりしてよいことを確認する。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit8 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “Welcome to our museum.”

色や形状、形の言い方から、日本語と英語の共通点に相違点に気付く。【知】
square, circle, triangle, oval, heart, star, rectangle, diamond
What do you want? I want a ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動④」を参照）

めあて ほしい色と形をつたえてみよう。
20

○Review チャンツ”What do you want?”
①デモンストレーションを見せる。
What do you want? I want a green triangle.

○デジタル教材の速さが実態に合わない
ときには、電子ピアノ等のリズムボックス
などを活用するとよい。

What do you want? I want a brown rectangle.
Wow a tree, let’s see.
②提示されたカードに合わせてチャンツに取り組む。
○ Activity 1 「ラッキーカードゲーム」

10

（１）ペアを作る。
（２）代表児童はラッキーカードを引き、教卓
の上に伏せる。
（３）カードを机に広げる。
（４）頭の上に手をのせ、HRT の指示を待つ。
（５）HRT の言う色や形状、形を聞いて発音
し、カードをとる。
（６）とったカードの色や形状、形を言う。
（７）ラッキーカードを確かめる。

★色や形状、形の言い方から、日本語と英
語の共通点や相違点に気付いている。
【知】

○Activity 2 「カード集め」

10

5

（１）デモンストレーションをみせる。
A: Hello.
B: Hello. What do you want?
A: I want a blue triangle and a yellow circle.
B: OK. Here you are.
A: Thank you. See you.
B: See you.
（２）２グループ（店と客）に分かれる。
（３）店の担当者は机の上にカードを広げる。
（４）店は、次時に使うカードを店でもらう。
（５）一つの店では、カードを２枚までしかもらえな
い。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○言いたい言葉の言い方が分からない場
合は、グループの友達に聞いたり HRT に
聞いたりしてよいことを確認する。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit8 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “Welcome to our museum.”

相手意識をもって動物等の絵を紹介しようとする。
【学】
square, circle, triangle, oval, heart, star, rectangle, diamond
This is ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動⑤」を参照）

めあて 色や形をつなげて絵を作ろう
15

○Review チャンツ”What do you want?”
①デモンストレーションを見せる。
What do you want? I want a green triangle.

○デジタル教材の速さが実態に合わない
ときには、電子ピアノ等のリズムボック
スなどを活用するとよい。

What do you want? I want a brown rectangle.
Wow a tree, let’s see.
②提示されたカードに合わせてチャンツに取り組む。
○ Activity 「絵づくり」

25

①前回集めたカードを使って絵をつくる。カー
ドが足りない場合は、用意されたカードを足
しても良い。
②ペアで会話の練習をする。HRT と ALT がデモ
ンストレーションを見せる。
③絵を飾り、２グループ（紹介する・見て回
る）に分かれて、絵を紹介する。
紹介するためのフレーズ例:
This is a tiger.
Yellow triangle, black circles…
This is my tiger.
Thank you.

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○絵が思いつかない児童に対しては、絵
本”Color Zoo”を見せ、参考にできるよう
にする。
○机間指導しながら、色や形の言い方を確
認させる。
○色、形は文章にせず、単語として言って
もよいこととする。
○動物の名前と、使った形とその色（red
circle など）を言えればよいことにして、
不安感をもたせないようにする。
★相手意識をもって、動物等の絵を紹介し
ようとしている。
【学】

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit9 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who am I?”

動物の鳴き声や”Who am I?”を使って、身近な動物の紹介をする。
【表】
cat, dog, horse, duck, frog, sheep, cow, pig, mouse, monkey, bear, lion, snake, bird,
giraffe, camel, elephant
Who am I? You are ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動⑥」を参照）

めあて 動物の名前を言えるようになろう
20

○New Words & New Phrases
・”Old MacDonald Had a Farm”を歌う。
※出てくる動物が何か、また、どのような鳴き方をす
るのかを確かめ、聞いたり口ずさんだりする。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。

○歌に出てくる動物の絵カードを提示す
る。

○ Activity 1 「どんじゃんけんゲーム」

10

（１）２グループに分かれ、机を並べ替え、机にカ
ードを並べる。
（２）手前のカードからタッチしながら、カード
の動物の鳴き声と名前を英語で言う。
（３）相手と出会ったら、じゃんけんをする。
※動物の鳴き声と言い方が分からない時は、カ
ードを自分のチームの友達に見せ、言い方を
教えてもらう。

○Activity 2 「Who am I?クイズ」

10

（１）HRT が出題をする。
（２）グループごとにカードを使って活動する。
①A:（絵カードを見せながら）Who am I?
B: You are a/an ~.
A: Good. (Close.)
②A:（動物の鳴き声を出しながら）Who am I?
B: You are a/an ~.
A: Good. (Close.)

○はっきりと動物の名前を言えたことを
賞賛し、速さだけに児童の興味が偏らな
いようにする。

○最初は全部のカードを見せておくが、
徐々に、体の一部だけを見せるなど、動
物の提示の仕方を工夫する。
○児童が出題し、答える場面を全体で設定
した後、実態に応じて、グループでのク
イズタイムをつくる。
★動物の鳴き声や”Who am I?”を使って、
身近な動物の紹介をしている。
【表】

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit9 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who am I?”

形状や動物の言い方について、英語と日本語の音声の違いが分かる。
【知】
cat, dog, horse, duck, frog, sheep, cow, pig, mouse, monkey, bear, lion, snake, bird,
giraffe, camel, elephant
Who am I? You are ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動⑦」を参照）

めあて 動物の名前を言えるようになろう。
25

○Review
・”Old MacDonald Had a Farm”を歌う。
※出てくる動物が何か、また、どんな鳴き方をするの
かを確かめ、聞いたり口ずさんだりする。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。

○歌に出てくる動物の絵カードを黒板に
提示しておき、児童が動物の名前を言え
るようにしておく。

○絵本に出てくる動物に注目しながら、大
きすぎる、背が高すぎる、怖い、跳ねて
○絵本 “Dear Zoo”
いるなど、
様子をジェスチャーし、物語
・表紙を見ながら、概要を知る。
の内容を次号に分かるようにする。
・動物の様子を知る。次に出てくる動物を予想する。
○Activity 「比べっこカードゲーム」

14

5

（１）デモンストレーションを見る。
（２）カードの山を２つつくる。
（３）片方のカードを一枚めくる。
（４）出た動物の名前と形状を言った後、もう一
方のカードの動物の形状を予想して言う。
（５）もう一つの山から一枚めくる。予想が当た
ったらカードを２枚もらう。
※間違えた場合は山にもどす。
A:（カードをめくって）Giraffe. Tall.
B: Small.
C: Close. My turn.
（６）使う言葉（形状や動物）について確認する。
（７）ペアで対戦する。
（８）勝敗を確認する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○文章では言わず、単語で”Giraffe.” “Tall.”
というように答えてもよい。
○言いたい言葉の言い方が分からない場
合は、ペアの相手や HRT に聞いてよい
ことを確認する。
★形状や動物の言い方について、英語と日
本語の音声の違いが分かっている。
【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit9 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who am I?”

“I am ~.”や”Who am I?”を使って、動物紹介をする。【表】
cat, dog, horse, duck, frog, sheep, cow, pig, mouse, monkey, bear, lion, snake, bird,
giraffe, camel, elephant
Who am I? You are ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動⑧」を参照）

めあて 動物の名前を言えるようになろう
20

○New Words & New Phrases
・”Old MacDonald Had a Farm”を歌う。
※出てくる動物が何か、また、どんな鳴き方をするの
かを確かめ、聞いたり口ずさんだりする。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
〇絵本 “Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?”
・表紙を見ながら概要をつかませる。
・次に出てくる動物を予想したり、動物の色を確か
めたりしながら読む。

○歌に出てくる動物の絵カードを黒板に
提示しておき、児童が動物の名前を言え
るようにしておく。
○クイズにつなげるため、色の部分にも注
目させながら、読み聞かせを行う。
○動物の名前を確認したり、繰り返し口ず
さんだりする機会を取り入れる。

○ Activity 1 「ジェスチャーゲーム」

10

（１）デモンストレーションを見る。
A:（ジェスチャー）Who am I?
B: You are a dog.
A: Good. (Close.)
（２）使う表現を確認する。
（３）全体でゲームをする。
（４）グループでゲームをする。

○”Who am I?” ”You are a/an ~.”を思い出
させるようにする。

○Activity 2 「動物紹介」

10

5

（１）デモンストレーションを見る
※形状や色、鳴き声、ジェスチャーで動物を紹
介する。
（例）A:I am an animal. I am gray. I am big.
（鳴き声とジェスチャー）Who am I?
B: Are you an elephant?
（２）グループごとに、動物紹介の内容を考える。
（３）グループごとに発表する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○１グループ４名程度とし、全員が一言ず
つ言えるようにする。
★”I am ~.”や”Who am I?”を使って、動物
紹介をしている。
【表】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F3―Unit9 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who am I?”

相手意識をもって、動物について紹介しようとする。【学】
cat, dog, horse, duck, frog, sheep, cow, pig, mouse, monkey, bear, lion, snake, bird,
giraffe, camel, elephant
Who am I? You are ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Alphabet Activity
（「文字指導年間指導計画（３年生）活動⑨」を参照）

めあて 動物の名前を言えるようになろう。
20

○New Words & New Phrases
・”Old MacDonald Had a Farm”を歌う。
※出てくる動物が何か、また、どんな鳴き方をするの
かを確かめ、聞いたり口ずさんだりする。
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。

○歌に出てくる動物の絵カードを黒板に
提示しておき、児童が動物の名前を言え
るようにしておく。

○ Activity 1 「クイズ作り」

10

（１）様々な動物の表現の仕方を確認する。選んだ
動物についてのヒントを考える。（形状や
色、鳴き声、ジェスチャー）
（２）グループでクイズを出し合う。
（３）クイズ大会をする。グループ内で話し合い、
全体のクイズ大会で出題する動物とヒント
を決める。

○絵カードを使い、クイズのヒントに使え
る表現を確認させる。
○ヒントづくりが進められない児童には、
形状や色を表すカードを見せ、ヒントを
つくることができるようにする。

○Activity 2 「クイズ大会」

10

5

（１）グループごとに出題する。
（例）A: I am an animal. I am ~.
Who am I?
B:Are you a/an ~?
A: Yes./No. (No.の場合はさらにヒントを出す。)
I am ～.(鳴き声とジェスチャー)
B:Are you a/an ～?
A: Yes.
（２）各グループで答えを考え、小黒板などに書いて
おく。
（３）結果は黒板に掲示する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★相手意識をもって、動物について紹介し
ようとしている。
【学】
○ヒントの出し方がよかったグループを
ほめる。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」「分かったこと」など、振り返りの視点
を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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FUSSA GRADE 4
（小学校第４学年相当 35 時間）

F4―Unit 1 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 1 “Nice to meet you.”

身の回りに、アルファベットの小文字で表現されているものがあることが分かる。
【知】

pencil/ pencil case/ eraser/ desk/ chair/ door/ blackboard/ locker/ switch.…
I am (名前). Nice to meet you.
I am (名前). Nice to meet you too.

本時の展開
時間

12

学習内容
○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“A/a”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“A/a”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“A/a”」を参照）
○Chants
・“Nice to meet you.”
○自由に歩き、友達と英語であいさつをする。
C1: Hello.
C2: Hello.
C1: I am (名前). Nice to meet you.
C2: I am (名前). Nice to meet you too.

めあて 身の回りから、アルファベットの小文字で
表現されているものを探そう。

○指導上の留意点

★評価

○“Nice to meet you.”の表現を使い、学年
最初の外国語活動として、あいさつを
行うことを確認する。
○毎回 ABC song を歌ってからワークシ
ートに取り組ませる。

〇

○Activity 1 “Missing Game”

15

（１）児童が目をつぶっている間に、教師は黒板に貼 ○a から z までの小文字のアルファベット
に親しむことが目的なので、答えが正解
られたアルファベットの小文字で表現された
でも間違いでも、小文字を見せながら児
picture cards から、
１枚とる。“What’s missing?”
童全員に繰り返して言わせる。
（２）児童は目を開き、なくなったカードを当てる。
“pencil”等。全体で行った後、グループごとに行 ○ 間 違 え た 児 童 に は 、 “No worry./No
problem／That’s OK.”等の声をかける。
う。慣れたら、一度になくなるカードを３枚程
度まで増やしてもよい。

○「小文字のアルファベットさがし」
・教室内から、小文字のアルファベットで表現されてい
15

3

るものを探し、紹介し合う。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○小文字のアルファベットは、教室の中か
ら探すが、あらかじめ家庭等の身の回り
から探させておいてもよい。
★身の回りに、アルファベットの小文字で
表現されているものがあることが分か
っている。
【知】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greeting》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》
見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら
→ □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 1 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 1 “Nice to meet you.”

ビンゴカードの文字と、聞いたアルファベットを一致させながら発音する。
【表】

小文字のアルファベット“a”~“z”
I am (名前). Nice to meet you.
I am (名前). Nice to meet you, too.

本時の展開
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“B/b”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“B/b”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“B/b”」を参照）
○Chants
・“Nice to meet you.”
〇「ミッシングゲーム」を第１時と同様に全体で行った
12
後、グループごとに行う。
〇Song “ABC Steps”
（１）貼っていくアルファベットの読み方を確認する。
（２）音楽なしでゆっくりと歌う。
（３）音楽に合わせて歌う。
（４）HRT が取ったアルファベットのところで手をたた
き、その文字は歌わない。
めあて

（１）ビンゴカードに好きな小文字を並べる。
（２）HRT が言ったアルファベットを聞いて、チェ
ックをする。
（３）小文字のアルファベットを見て、発音する。

○Activity 2 「誰の名前でしょうクイズ」

15

3

〇“Nice to meet you.”の表現を使い、あい
さつを行うことを確認する。

〇“Hi, friends!2”指導編 p17 を参照する。
〇小文字で表された単語に親しませる。
〇小文字の記載されたアルファベットカ
ードを黒板に掲示する。
〇CD を使う
〇児童が慣れるのに合わせ、複数のアルフ
ァベットを取る。

（１）児童の名前のアルファベット文字を並べ替え
て、誰の名前かを考えることを知る。
（２）文字数の少ない名前でのデモンストレーション
を見る。
（３）全体でゲームを行う。
（４）慣れたら、グループごとに問題を作って、全体
に質問する。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○第３学年 Lesson7 の第２時と同様に行
う。アルファベットカードは、掲示用の
大カードと個人用の小カードを用意す
る。９マスのビンゴカードも用意する。
〇言った文字を黒板に掲示し、児童に発音
させる。
★ビンゴカードの文字と、聞いたアルファ
ベットを一致させながら発音している。
【表】
〇第３学年 Lesson7 の第３時と同様に行
う。
〇“a” “i” “u” “e” “o”は複数用意しておく。
〇出題したら、一文字ずつアルファベット
を発音させる。
〇 間 違 え た 児 童 に は 、 That’s OK. / No
problem. / No worries.等の声をかける。
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》
見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら
→ □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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★評価

アルファベットの小文字を見て、正しく発音
しよう

○ Activity 1「ビンゴゲーム」

15

○指導上の留意点

F4―Unit 1 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 1 “Nice to meet you.”

“What do you want?”を使って、欲しいものについてやりとりする。【表】

小文字のアルファベット“a”~“z”
“What do you want?” “～, please.”
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“C/c”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“C/c”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“C/c”」を参照）
○Chants
・“Nice to meet you.”
〇Song “ABC Steps”
12

○「ビンゴゲーム」
○「アルファベットマッチングゲーム」
（１）大文字と小文字のアルファベットの対応を確かめ
る。
（２）大文字と小文字のカードを混ぜて裏返して広げる。
（３）それぞれのカードを表に返して、その文字を確認す
る。
（４）同じアルファベットが出たらカードをもらう。

○ Activity 1 「文字結びゲーム」をする。

15

（１）大文字のドットと小文字のドットを線で結ぶゲ
ームであることを確かめる。
（２）ペアになって、相談しながら大文字と小文字を
マッチングさせて線で結んでいく。

○指導上の留意点

★評価

〇“Nice to meet you.”の表現を使い、あい
さつを行うことを確認する。

〇第２時と同様に行う。“a”～“z”の発音を

確認する。

〇第２時と同様に行う。慣れていたら 16
マスで行うこともできる。
〇大文字と小文字のアルファベットカー
ドを順番に並べながら、文字を確認す
る。
（初めは 10 枚程度）
〇児童の実態に合わせて、枚数や文字、人
数を決める。
〇カードの裏側に印をつけたり、色を変
えたりして大文字と小文字のカードが
分かりやすいようにしておく。
○児童の実態に合わせて、文字や文字の
数を決めていく。

めあて “What do you want?”を使って、ほしいもの
をたずねたり答えたりしよう
○Activity 2 「イニシャル集めゲーム」

15

3

〇あらかじめ、学級全児童のイニシャル
を切り分けたアルファベットカードを
（１）学級全児童のイニシャルを切り分けたアルファ
作っておく。
欠席者の分は、デモンスト
ベットカードを、１人に２枚ずつ、ランダムに
レーションで使うか、抜いておく。
配る。
（２）“What do you want?” “～, please.”を使って、自
★“What do you want?”を使って、欲しい
分のイニシャルを完成させる。
ものについてやりとりをしている。
（３）持っていない場合、“Sorry.”と答える。
【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 1 ４時間目

相手意識をもって、“What do you want?”を使いながら、コミュニケーションを図ろう
とする。
【学】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

13

Unit 1 “Nice to meet you.”

pencil/ pencil case/ eraser/ desk/ chair/ door/ blackboard/ locker/ switch.…
“What do you want?” “～, please.”
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“D/d”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“D/d”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“D/d”」を参照）
○Chants
・“Nice to meet you.”
〇Song “ABC Steps”

〇第２、３時と同様に行う。前回より文字

○ Activity 1 「かくれた文字は何だろうゲーム」

〇第３時と同様に行う。

〇“Nice to meet you.”の表現を使い、あい
さつを行うことを確認する。

の数を多くしたり大文字と小文字で
違うものを選んだりする。
〇第３時と同様に行う。ペアで問題を作
〇「文字結びゲーム」をする。
って交換する。
めあて 相手によく伝わるように気を付けて、“What do you want?”を使って、ほしいもの
をたずねたり答えたりしよう

15

・欲しいものを尋ねるときや答えるときの表現を復習
する。“What do you want?” “～, please.”
○Activity 2 「名前を完成させよう！ゲーム」

15

3

（１）並べたアルファベットから足りない文字が何で
あるかを考える。
（２）“What do you want?”と聞く。
（３）足りない文字を探し、“～, please.”と言う。
（４）名前を完成させる。
（５）全体で確認しながら、ゲームを行う。
（６）グループになって順番に行う。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇相手意識をもってコミュニケーション
を図らせる。

〇ペアやグループで、名前のアルファベッ
トに足りない文字を考えるゲームであ
ることを確認する。
〇HRT が代表児童と一緒にデモンストレ
ーションを行う。
〇慣れてきたら、順番を入れ替えたり、な
くすカードを増やしたり、児童の実態に
合わせて難易度を変化させることもで
きる。
★相手意識をもって、“What do you want?”
を使いながら、コミュニケーションを図
ろうとしている。
【学】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 2 １時間目
目標

Unit 2 “Turn right.”

建物の表し方について、日本語と英語の音声が違うことが分かる。【知】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開

park/ school/ bookstore/ restaurant/ police/ convenience Store/ flower shop/
hospital/ supermarket/ fire station/ department store/ post office/ station/
Right. Left. Go. Back.

時間

学習内容

12

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“E/e”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“E/e”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“E/e”」を参照）
○外国の街の様子を動画で見て、気付いたことを話し
合う。
○店や施設の英語での言い方を知る。
T: Supermarket. C: Supermarket.
T: Park.
C: Park.
○Chants「場所の名前」
・ “Park. School. Book Store. Restaurant. Police.
Convenience Store. Flower Shop. Hospital.
Supermarket. Fire Station. Department Store. Post
Office. Station .”
めあて 英語で、建物の言い方を覚えよう
○ Activity 1「ミッシングゲーム」

15

“ Missing
Game”
（１）
児童が目をつぶっている間に、
HRT は黒板に貼
られた picture cards から、１枚とる。“What’s
missing?”
（２）児童は目を開き、なくなったカードを当てる。
“Supermarket”等。全体で行った後、グループご
とに行う。慣れたら、一度になくなるカードを
３枚程度まで増やしてもよい。

○指導上の留意点

★評価

〇“Hi, friends!1”デジタル教材(p.4~5)の動
画を使う。
〇Picture cards を使う。
〇Accent、発音に注意して復唱させる。
〇“Hi, friends!2”指導編(p.17)を参照する。

○英語で建物を表現する力を育てる。
○答えが正解でも間違いでも、児童に繰り
返して言わせる。
〇 間 違 え た 児 童 に は 、 That’s OK. / No
problem. / No worries.等の声をかける。
〇グループ用の picture cards を用意して
おく。

○Activity 2 「ドンジャンケン」

15

3

（１）フラッシュカードを（机の上、または黒板
に、
）横一列に並べる。
（２）児童を２組に分け、カードの左右の端に一
列に並ばせる。
（３）“Ready, go.”の合図で、単語を言いながら進
んでいき、相手と出会ったところでジャン
ケンをする。
（４）勝った児童はそのまま進み、負けたチーム
は次の児童がスタートする。
（５）どちらかが、相手エリアの一番端の単語に
辿り着いたら、そのチームの勝ち。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇建物を表す単語を、繰り返して言うこと
を目指して活動する。
○単語を正しく言うように指導する。
★建物の表し方について、日本語と英語の
音声が違うことが分かっている。【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》
見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら
→ □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 2 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Turn right.”

“Go straight.”や“Turn right(left).”を使って、目的地への行き方を伝える。
【表】

Goal / Good job.
Turn right (left). Go straight.

時間

学習内容

12

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“F/f”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“F/f”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“F/f”」を参照）
○Chants「場所の名前」
○「ミッシングゲーム」を第１時と同様に行う。
○「言うこと一緒、やること反対ゲーム」をする。
めあて “Go straight.”や“Turn right (left).”を使って、目
的地への行き方を伝えよう
○ Activity 1 「サイモンセッズ」

15

15

3

T: Simon says, turn right.(C は体を右に向ける。)
T: Simon says, go straight.(C はその場で足踏みす
る。)
・HRT が“Simon says”と言わない場合は、動作をし
ない。
○Activity 2 「道案内」
１ 黒板の地図で道案内のやり方を知る。
（１）デモンストレーションを見る。
T: Go straight.
C: Go straight.
(復唱しながら、黒板に貼った磁石を動かす。)
T: Turn right.
C: Turn right.
T: Go straight.
C: Go straight.
T: Goal!
C: The flower shop?
T: Yes, Good job.
（２）各自で地図をもち、地図を見ながら教師の案内
で目的地まで進む。
２ 地図上で道案内をする。
（１）デモンストレーションをとおして道案内のや
り方を理解する。
（２）ペアで道案内を行う。
A: Turn right. Go straight. Goal!
B: Restaurant? A: Yes.
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○指導上の留意点

★評価

〇前時に学習した場所の名前を復習する。
〇アクセント、発音に注意して復唱させ
る。

○第３学年 Unit7 の第２時と同様に行う。
アルファベットカードは、掲示用の大カ
ードと個人用の小カードを用意する。９
マスのビンゴカードも用意する。
〇言った文字を黒板に掲示し、児童に発音
させる。
〇黒板を地図に見立てて、店のピクチャー
カードを黒板に間隔をおいて貼る。
〇行き先を尋ねて、その場所に案内しても
ら う 本 来 の 会 話 で は “Where is the
flower shop?”を扱うようにする。
〇現在地がわかるように、磁石等を使っ
て、現在地を示す。
〇“Goal. The(場所)? Yes, Good job.”の表
現にも親しませる。

〇ペアで助け合うことを促す。
★“Go straight.”や“Turn right(left) .”を使っ
て、目的地への行き方を伝えている。
【表】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.

76

F4―Unit 2 ３時間目

“Where is the ～?”を使って、道を尋ねたり“Go straight.”や“Turn right（left）.”を使って、
目的地への行き方を伝えたりする。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

15

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“G/g”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“G/g”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“G/g”」を参照）
〇“Simon Game”をする。
○ Activity 1 「ポインティングゲーム」をする。
（１）HRT が言った店を示す。
（２）HRT が言った二つの店を示す
（３）HRT のヒントを聞いて示す。
（例）bench, swing ⇒ park
Knife and fork ⇒ restaurant
Book, pen, teacher ⇒ school

めあて

15

bench/ swing/ knife/ fork/ book/ pen/ teacher…
“Where is the ～?” “Go straight.” “Turn right（left）.”
学習内容

時間

12

Unit 2 “Turn right.”

★評価

〇第２時と同様に行う。
〇“Hi, friends!2”指導編(p.5)を参照する。
〇地図を一人一人に配布する。
〇“Pointing Game”は、ペアで一枚の地図
を使用しても、一人で一枚使用しても、
どちらでもよい。

“Where is the ～?”を使って道を尋ねた
り、“Go straight.”や“Turn right(left).”を使っ
て、目的地への行き方を伝えたりしよう

○道案内のデモンストレーションを見る。
・黒板の地図を使ったデモンストレーションを見て、
やりとりを理解する。
T: Where is the park?
C: Go straight.
T: Go straight.
C: Turn right. T: Turn right.
C: Goal! Here is the park. T: Thank you.

○“Welcome to Tokyo”(p.8)を参照する。
“Welcome To Tokyo”「行き先を案内し
よう!」の DVD を見せる。“right”、 “left”、
“go straight”に注目させる。動画は、全
部理解させる必要はない。

○Chants “Where is the station?”

○“Hi, friends!2”L4 Let’s chant “Where is
the station?”を参照する。
○黒板の地図上で、現在地がわかるよう
に磁石等で示しながらデモンストレー
ションを行う。
★“Where is the ～?”を使って道を尋ねた
り、“Go straight.”や“Turn right（left）.”
を使って、目的地への行き方を伝えた
りしている。【表】
○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

○Activity 2 「地図上で道案内」をする。
（１）HRT が児童に対して案内する。
（２）ペアで案内する。

3

○指導上の留意点

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》
見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら
→ □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 2 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 2 “Turn right.”

相手意識をもって、道を尋ねたり、道案内をしたりしようとする。【学】

“Where is the ～?” “Go straight./Turn right./Turn left./Goal, here is the ～”
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Phonics
・“H/h”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“H/h”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）“H/h”」を参照）
20

〇「サイモンセッズ」をする。

〇第２・３時と同様に行う。

〇第３時と同様に行う。“Hi, friends!2”指導
編(p.5)を参照する。
○Chants
〇第３時と同様に行う。“Hi, friends!2”L4
“Where is the station?”
Let’s chant “Where is the station?”を参
照する。
めあて 相手によく伝わるように気を付けて、道を尋ねたり、道案内をしたりしよう
〇「ポインティングゲーム」をする。

○ Activity 1 「道案内」
ペアで道案内をする。
（１）道案内のデモンストレーションを見てやり
方を理解する。
20

T: Where is the park? C: Go straight.
T: Go straight.
C: Turn right. T: Turn right.
C: Goal! Here is the park. T: Thank you.

（２）くじ引きで出た店へ案内する。
（くじを引いて supermarket が出た場合。
）

A: Where is the supermarket?
B: Turn right. A: Turn right.

（３）ペアの相手が案内してほしいところへ案内
する。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇教室の中を HRT が代表児童と二人で
移動しながら会話を行い、目的地まで
行く。
〇混雑を避け、案内の仕方のバリエーシ
ョンが増えるように、教室の四角をス
タート地点とする。
〇必要に応じて机を移動させる。
〇ペアで難しい場合は、グループでも行
うことができる。その場合、４名以下
が望ましい。
★相手意識をもって、道を尋ねたり、道
案内をしたりしようとしている。
【学】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit3 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “How many?”

世界の各国の数の数え方について、日本語の言い方との共通点や相違点が分かる。
【知】
1~25 の数、じゃんけんの表現（３年 Unit3 参照）
How many times did you win?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Phonics
・”I/i”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”I/i”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”I/i”」を参照）
めあて

15

10

15

5

世界の数の言い方を知ろう。

○みんなで一、二度聞いてから、曲に合
わせて歌う。
体を動かしたりキーナンバーを決めて
その数だけ抜かしたりして歌う。
○“Hi, friends!1”デジタル教材
U3“Let’s
○世界のじゃんけんを見る。・フランス語、韓国語の
play”を参照する。
じゃんけんを知り、英語や日本語との違いを考える。
○韓国語の「３（サム）
」と日本語の「３
○「じゃんけんゲーム level①」をする。
（サン）
」の発音が似ていることなど、
各国の数え方の共通点や相違点に気付
(１)英語のじゃんけんで１０人の友達とする。
(２)１０人中何回勝てたかを確認する。
かせる。
T: How many times did you win?（第１回）
○英語のじゃんけんの言い方を全員で確
(３)第２回は、英語だけでなく、フランス語や韓
認してから行う。 “第３学年 Unit3”の
国語のじゃんけんも入れてやってみる。
第１時を参照する。
○New Words &New Phrases
・1～25 を指導する。
○Song “Twenty Steps”

○Activity1 「国あてクイズ」
・英語、フランス語、日本語、スペイン語、韓国語、中
国語の数え方の音声を聞いてどの国の数の言い方か
を考える。
○Activity2「ノット 25 ゲーム」
(１)４~５名のグループをつくって円になる。
(２)１人３つまで数をカウントできるルールで
順番に数を言っていく。
(３)“twentyfive”を言った人が負けとなる。
(４)何度か行い、ポイントを競いながら楽しむ。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○“Hi, friends!1”P.10 を参照する。
★世界の各国の数の数え方について、日
本語の言い方との共通点や相違点が分
かっている。【知】
○最初に、HRT と児童全員とで交互に
カウントしながらルールを確認する。

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit3 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 3 “How many?”

２０~１００の数え方を使って表現する。
【表】
２１~１００ の数（twenty one～one hundred）
monkey/bird/apple/tree/balloon/ball
How many~?

学習内容

giraffe/penguin/panda/tiger/elephant/bear

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Phonics
・”J/j”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”J/j”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”J/j”」を参照）

めあて 100 までの数を使ってゲームをしよう。
○New Words &New Phrases
・21~100 を指導する。
・penguin, panda, tiger, elephant, bear, monkey, bird,
apple, tree, balloon, ball
○Song “How many?”
20

（１）１～３番を１度聞いてから、どんな動物が出てきた
か考える。
（２）もう１度聞いてみてどんな動物がいたか確かめる。
（３）１番の歌詞のライオンの数を聞き取る。
T: How many lions in the zoo?
（４）２～３度聞いてみて、数を確かめる。
（５）１番だけ、歌えるところを歌ってみる。
How many lions in the zoo? Let’s count the lions in
the zoo.
I see one, I see two, three, four, five, six, seven
lions.
Watching TV on the hill.

○「じゃんけんゲーム level②」をする。
・ラッキーイレブンじゃんけんを、ラッキーセブンじゃ
んけんのやり方で行う。
T: Let’s enjoy “Lucky Eleven Janken”.
You can use only 4, 5, 6, and 7.
You can use both hands.
○Activity 「ヒントを聞いて数あてクイズ」をする。

20

5

80

（１）“Hi, friends!2”p.２~３をじっくり見る。
（２）デモンストレーションを通してやり方を理解する。
T: Hint1. Yellow and brown. Hint2. Longneck.
What this? How many?
C: Five.
（３）penguin, panda, tiger, elephant, bear, monkey, bird,
apple, tree, balloon, ball についても同様に、ヒ
ントを聞いて数をあてる。
（４）20~100 までの言い方を再確認する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○歌詞を視覚的に確認できる絵を用意で
きると、より歌のインプットがしやす
い。
○歌の代替教材として、“Hi, friends!2”p.3
のチャンツ “How many penguins?”を
活用することができる。

○“第３学年 Unit3”の第１時の「ラッキー
セブンじゃんけん」を参照する。
○HRT と児童でデモンストレーションを
してから行う。
○「６」と「７」は両手で出してよいこと
を伝える。

○“Hi, friends!2”p.２~３を参照する。
○ヒントは、ジェスチャーをつけながら
言い、わからない単語でも想像しやす
くする。
○あらかじめ、ヒントにする単語を用意
しておく。
○答えになる１１・１２・２３・３２・３
３・４７・１００ をカードにして用意
しておく。
★２０~１００の数え方を使って表現し
ている。
【表】
○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.

F4―Unit3 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “How many?”

20~100 の数え方や数の尋ね方の表現を使って、尋ねたり答えたりする。
【表】

How many?
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
○Phonics
・”K/k”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”K/k”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”K/k”」を参照）
めあて

○Song

25

100 までの数をたずねたり答えたりしよう。

“How many?”

（１）１～３番を１度聞き、歌えるところは歌ってみる。
（２）２番の歌詞のサルの数を聞き取る。
T: How many monkeys in the tree?
（３）２～３度聞いてみて、数を確かめる。
（４）１～２番だけ、歌えるところを歌ってみる。
#2♪How many monkeys in the tree?
Let’s count the monkeys in the tree.
I see one, I see two, … six monkeys.
Singing Ryukyu songs in the tree.

○指導上の留意点

★評価

○歌の代替教材として、“Hi, friends!2”p.3
のチャンツ“How many penguins?”を
活用することができる。

○何回勝ったかを記録させて、最後に確
認してもよい。

○「じゃんけんゲーム Level③」
（１）英語でのじゃんけんの言い方を確認する。
（２）ルールを確認する。
rock＝10, scissors＝2 paper＝5 あることを確認
し、両者の数をかけ合わせた数を先に言った方が
勝ちとする。
（３）デモンストレーションを見る。
T&C: Rock, scissors, paper, one, two, three!
T: (rock＝10)
C: (scissors＝２) T: Twenty!
（４）25、50、100 の言い方を確認する。
（５）全員で行う。

○Activity1

15

5

「○組 How many?クイズ」をつくる。

（１）身の回りの物を題材にして、数をあててもらう「How
many?クイズ」をつくることを確認する。
（２）身の回りのクイズに使えそうな物の言い方を知る。
（３）次時のクイズ大会で出題するための問題をペアごと
につくって出し合う。
・クイズにしたい物をデジタルカメラで写真に撮っ
て準備をする。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○“第３学年 Unit3”の第３時を参照する。
○教室の中でクイズにしたい物の数を調
べさせてから準備を行う。
★20~100 の数の数え方や数の尋ね方の
表現を使って、尋ねたり答えたりして
いる。【表】

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
81

F4―Unit3 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “How many?”

数を尋ねたり答えたりして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】
How many ~?

学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・”K/k”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”K/k”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”K/k”」を参照）
めあて

数を使ったクイズを考えよう。

○Song “How many?
15

（１）１～３番を１度聞き、歌えるところは歌ってみる。
（２）３番の歌詞の鳥の数を聞き取る。
T: How many birds are in the pond?
（３）２～３度聞いてみて、数を確かめる。
（４）１～３番を通して、歌えるところを歌ってみる。
#3♪How many birds in the pond?
Let’s count the birds in the pond.
I see one, I see two, … eight birds.
Swimming in the pond, in the pond, in the pond.

○Activity1「○組 How many?クイズ大会」

25

（１）相手に分かりやすく出題する方法を考える。
・出題者は“My Quiz!”と言って問題を見せる。
・one から twenty まで 20 秒静かに数えてから、
問題を隠す。
・“How many ～?”で問題にしたものを尋ねる。
問題例:
How many balls?
How many books?
（２） ４名程度のグループで２名ずつ前半と後半に分か
れ、出題者と解答者に分かれてクイズを出し合う。
（３） 解答者の２名は、自分のグループの出題者だけで
なく、他のグループの出題者のクイズも聞きに行
く。
（４） 時間がきたら、出題者と解答者を交代する。
（５） 最後に、工夫していたクイズや、難しかったク

○指導上の留意点

★評価

○全部歌えなくてもよいことを伝え、聞
こえた単語や数字だけでも言ってみる
ように助言する。
○歌の代替教材として、“Hi, friends! 2”p.3
のチャンツ“How many penguins?”を活
用することができる。

○解答者は、クイズを解くたびにスタン
プをもらえる設定にし、どれだけクイ
ズのやりとりができたかを最後にスタ
ンプカードで確かめる。
★数を尋ねたり答えたりして、楽しくコ
ミュニケーションを図ろうとしてい
る。
【学】

イズなどを紹介し合う。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit4 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 4 “What’s this?”

身の回りのものは何かをやりとりをする。
【表】
（動物）“第３学年 Unit5, 8, 9”既習
（アルファベット） “第３学年 Unit7” “第４学年 Unit1”既習
What’s this? It’s a / an ～.
学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

○Phonics
・”M/m”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”M/m”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”M/m”」を参照）
めあて 「これは何？」を使って身の回りの物を言ってみよう

15

○New Words &New Phrases
What’s this? It’s a / an ~.を指導する。
○Song “What’s this?”
CD の曲を聴く。歌に合わせて HRT が描く絵を見ながら、そ
の絵が何を表しているか考える。慣れてきたら歌う。
○絵本『ブラウンベア』を読む。
（１）絵本を見て、その絵が何を表しているかを答える。
T: What’s this? C: It’s a cat.
（２）絵カードを見ながら動物の言い方に慣れ親しむ。

○ 歌 を 使 わ な い 場 合 は 、 代 わ り に “Hi,
Friends!1” p.30 のチャンツを代用して
もよい。
○絵本を使わない場合は、“Hi,Friends!1”
p.26~27 のクイズで代用してもよい。

○“Hi, Friends!1”指導編 p.29 を参照する。
○３~４の活動を行うために、歌や絵本に
出てくる単語を絵カードにしておく。

３ 「キーワードゲーム」をする。
（１）隣の児童とペアになる。消しゴムを１つ机上に置く。
（２）HRT がランダムに発話する語彙を聞き、キーワードが聞こえたら消しゴムを取る。
早く取った方の勝ちとなる。

5

○Activity1 「ミッシングゲーム」
（１）黒板に貼ってある数枚の絵カードを読む。
（２）目を閉じている間になくなったカードを当てる。

○“Hi, Friends!2”指導編 p.17 を参照する。
○デモンストレーションを行い、ゲームの
進め方を児童に見せると分かりやすい。

○Activity2 「背中の絵は何？」

○HRT と ALT でデモンストレーションす
る。
○黒板やテレビ等を使って、会話の様子を
吹き出しにして見せることで、会話の手
がかりとすることもできる。
○ヒントを出すときは、日本語を使わない
ように事前に伝えておく。
★身の回りのものは何かをやりとりしてい
る。
【表】

（１）隣の児童に、絵を見せないようにして背中にカードを
貼る。
（２）歩き回り、出会った児童に自分の背中の絵が何かを尋
ね、相手のヒントを聞いて背中の絵が何かを答える。
（３）正解できたら、異なる相手と会話する
20

5

T: What’s this?
C: It’s an animal.（ヒントを出す。
）
T: It’s a lion.
（答えが背中の絵と違う場合は）
C: Sorry. No. T: （さらにヒントを出す。
）
（答えが背中の絵と同じ場合は） C: Right!
T&C: Thank you. Bye.
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit4 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “What’s this?”

身の回りには、アルファベットの文字で表されているものが多いことが分かる。
【知】
（アルファベット） “第３学年 Unit7” “第４学年 Unit1”既習
What’s this?

学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・”N/n”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”N/n”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”N/n”」を参照）
○New Words &New Phrases(既習)
めあて

15

アルファベットの形と読み方を理解しよう

○Song “What’s this?”
○絵本『ブラウンベア』を読む。

○指導上の留意点

★評価

〇CD の曲を聴く。歌に合わせて HRT
が描く絵を見ながら、その絵が何を
表しているか考える。慣れてきたら
歌う。

（１）絵本を見て、その絵が何を表しているかを答える。
T: What’s this? C: It’s a bear.
（２）絵カードを見ながら動物の言い方に慣れ親しむ。

○「キーワードゲーム」をする。
（１）隣の児童とペアになる。消しゴムを１つ机上に置く。
（２）HRT がランダムに発話する語彙を聞き、キーワー
ドが聞こえたら消しゴムを取る。早く取った方の
勝ちとなる。

○Activity1
10

（１）HRT の発話したアルファベットを聞き、その小文字カ
ードを探す。
（２）大文字のアルファベット表の上に、対応する小文字カ
ードを重ねていく。
（３）学級全体で確認する。

○Activity2

15

5

「大文字・小文字並べカードゲーム」

「アルファベット探し」

（１）２文字のアルファベット探しをする。
・隣の児童とペアになって活動する。
・身近な物の中からアルファベット２文字の英語を
探し、ワークシートに記入する。
・自分たちの探したアルファベットを発表する。
T: What’s this?
C: It’s a TV. (その他、CD / CM / WC / am / pm 等)
T: Nice!
（２）３文字のアルファベット探しをする。
・２文字のときと同様に活動を進める。
T: What’s this?
C: It’s a DVD. （その他、AED / USA / RPG / VTR /
DVD 等）
T: Great!

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○活動形態については児童の実態に
合わせて決める。
○小文字のアルファベット表を児童
に配布し、その上に大文字のカード
を重ねる活動にすることもできる。
○ペアになって活動することで、友達
と協力し合いながら楽しめるよう
に配慮する。
○想像するだけでなく、実際に着てい
る服や教室の中にあるものの中か
らアルファベットの文字を探すこ
ともできる。
★身の回りにはアルファベットの文
字で表されているものが多いこと
が分かっている。
【知】

○「がんばったこと」「できるように
なったこと」
「分かったこと」など、
振り返りの視点を与え、学習の価値
付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit4 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

時間

Unit 4 “What’s this?”

アルファベットの文字を見ながら発音する。
【表】
21~100
What’s this?

学習内容
○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・”O/o”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”O/o”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”O/o”」を参照）
○New Words &New Phrases（既習）

15

めあて

アルファベットを全部言えるようになろう。

○Song “What’s this?” 第１、２時と同様に行う。
○「身の回りの絵文字クイズ」を行う。

○指導上の留意点

★評価

○“Welcome to Tokyo”の p.56 及び
DVD Lesson7 を参照する。映像を
途中で止めながら児童に発表させ
る。

（１）“Welcome to Tokyo”の P56 “What’s this sign?”の動画を
視聴する。
（２）絵文字が何を示しているのか発表する。
T: What’s this? C: It’s an elevator.

○Activity1

5

（１）グループになる。順番を決める。
（２）アルファベットの大文字カードと小文字カード
を裏返しにしておく。
一人ずつ、大文字カードから１枚、小文字カード
から１枚を選択し、めくる。出たアルファベット
をグループ全員で読む。
（３）２枚とも同じアルファベットになったら、そのカ
ードを選んだ人がもらう。

○Activity2

20

5

「大文字・小文字マッチングカードゲーム」

「大文字・小文字を線で結ぶゲーム」

（１）点を結ぶゲームをする。
・ペアになって行う。ワークシートに描かれた大文字の
点と小文字の点を A―a、B―b というように線で結ん
でいく。
A から Z まで、全ての線が交わらないように結ぶ。
（２）自分たちでゲームをつくる。
・大文字の A~Z、小文字の a~z の点を白紙に記入し
（１）と同様のゲームを自分たちで考えてつくる。
（３）つくったゲームをする。
・他のペアとワークシートを交換し、他の児童がつくっ
たゲームに挑戦する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○児童の人数や実態に合わせて大文
字カード、小文字カードそれぞれの
配布枚数を決定する。
○アルファベットの文字を声に出し
ながらゲームを進めるように声か
けをする。
★アルファベットの文字を見ながら
発音している。
【表】

○アルファベットの文字を声に出し
ながら線で結んでいくように声か
けをする。

○「がんばったこと」「できるように
なったこと」
「分かったこと」など、
振り返りの視点を与え、学習の価値
付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit4 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

アルファベットの文字が何かについてやりとりをする。
【表】
What’s this?

時間

10

Unit 4 “What’s this?”

学習内容
○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・”P/p”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”P/p”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”P/p”」を参照）
めあて

アルファベットを使ってクイズを作ろう

○What’s this?”を歌う。
・第１～３時と同様に行う
○ Activity1 「大文字・小文字 go fish!」
15

(１)４～５名のグループをつくり、児童にアルファベット
カードを均等数配る。
(２)時計まわりで友達のカードをとる。
(３)大文字と小文字で同じアルファベットのカードがそ
ろったら、その文字を声に出しながらカードを捨てる。

○Activity2

15

5

「虫食いクイズ」のカードづくりをする。

（１）HRT のつくったクイズに答える。会話の進め方を知
る。 T: What’s this? （例：□ＶＤ □を指しながら）
C: It’s a ‘D’.
T: That’s right!
（不正解の場合は“No, it isn’t.”と言って、他の児童の答
えを待つ。
）
（２）HRT の説明を聞き、カードのつくり方を知る。
（３）自分の探した看板表示の写真や商品パッケージの現
物などを用意する。
（４）写真や現物を画用紙に貼って相手が見やすくなるよ
うに工夫する。
（５）アルファベットの文字を一文字選んで隠す。すぐに
めくって答えの文字を見せられるようにする。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○指導上の留意点

○アルファベットの文字を声に出しなが
らカードを捨てるように声かけをす
る。

○アルファベットの文字を声に出しなが
らカードを捨てるように声かけをす
る。

○事前に身近なアルファベットの文字を
探しておくように伝えてもよい。
○看板表示や商品パッケージなどを教材
化する際は、版権の扱いに注意する。
○見つけたアルファベットや作成するク
イズは、他の児童に見えないように座
席を工夫する。
○事前に写真や現物をチェックし、アル
ファベットの文字が見えない場合は拡
大するなど、作業が円滑に進められる
ようにしておく。
★アルファベットの文字が何かについて
やりとりをしている。
【表】

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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★評価

F4―Unit4 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

身の回りのものについてやりとりをして、楽しくコミュニケーションを図ろうとする。
【学】

What’s this?

時間

10

Unit 4 “What’s this?”

学習内容
○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・”Q/q”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・”Q/q”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間指導計画（４年生）”Q/q”」を参照）
めあて

アルファベットを使ってクイズをしよう

○指導上の留意点

★評価

○アルファベットの文字を声に出しなが
らカードを捨てるように声かけをす
る。

○“What’s this?”を歌う。
・第１～４時と同様に行う
○Activity1「同じアルファベットの相手を探せ！」

10

（１）一人一枚ずつカードをもらう。
（２）相手が何のアルファベットカードを持っているかを
尋ねる。
（３）大文字と小文字で同じアルファベットの児童を見つ
けたら、ハイタッチをして HRT にアルファベットを
見せる。
T&C: Hello. C: What’s this?
T: It’s a ‘Y’. What’s this?
（違うアルファベットの文字を持っていたら）
C: It’s a ‘p’.
T&C: Thank you. Bye.
（同じアルファベットの文字を持っていたら）
C: It’s a ‘y’.
T&C: Match! （両手を合わせて HRT のところ
へ行く）

○Activity2

「虫食いクイズ」

T: What’s this? （例：□ＶＤ □を指しながら）
C: It’s a ‘D’.
T: Right!

20

5

○全員が相手を見つけられるように、大
文字・小文字それぞれのカードの枚数
をそろえておく。
○デモンストレーションを行い、ゲーム
の進め方を児童に見せると分かりやす
い。
○HRT にアルファベットを見せたら自
席に戻るように促す。

（不正解の場合は“No, it isn’t.”と言って、他の児童の
答えを待つ）
（１）グループでクイズを楽しむ。
・４~５名のグループをつくる。前時に作成したクイ
ズを一人ずつ出題する。答えが分からない場合は、
掲示をヒントにして答える。
（２）クラスでクイズを楽しむ。
・グループから指名された一人がクイズを出題し、
クラス全体でクイズを楽しむ。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○児童のクイズの答えとなる看板等の写
真を教室に掲示しておく。答えが分か
らない場合は掲示を見るように促す。
○児童の実態によっては、１対１でクイ
ズを出題する活動や、クイズの出題者
と文字を渡す役との２グループに分け
て行うこともできる。
★身の回りのアルファベットについてや
りとりをして、楽しくコミュニケーシ
ョンを図ろうとしている。
【学】

○「がんばったこと」
「できるようになっ
たこと」
「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 5 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“R/r”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“R/r”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“R/r”」を参照）
○Story Telling
HRT: Let’s read this book. The title is …
“Good morning”.
どんなお話だと思いますか？
What do you think about this story?
めあて

10

物語の展開を予想しながら、内容を理解しようとする。【学】
I wake up. / I eat breakfast. / I go to school. / I go home. / I take a bath.

学習内容

時間

10

Unit 5 “Good morning!”

Kazu の一日のすごし方を予想しながら
読もう

HRT: 次は何をすると思う？ What will happen?
ヒントがほしい時は“Hint, please.”と言いま
す。

○指導上の留意点

★評価

○HRT は絵本の表紙を提示し、児童と簡単
なやり取りをしながら学習の目標を示
す。

○ALT は動作をつけながら読み進めるよう
にする。
○ページをめくる時は、次に何をすると思
うか児童から引き出しながら読み進め
る。
★物語の展開を予想しながら、内容を理解
しようとしている。【学】

○Activity「あの子たち、今何をしているんだろう」

15

5

（１）日本が午後６時だとすると、他の国の子ども
たちは何をしているのか考えさせる。
（２）子ども達から考えを引き出し、英語では何と
言うか想像させたり、ALT に発音してもらっ
たりする。
（３）昨日の午後６時に自分は何をしていたか思い
出させ、発表し、新たな表現を紹介する。

○世界の子どもたちの生活を本や動画を
見せて紹介する。
○絵本に出てこないその他の表現を紹介
し、興味をもたせる。
○ワークシートだけでなく、映像資料を見
せ、日本の子どもたちとの生活の違いに
気付かせてもよい。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 5 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

10

一日の過ごし方を表す表現が分かる。
【知】
I wake up. / I eat breakfast. / I go to school. / I go home. / I take a bath.

学習内容

時間

10

Unit 5 “Good morning!”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“S/s”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“S/s”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“S/s”」を参照）
○Story Telling
《読み始める前》
HRT: Let’s read ”Good morning”.
Do you remember?
《読んでいる途中》
What’s next?
How do you say ~ in English?
めあて

★評価

○HRT は絵本の表紙を提示し、児童と簡単
なやり取りをしながら読み進める。
○ALT は動作をつけながら読み進めるよう
にする。

一日の過ごし方を表す表現になれよう

○Activity 1「カード並べ」

10

○指導上の留意点

（１）３〜４人のグループを作る。
（２）班ごとに絵本の絵を印刷したカードを配る。
（３）班で協力して、話の流れになるようにカードを並
び替える。
（４）教室にヒントコーナーを用意し、児童が自由に見
に行けるようにする。
（５）並び替えが終わったグループは、英語表現を覚え
るように協力する。

○カードは絵本の絵をスキャナで取り込
むなどして作成するとよい。

○ヒントコーナーの例（①②③④）
①…ALT に発音をしてもらえるコーナー
（またはデジタルコンテンツ）
②③…絵本の流れが分かるコーナー（前
半・後半）
④…HRT は全体の管理をする。

○Activity 2「答え合わせ・表現の練習」

10

5

（１）カードの順番が合っているか答え合わせをする。
（２）表現を練習する。
・HRT の後に続いて表現を繰り返す。
・HRT が言った表現を聞き取ってカードにタッチ
する。
・HRT が言った表現を聞き取ってジェスチャーで
答える。

★一日の過ごし方を表す表現が分かって
いる。【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 5 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

演じることを意識して、一日の過ごし方を表す表現を覚える。
【学】
I wake up. / I eat breakfast. / I go to school. / I go home. / I take a bath.

学習内容

時間

10

Unit 5 “Good morning!”

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“T/t”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“T/t”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“T/t”」を参照）
めあて

一日のすごし方を表す表現を使って
英語げきを作ろう

○Demonstration

10

○指導上の留意点

○HRT は今までの表現を使って英語劇を
することを伝え、ALT とのデモンストレ
ーションを見せる。

（例）夏休みの宿題を最後までやらなかったキャラ
クターＡ
A: Summer vacation has started!
（A は遊び続ける。カレンダーがどんどんめくられ
ていく。
）
B: Did you finish your homework?
A: No! B, help me!
○劇を作る時のルールを知る。

○劇を作る時のルールを伝える。
①劇のスタイルを決める
・みんなが知っているキャラクターの１
日を紹介する劇
・班の児童の１日を紹介する劇
・“Good Morning”を使った劇
②一人一言セリフを言う

○グループ作り
5

（１）２〜４人のグループを作る。
（２）グループごとに劇のスタイルを決める。
○Review

5

10
5
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HRT の後に続いて表現を繰り返す。
HRT が言った表現を聞き取ってジェスチャーで答
える。
○グループ作業

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○復習をする前に、自分たちの劇で使えそ
うな表現がないか意識して練習すること
を伝える。
★演じることを意識して、一日の過ごし方
を表す表現を覚えている。
【学】
○話し合いがなかなか進まないグループ
には、４コマ漫画を作るように劇を構成
させると良いことを助言する。
○知りたい表現や聞きたいことがあれば、
それらを書くよう指示を出す。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.

F4―Unit 5 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “Good morning!”

演じることを意識して、一日の過ごし方を表す表現を覚える。
【学】
I wake up. / I eat breakfast. / I go to school. / I go home. / I take a bath.

学習内容

時間

10

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“U/u”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“U/u”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“U/u”」を参照）
めあて

英語げきを完成させよう

○HRT はめあてを提示し、活動の仕方を説
明する。

○活動の仕方を知る。
前々回のように教室にコーナーを設け、児童が
必要に応じて活用できるようにする。

15

（１）デジタルコンテンツコーナー
・児童がいつでも操作できるようにする。
（２）ALT コーナー
・ALT に発音を聞いたり、直してもらった
りする。
（３）HRT コーナー
・グループ活動で何か困ったことがあった
ら助けを求める。
○英語劇がどこまでできたかを言う。
（１）セリフが決まったグループは、はっきり言え
るように練習する。

15

（２）セリフだけでなく、動きをつけて分かりやす
く伝える工夫をする。
（３）動きも完成したグループは、本番を意識して
練習をする。他のグループとお互いに見合
っても良い。

5

○各グループの進捗状況を把握すると共
に、本番を意識した練習につながるよう
に活動の方向性を示す。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★演じることを意識して、一日の過ごし方
を表す表現を覚えている。
【学】

○次回は劇の発表をすることを伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 5 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “Good morning!”

劇を演じることを通して、一日の過ごし方について表現する。
【表】

学習内容

時間

10

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“V/v”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“V/v”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“V/v”」を参照）
めあて

英語げきを発表しよう

○HRT はめあてを提示し、本番前のリハー
サルをさせる。

○リハーサルをする。
10
○発表の場を作る。

○発表する。

○クラスや学年の実態に合わせて発表の
仕方を決める。

《発表の仕方》
A 全体の前で１グループずつ発表していく。
B ２ヶ所または４ヶ所で同時に劇を発表する。終
わったらメンバーを変えてもう一度発表する。
20

5

C グループで歩き回り、出会ったグループとペア
になり、お互いに劇を発表し合う。

★演じることを意識して、一日の過ごし方
について表現している。
【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 見本を見せる時 → □Let’s play ~. □Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up. □Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today.
□You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit 6 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

好きな色や動物について表現する。
【表】
What color (animal) do you like?

学習内容

時間

10

10

Unit 6 “This is for you.”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“W/w”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“W/w”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“W/w”」を参照）
○Review
絵カードを見ながら、色や動物の言い方に慣れ親し
む。
「Touch something ゲーム」
T: Touch, touch, touch.（手をたたきながら）
C: Touch, touch, touch.（手をたたきながら）
T: Touch something（色）.
C: T の言った色のもの（身の回りにあるもの）にタ
ッチする。
めあて

好きな色や動物を聞いたり答えたりしよう

○Small Talk
5

15

5

○指導上の留意点

★評価

○色・動物の言い方を復習する。

○やり方を見せて、教室内を歩き回りな
がら行うこともできる。
○デモンストレーションでは、児童がや
り方を理解したら、T 役を児童にやらせ
ることもできる。
○HRT はめあてを提示し、ALT との会話を
児童に見せる。

HRT: What color do you like?
ALT: I like (色).
HRT: Oh, you like (色). OK. What animal do you like?
ALT: I like (動物).
HRT: You like (動物). Thank you.
○Chant
“What color do you like?”

○“Hi, friends!1”L5 を参照する。
○チャンツを使って、表現に慣れさせる。

○Activity

○初めは HRT と ALT でやり方のデモンス
トレーションを見せる。

（１）出題者を一人決める。
（２）黒板を縦に三等分し、それぞれにピクチャー
カードを貼る。
（３）貼られたカードを見て、相手が何が好きと答
えるかを予想し、カードの前に並ぶ。
（４）全員で“What ~ do you like?”と尋ねる。
（５）出題者は“I like ~.”と答える。

★好きな色や動物について表現している。
【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》見本を見せる時→ □Let’s play ~.
□Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up.
□Go back to your seat.
《Consolidation》 □That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 6 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

身の回りのものがアルファベットの文字で表現されていることが分かる。【知】

学習内容

時間

10

10

Unit 6 “This is for you.”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“X/x”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“X/x”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“X/x”」を参照）
○Review
（１）歌 “The Alphabet Song”を歌う。
（２）「ジェスチャーゲーム」を行う。
・４〜５名のグループを作り、アルファベッ
トのカードを選び、体全体や指で小文字をつ
くる。
A: What’s this?（ジェスチャーをしながら）
B: It’s an “A”.
A: Right!
めあて

★評価

○学校にあるアルファベットソングを使
用する。
○アルファベットの表を見ながら、歌わせ
ることもできる。
○第１回は大文字、第２回は小文字を見せ
ながら歌わせる。

アルファベットの大文字小文字になれよう

○Activity 1「アルファベット探し」

10

○指導上の留意点

・HRT がアルファベットや単語を言う。各児童は誌
面にあるその文字や絵を指す。
・その他、ペアで１つの誌面を見て、HRT が言うア
ルファベットや単語の絵を２人で指す方法もあ
る。

○“Hi, friends!2” L1(p.4~5)を参照する。

★身の回りのものがアルファベットの文
字で表現されていることが分かってい
る。
【知】

○Activity 2「誰の名前でしょうクイズ」
10

児童のローマ字の名前をばらばらにして言い当てる。
・児童の実態に合わせて、Game や Stop など慣れ親しんでいる単語をばらばらにして当てさせ
ることもできる。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》見本を見せる時→ □Let’s play ~.
□Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up.
□Go back to your seat.
《Consolidation》 □That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 6 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

10

好きな色や動物が何かを尋ねたり、答えたりする。
【表】

What color (animal) do you like?
学習内容

時間

10

Unit 6 “This is for you.”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“Y/y”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“Y/y”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“Y/y”」を参照）
○Review
○“Hi, friends!1”(p.20) Let’s Chant を参照す
チャンツ “What color (animal) do you like?”を歌う。
る。
○第４時で、友達の好きな動物や色を尋ね
めあて 好きな色や動物を聞いたり、答えたりしよう
るやり取りをするということを、デモン
ストレーションを通して伝える。
A: Hi!
B: Hi!
A: What color do you like?
B: I like ~.
A: What animal do you like?
B: I like ~.
○児童の実態に合わせて、折り紙の空いて
（相手が答えた色と動物を折り紙で作り、プレゼン
いるところに相手の名前をローマ字で書
トとして渡す。
）
かせてもよい。
A: This is for you.
B: Thank you.
A: You’re welcome.
（交代）
A: Bye.
B: Bye.
○Activity 1「折り紙渡し」
（１）隣同士で、お互いに“What color do you like?”と尋ね、相
手の好きな色を聞く。
（２）相手の好きな色の折り紙を取りに行き、席に戻る。
（３）“This is for you.” “Thank you.” “You’re welcome.”のやり取
りを教え、実際にやってみる。
（４）前後のペアでも同じようにやり、表現に慣れさせる。

★好きな色が何かについて尋ねたり、答え
たりしている。
【表】

○Activity 2「次回の準備」
（１）隣同士で、“What animal do you like?”と尋ね
てから作業を始める。
15

（２）手元にある折り紙を使い、自分が作れそうな
動物を練習する。
（３）できた動物は画用紙に貼り、自分が作れる動
物を紹介する簡単なポスターを作る。
（次回使
用）

5

○折り紙の折り方は、本やインターネット
を参照する。
○折り紙で動物を作るのが難しい児童に
は、切り絵やイラストでもよいことを伝
え、準備させる。
○次回の Activity「This is for you.ゲーム」
では、自分が用意したポスターの中から
好きな動物を選んでもらうようにする。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》見本を見せる時→ □Let’s play ~.
□Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up.
□Go back to your seat.
《Consolidation》 □That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit 6 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

相手意識をもって、好きな色や動物について、尋ねたり答えたりしようとする。
【学】

What color (animal) do you like? / This is for you. / Thank you. / You’re welcome.
学習内容

時間

10

5

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics
・“Z/z”の音を確認し、４本線に正しく書き写す。
・“Z/z”で始まる言葉を４つの中から選ぶ。
（「文字指導年間計画（４年生）“Z/z”」を参照）
○Review
○“Hi, friends!1” (p.20) Let’s Chant を参照
チャンツ “What color (animal) do you like?”を歌う。
する。
めあて

10

Unit 6 “This is for you.”

好きな色や動物を聞いたり、答えたりしよう

A: Hi!
B: Hi!
A: What color do you like?
B: I like ~.
A: What animal do you like?
B: I like ~.
（相手が答えた色と動物を折り紙で作り、プレゼン
トとして渡す。
）
A: This is for you.
B: Thank you.
A: You’re welcome.
（交代）
A: Bye.
B: Bye.
○Activity「This is for you.ゲーム」
（１）各児童に数枚の色紙を渡す。

○前回作った折り紙ポスターを用意する。
○やり取りが長いので、会話の流れを提示
するとよい。文字だけでなくイラストが
あると分かりやすくなる。
○HRT の後に続けて言ったり、A と B に
分かれて練習したりする。
○折り紙を折ることよりも、英語でやり取
りをすることが大切であることを確認し
ておく。

（２）教室内を歩き回り、出会った友達と会話をする。

15

・教室を半分に分け、お店やさん方式で会話をし
てもよい。

○準備していた動物の折り方を忘れてし
まった場合は、イラストなどに変えてよ
いことを伝える。

（３）インタビューをして、相手が好きな色と動物を聞き
取り、それを折り紙で作りプレゼントする。

5

★好きな色や動物が何かについて尋ねた
り、答えたりしている。
【学】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》見本を見せる時→ □Let’s play ~.
□Look at us.
始める前
→ □Any questions? □Are you ready? □Let’s begin!
時間が来たら → □Time’s up.
□Go back to your seat.
《Consolidation》 □That’s all for today.
□You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit7 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Ten years!”

職業の言い方について、英語と日本語の音声の違いが分かる。【知】
teacher, singer, baker, doctor, cook, farmer, artist…等

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）

めあて いろいろな職業の言い方について知ろう
20

〇第４時で行うスピーチの模範を見てイメージをも
つ。
○New Words & New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
・カードを動かして、ミッシングゲームを行う。
・ペアになって HRT が示したカードを先に言えたら、
ポイントになる活動を行う。

○模範は VTR に撮ったり、ALT 以外に
HRT や他の教員のパフォーマンスを見
せたりするなどすると興味関心が高ま
る。

○ Activity 1 「カルタ」
10

（１）４～６名のグループになり、机の上にカー
ドを並べる。
（２）HRT が言った職業の絵カードを取る。
（３）一番多く取った人の勝ち。

○Activity 2 「仲間集めゲーム」

10

5

（１）カルタと同じグループに分かれる。
（２）「物を作る職業は？」などと HRT が質問して、
児童は職業のカードを分類する。
（３）最後に分類したカードをグループごとに発表す
る。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○かるたでは、カードを取る時に発話して
取るようにして、発話量を確保する。

○分類したカードを、最後にグループごと
に発言する機会を必ず設ける。
★職業の言い方について、英語と日本語の
音声の違いが分かっている。【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job! □See you next time.
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F4―Unit7 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 7 “Ten years!”

“I want to be a/an ~.”を使って将来の夢を表現する。
【表】
I want to be a/an ~.

Hello. My name is ~. My dream is (to be) a/an ~.
It’s challenging/easy/difficult. I want to be a/an ~.
Thank you very much.

本時の展開
学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
10

〇スピーチの模範を見てイメージをもつ。

めあて 夢の紹介文を考えよう

○模範は VTR に撮ったり、
ALT 以外に HRT
や他の教員のパフォーマンスを見せた
りするなどすると興味関心が高まる。

○New Words & New Phrases
“I want to be a/an ～.”
○ Activity 1 「リレーゲーム」

15

（※スピーチ例）
Hello. My name is ~. My dream is (to be) a/an ~.
It’s 気持ちを表す言葉(challenging/easy/difficult).
I want to be a/an ~. Thank you very much.

〇児童の実態に合わせて扱う文を決める。
あらかじめ大まかなアウトラインを決
めておく。

（１）HRT の後に続いて言ってみる。
（２）リズムに合わせて言ってみる。ゆっくりテン
ポを上げていく。
（３）リレーゲームを行う。座席表に前からリレー
して、表現を言っていく。

○Activity 2
15

5

「スピーチ原稿を考える」

（１）スピーチで言ってみたいことを考える。
（２）英語で言ってみたいこと（言葉等）を HRT や
ALT に聞きながら、原稿を完成させる。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇授業内だけでなく、宿題にしたり個別に
一緒に考えたりして、児童の実態に合わ
せて行う。
★©I want to be a/an ~.”を使って将来の夢
を表現している。 【表】

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit7 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

20

20

5

Unit 7 “Ten years!”

“What do you want to be?”を使って尋ねたり、将来の夢を伝えたりする。【表】
What do you want to be?
What do you want to be? I want to be a/an ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
〇第３時までには全児童分のスピーチ原
○Phonics Activity
稿をチェック・訂正し、児童にフィード
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
バックする。
○New Words & New Phrases
〇「１０回言えたらシールをもらう」や「原
めあて 友達の夢についてインタビューしよう
稿を見ないで言えたらシールをもらう」
○Warming up
など、スモールステップを設定する。
・前時に自分で作った原稿を見ながら、繰り返し声に出
してみる。慣れてきたら、原稿を見ないで言ってみ
る。
○ Activity 「インタビュー」
〇インタビューで扱う文については、まず
HRT が模範を見せて聞かせる。その後、
（※使用例文）
全員で声に出しながら徐々に個々が発
A: Hello. B: Hello.
話できるようにしていく。
A: What do you want to be? B: I want to be a/an ~.
A: Thank you very much. See you. B: See you.
〇宿題等で他のクラスや校内の HRT にも
インタビューをする等の活動を行うと、
（１）フレーズを練習する。
児童の興味・関心がさらに高まる。
（HRT の後にリピート・リズムに合わせて・
役割を決めて）
★“What do you want to be?”を使って尋
※ HRT と全児童→児童同士（クラスを２つ
ねたり、将来の夢を伝えたりしてい
にする）→HRT と個別児童
る。【表】
（２）多くの友達にインタビューをする。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job! □See you next time.
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F4―Unit7 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 7 “Ten years!”

なりたい職業を友達に伝えようとする。
【学】
（スピーチ原稿）
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words & New Phrases


めあて 夢についてスピーチをしてみよう

○ Activity 「スピーチ」

30

〇各児童のスピーチを円滑に行うため、他
のグループの声が入りにくい場を設定
する。

（１）５～６名で１グループをつくり、順番を決
めて行う。
※グループとグループの間はできるだけ空
けるようにして、スピーチがしやすい環境
を作る
（２）聞いている児童はメモを取りながら聞く。
（３）全員のスピーチが終了したら、聞いたスピ
ーチのよかったところを伝え合い、クラス
全体で共有する。

〇児童が聞き取れない単語が入っている
スピーチの場合には、教師がフォローす
る。

※パフォーマンステストとしても行うことが
できる。

★なりたい職業を友達に伝えようとして
いる。【学】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。
5

○指導上の留意点 ★評価

〇ただ聞くということにならないよう、聞
くポイントを明確に伝える。

〇今回のテーマである「将来の夢」に関連
して、今後、さらに話してみたい表現や
行ってみたいことを考えさせる。
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit8 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 8 “What’s this? Quiz show.”

色と形を表す語彙を使って表現する。【表】
heart, triangle, star, diamond
red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, purple, brown, black
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words & New Phrases


めあて 色と形の言い方を知ろう

○Song
○歌に出てくる色の絵カードを提示しな
”Rainbow”
がら歌う。
どのような色が出てくるかを確認し、一緒に歌う。
○ Activity 1 「色・形探しゲーム」

15

（１）身に付けている物や教室の中にある物から、教師の言った色を探してタッチする。
T: Touch something red. C:（赤い物を探してタッチする。
）Red !
（２）色を形に変えて、同様にゲームを行う。その時に、形を表す言い方を確認しながら行う。
（３）慣れてきたら、HRT 役を児童にやらせる。

○Activity 2 「カラー（形）バスケット」

15

5

○実態に合わせて、オニ役の児童が色や形
を複数選んだり、”yellow circle”のように
色＋形で言ったりしてもよい。

（１）色のついた形の絵カードを児童一人一人に配る。
（２）フルーツバスケットの要領で行う。
★色と形を表す語彙を使って表現してい
（３）オニの役の児童が”All colors.”と言ったら、全員
る。
【表】
が移動する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになっ

たこと」
「分かったこと」など、振り返り
の視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!!
□See you next time.
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F4―Unit8 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

10

Unit 8 “What’s this? Quiz show.”

色と形の言い方について、英語と日本語の音声の違いが分かる。
【知】
heart, triangle, star, diamond
red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, purple, brown, black
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words & New Phrases


めあて 色と形を言えるようになろう

○Song
○歌に出てくる色の絵カードを提示しな
”Rainbow”
がら歌う。
どのような色が出てくるかを確認し、一緒に歌う。
○ Activity 1 「キーワードゲーム」

15

（１）色、形、動物を表す言葉の言い方を確認
する。
（２）ペアになり、２名の間に消しゴムなどを
置く。
（３）キーワードになる単語と確認する。
（４）教師が言う単語を全員で繰り返す。
教師がキーワードを言ったときは、繰り
返さず消しゴムを取る。取った人が１ポ
イントもらう。
（５）キーワードを変えて何度か行う。

○Activity 2 「なんでも（動物）バスケット」
15

5

○指導上の留意点 ★評価

（１）児童に１枚ずつ動物カードを配る。
（２）フルーツバスケットの要領でゲームを行う。
オニ役が”Zoo!”と言ったら、全員が移動する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇色、形、動物の絵カードを黒板に提示する。

〇手拍子をしながらリズムよく進める。

○途中で、児童同士でカードを交換させる
などして、飽きずに続けられるようにす
る。
★色と形の言い方について、英語と日本語
の音声の違いが分かっている。
【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job! □See you next time.
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F4―Unit8 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

20

Unit 8 “What’s this? Quiz show.”

“It’s a/an ~.”を使って身の回りにあるものを表現する。【表】
What’s this? It’s a/an ~.
What’s this? It’s a/an ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words &New Phrases


めあて 身の回りのものを表現しよう

○Warming up
○出てくる順番に動物のカードを黒板に
・絵本”Brown Bear, Brown Bear, what do you see?”を
提示しておき、児童が動物の名前を言え
読む。
るようにしておく。
※言えるところは声に出したり教師と児童とでやり
とりをしたりしながら聞く。
○ Activity 「クイズ」

20

5

様々なクイズに答える。
〇シルエットクイズ→シルエットを見てそれが
何かを英語で答える。
〇ブラックボックスクイズ→箱の中に入ってい
る物を触って、何かを英語で答える。
〇漢字クイズ→漢字の読み方を答え、英語での言
い方も推測する。
〇スリーヒントクイズ→あるものについて３つ
のヒントを聞いて、それが何かを推測する。
※HRT が出すクイズに答えながら、
”What’s this?”
“It’s a/an ～.”の言い方に慣れ、いろいろなクイ
ズの出し方を知る。
※答えが浮かばないときには、”Hint, please.”と言
ったり、質問をしたりする。質問やクイズの答
えは、グループごとに考えてもよい。
T: What’s this? C: Hint, please.
T: It’s a fruit.
C: It’s a pineapple.
T: (正解なら)That’s right. It’s a pineapple.
(間違っていたら)No. Try again.
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇苦手な児童も意欲的に取り組めるよう
に、クイズの解答はこれまで慣れ親しん
できた言葉や、外来語として馴染みのあ
るものを取り上げる。
〇ヒントは、分かりやすい単語やジェスチ
ャーなどを用いて伝えるようにする。
★”It’s a/an ~.”を使って身の回りにあるも
のを表現している。【表】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit8 ４時間目

“What’s this?” “It’s a/an ~.”を使って身の回りのものについて尋ねたり答えたりす
る。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What’s this? Quiz show.”

What’s this? It’s a/an ~.
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words & New Phrases
10

めあて まわりにあるものを聞いてみよう。

○指導上の留意点 ★評価




○Chants
”What’s this?”
※疑問文と応答文を HRT と児童で分けたり、クラス
を半分に分けたりして何度か繰り返して、表現に慣
れる。
○ Activity 1 「お絵かきクイズ」
（１）HRT（出題者）は、動物を一つ決める。
（２）丸や三角形などの形を使って絵を描いてい
き、何の動物かを当てるクイズを行う。
15

T(出題者):（形を１つ書くごとに）What’s this?
C(解答者): (分からなければ)I don’t know.
(分かれば)I know. It’s a pig!
※正解が出るまで絵を描き足していく。

○Activity 2 「Quiz Show のクイズ作り」

15

5

（１）グループで相談してクイズの出し方を決める。
（２）一人一人がクイズを考える。
（３）できたクイズをグループ内で発表し合う。
（４）絵の提示の仕方やヒントの出し方等をアドバ
イスし合って修正する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇始めに出題する絵は、児童が推測しやす
い簡単なものにする。
〇児童を２チームに分け、正解したチーム
にポイントを与える形にしたり、ペアで
交互に出題する形にしたりするなど、児
童の実態に応じて工夫する。
★”What’s this?” “It’s a/an ~.”を使って、身
の回りのものについて尋ねたり答えた
りしている。【表】
○次時に自分たちでつくったクイズでク
イズ大会をすることを知らせ、見通しを
もたせる。
〇前時に行ったクイズの出し方やヒント
に使える表現を紹介する。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!
□See you next time.
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F4―Unit8 ５時間目

”What’s this?”を使って身の回りのものについてやりとりをして、コミュニケーション
【学】
を図る。

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What’s this? Quiz show.”

What’s this? It’s a/an ~.
学習内容

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Phonics Activity
（「文字指導年間指導計画（４年生）活動集」を参照）
○New Words & New Phrases
10

めあて Quiz Show をしよう
○Chants
”What’s this?”
※疑問文と応答文を HRT と児童で分けたり、クラス
を半分に分けたりして何度か繰り返して、表現に慣
れる。
○ Activity “Quiz Show”
（１）”Quiz Show”のやり方を確認する。
（２）各グループ、前半に出題するチームと後
半に出題するチームに分かれる。
（３）前半チームはクイズを出し、後半チーム
はいろいろなグループをまわってクイ
ズに答える。

30

A:(絵を見せたり、箱に手を入れてもらったりして)
What’s this?
B:(答えが分かったら)It’s a/an ~.
(答えが分からなかったら)
I don’t know. Hint, please.
A:(正解だったら)That’s right. It’s a/an ~.
(間違っていたら)No. Try again.

○指導上の留意点 ★評価




○歌に出てくる色の絵カードを提示しな
がら歌う。

〇グループの移動の仕方や時間を確認す
る。
〇クイズの出し方は、第１時～４時で扱っ
たものの他、児童のオリジナルのアイデ
アを加えていってもよい。
〇各グループをまわり、困っていたり円滑
にできていなかったりしたら、一緒にク
イズを出すなど助言する。積極的にクイ
ズに解答したり、工夫してヒントを出し
たりしている児童を褒める。
★”What’s this?”を使って身の回りのもの
についてやりとりをして、コミュニケー
ションを図っている。
【学】

（４）後半チームはクイズを出し、前半チーム
はいろいろなグループをまわってクイ
ズに答える。
（５）クイズの出し方やヒントの出し方がよか
ったグループのクイズを発表する。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》 □Good morning.
□How are you?
《Activity》 □見本を見せる時
→Let’s play ~. Look at us.
□始める前
→Any questions? Are you ready? Let’s begin!
□時間が来たら →Time’s up. Go back to your seat.
《Consolidation》□That’s all for today. □You did a great job!
□See you next time.
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FUSSA GRADE 5
（小学校第５学年相当 70 時間）

F5―Unit 1 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

好きなものについてやりとりをすることができる。
【知】

What ~ do you like? I like ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

自己紹介をしよう

○Small Talk「自己紹介」
12

Hello, everyone. My name is ~. I live in ~. I like ~
very much. Do you like ~?
I have a ~. I like ~ very much.
○Song “Hello Song”

〇初めての外国語科の授業にあたり、好き
なものやこと、嫌いなものやことなどを
含めて短い自己紹介をする。その際に、
一方的に話さず、質問をしながら自己紹
介を進め、児童を自己紹介に巻き込むよ
うにする。

〇Warm-up「あいさつをし合おう」
○Let’s Listen 1(p.4)
8

5

8

（１）登場人物の自己紹介を聞いて誌面にある登場人
物とイラストを線で結ぶ。
（２）紙面の登場人物の名前の文字を指導者と一緒に
発音する。
○Let’s Play 1(p.4)
・What ~ do you like?と HRT に尋ね、誰の予想が当た
っているかを確かめる。
○Activity「自己紹介をしよう」
・前活動とは違うペアであいさつをし、名前、好きなも
のを言い合う。
〇Chant “What do you like?”（４年生 Unit 5）

10

2

○児童の実態に合せて、途中で音声を止め
て自己紹介の内容を確認したりすると
よい。

★好きなものについてやりとりをしてい
る。
【表】
○前活動を受けて、児童に４つのカテゴリ
ーについて好きなものを尋ね、この活動
につなげる。
〇チャンツを言うことで、慣れ親しんだ表
現を思い出させるようにする。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
F5―Unit
1 ２時間目
□That’s
all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 1 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

何が好きかについてやりとりができる。【知】

What ~ do you like (the best)? I like ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて
4

5

何が好きか尋ねたり答えたりしよう

○Small Talk「名前のスペル」
Hello, everyone. This is my name.（黒板にローマ字
で名前を書きながらアルファベットを読む。
）My
name is ~. (名字) is my family name. (名前) is my
first name. How do you spell your name?
○Song “ABC Song”(３年 Unit 6, ４年 Unit 6)
○Let’s Listen 1(p.4)
・再度聞き、自身の名札を見ながらスペルを言う。
○Activity “Missing Game”

5

10

5

○Let’s Watch and Think 1(p.2,3 後半)
（１）映像を視聴して分かったことを発表する。
（２）身の回りで外国語が使われている場面を想起す
る。
○Chant “What food do you like the best?”
○Let’s Listen 2(p.5)
・音声を聞いて、登場人物の名前とイラストを結び付
け、□に誰が何を好きかを記入する。
○Let’s Play 2(p.4)

5

10

1

（１）ペアになり、相手に好きなものが何かを尋ね、
枠内に記入する。
（２）４つのカテゴリーに自分の答えを書き込む。
（３）隣の児童とペア、あるいはクラス全体で質問を
交互にし、相手の答えを書き込む。

○代表児童数名の名前の文字を提示し、み
んなで一緒に読み、次の活動につなげ
る。
○黒板に文字カード５種類を貼り、児童と
その読み方を確認する。取り上げる文字
は、１回目は児童の名前に多い文字、２
回目は、児童の名前に少ない文字とす
る。
○児童と一緒に映像資料を視聴しながら、
聞き取れたことや繰り返し出てきた表
現などについて確認する。
○児童の実態により、何度か止めて内容を
確認するとよい。
○全体を聞いて、一度みんなで聞き取れた
ことを確認する。段階を踏んで無理のな
い聞き取り活動にする。
○言いよどんでいる児童のそばに行き、一
緒に尋ねたり答えたりして支援する。

★何が好きかについてやりとりをしてい
る。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 1 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

何が好きかについてやりとりができる。【表】

What do you want? I want ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

何がほしいか尋ねたり答えたりしよう

○Small Talk「好きな食べ物」

15

4

15

Hello. What food do you like? I like ~ very much. (写
真を見せながら)Do you like ~? I cook ~. I am good
at cooking it. My ~ is very special. What do you have
in your ~?

○一方的に話すのではなく、児童を会話に
巻き込みながら話すようにし、次の活動
につなげる。

○まず、HRT が数名の児童に好みを尋ね、
児童に尋ね方と答え方を想起させる。

○Let’s Play 3(p.5)
・友達に好きな色、食べ物、TV 番組などについて尋
ね、クラスで一番人気の物を予想する。

★何が好きかについてやりとりをしてい
る。
【表】

○Song “ABC Song”

○黒板に大文字カードを貼る。

○Activity「名札を作ろう」

○事前にテキスト巻末の大文字カードを
切り離しておくとよい。

（１）学級を２グループに分ける。
（２）１グループは、大文字カードを持つ。
（３）もう１グループの各児童は、１グループの各
児童のところに自由に行く。
（４）児童同士で“What do you want?” “I want ~,
please.”とやり取りをして、自分の名札を作る
のに必要な文字カードを集める。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書

10

き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”③」を参照）

1

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 1 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

何が欲しいかについてやりとりができる。
【表】

How do you spell your name?
What do you want? I want ~? How do you spell your name?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

何がほしいか尋ねたり答えたりしよう

○Small Talk「好きなスポーツ」
12

○一方的に話すのではなく、児童を会話に
巻き込みながら話すようにし、次の活動
につなげる。

Hello. What sport do you like? I like ~ very much. I
like (選手名). (写真を見せながら) I like ~, too. Do
you like ~? Who likes ~?(手を挙げさせる) ~ is my
favorite team. I sometimes play ~ on weekends.
○Let’s Listen 3(p.6)
・登場人物の好きなものや欲しいものについての会話
を聞いて、聞き取れたことを枠に記入する。
○Let’s Watch and Think 1 (前半)

10

（１）一人ずつの映像を見せ、どのような話が聞こえた
か、それは誰かなど児童に発表させる。
（２）再度見せて内容を確認する。
（３）一通り見せた後、もう一度全体を通して視聴する。

○Song “ABC Song”(３年 Unit 6, ４年 Unit 6)
○Activity「ラッキー・カード・ゲーム」

10

・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
3

○１グループを例に実際にやらせてみて、
進め方を理解させる。

（１）４～６人で１グループを作って円になり、児童用巻末大文字カードを各自の前に並べる。
（２）順番を決め、一番目の児童が右隣の児童に“What do you want?”と尋ねる。
（３）右隣の児童は、相手の前にある文字カードの中から欲しいカードを１枚“I want ~, please.”と言ってもらい、自分の前
の文字カードとともに並べる。
（４）右隣の児童のさらに右隣の児童に“What do you want?”と尋ね、これを HRT の合図があるまで繰り返す。
（５）時間が来たら HRT は、“Please, stop.”と言ってゲームを止め、あらかじめ決めていたラッキー文字を発表する。
（６）ラッキー文字のカードを持っている児童が勝ちとなる。

〇Let’s Read and Write
10

★何が欲しいかについてやりとりをして
いる。【表】

Write “Unit 1”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

（１）前時に集めた大文字カードやローマ字表を参
考に、自分の名前を書き、読む。
（パスポート
の表紙）
（２）ペアになり、“How do you spell your name?”
と尋ね、自分の名前の文字を読む。
（３）書き終わったら、大文字カードを持ち主に返
す。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 1 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発音する。
【知】

How do you spell your name?
What do you want? I want ~? How do you spell your name?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

7

○Small Talk「誕生日プレゼント」
What do you want for your birthday?
Do you have ~?
○Let’s Watch and Think2 (p.7)
・２人の会話を聞いて、一人の好きなこと、欲しい物
など、分かったことを枠の中に書く。
○Let’s Play 4 (p.6)

10

（１）友達に欲しい物を尋ね、誌面の表に記入する。
（２）自分が今一番欲しい物を考え、答える。

○動詞の like, have, want が混在するが、そ
の意味の違いの理解を早急に求めない。
まずは具体的なものの情報を聞き取り、
場面からの気づきを促す。
○インタビューする人数を競うのではな
く、相手の思いを受け止めることが大切
であることを伝える。
★何が欲しいかについてやりとりができ
る。
【表】

○Song “ABC Song”(３年 Unit 6, ４年 Unit 6)
4

○Sounds and Letters
めあて

自分の名前のつづりを伝えよう

○デジタル教材で隠された大文字を当て
る活動を通して、文字の読み方もいくつ
か仲間があることを気付かせる。

○Activity「パスポートを見つけよう。
」

10

3

10

1

（１）アトランダムにパスポートを配る。
（２）以下のやり取りをして自分のパスポートを見つ
ける。
A: How do you spell your name?
B: (スペルを言う)
A: This is for you. Here you are.
B: Thank you.
○STORY TIME(p.9)

★活字体で書かれた文字を識別し、発音し
ている。
【知】
○自身が読むか、デジタル教材を使って絵
本の読み聞かせをする。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s
for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
F5―Unit
1 all
６時間目
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F5―Unit 1 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

会話を聞いて、欲しいものや好きなものなどを聞き取ることができる。
【知】

What do you want? I want ~? How do you spell your name?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて
4

アルファベットを読んだり、自己紹介を考え
たりしよう

○Small Talk「欲しいもの」
Hello. My birthday is ~. I want a ~ for my next
birthday. I have a ~ now, and it’s old. I want a
new ~. Here!(カタログや写真を見せながら)

5

○Let’s Watch and Think2 (p.7)
・前時の活動に続けて、２人の会話を聞いて、もう一
人の好きなこと、欲しいもの、持っているものな
ど、分かったことを枠の中に書く。

○一方的に話すのではなく、児童を会話に
巻き込みながら話すようにする。

○答え合わせの際には、答えの確認だけで
なく、音声に続けて HRT と一緒に言わ
せるようにする。
★会話を聞いて、欲しいものや好きなもの
などを聞き取っている。
【知】

○Song “ABC Song”(３年 Unit 6, ４年 Unit 6)

10

（１）児童用大文字カードを見ながら、同じ色の文字の時
だけ、手を叩いて歌わない。
（２）同じ色のカードの文字だけをデジタル教材で確認し
ながら言ってみる。

○Sounds and Letters

○ デジタル教材を活用したアルファベットク
イズを出す。

○Activity 1「誰でしょうクイズ」
7

（１）アトランダムにパスポートを配布する。
（２）手元にあるパスポートの持ち主に、スペルを確認して
渡す。

○Activity 2 (p.8)

8

2

10

1

（１）前活動で聞き取ったことを参考に、自分の名前のス
ペルや好きなもの、欲しいものなどについて、自己紹
介の際に伝えたり尋ねたりしたいことを考える。
（２）自分の名前のアルファベットや好きなもの、欲しい
ものなどについてのメモをもとに、HRT の質問に答
えたり友達とやり取りしたりする。

○STORY TIME(p.9)

○紙面の字を指で追わせたり、一緒に絵本
の台詞を言うよう促したりする。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】

《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □Yo u did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 1 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 1 “Hello, everyone.”

自己紹介をして、好きなものや欲しいものなどを伝え合う。【表】

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて
4

14

4
5

○今までの Small Talk をまとめた内容で行
う。

自己紹介をしよう。

○ HRT のスピーチを聞く。
Hello! My name is ~.
I like ~ and ~. I like ~.
I want a ~. Thank you.
○Activity (p.8)
○他者意識をもって自分のことを伝える
場合、どんな点に注意すればよいかをみ
（１）ペアで自己紹介をし合い、好きなもの、持って
んなで考える。
いるもの、欲しいものについて尋ねたり答えた
りする。
（２）次時の自己紹介プレゼンテーションに向けて、 ★自己紹介をして、好きなものや欲しいも
アドバイスをし合う。
のなどを伝え合っている。
【表】
○Song “ABC Song”(３年 Unit 6, ４年 Unit 6) （１）Z~A の逆に歌う。
（２）ランダムに歌う。

○Activity 1 「身の回りの大文字探し」
・班で身の回りにある英語の略語を考える。

○ルールを理解し、児童がアルファベット
の名称を言いながらカードを並べてい
るかを補助する。

○Activity 2「ANZ ゲーム」

5

2

10

1

（１）４～５人のグループに１セットの児童絵カー
ド（大文字）を準備する。
（２）ANZ のカードをあらかじめ並べておき、順に
一枚ずつアルファベットを言いながら出し、つ
なげていく。（７並べの要領で）
（３）手持ちのカードで出せる場所がなければパス
をする。
（４）早くカードがなくなったら勝ちとする。
○STORY TIME(p.9)

○紙面の字を指で追わせたり、一緒に絵本
の台詞を言うよう促したりする。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

115

F5―Unit 1 ８時間目

Unit 1 “Hello, everyone.”

他者に配慮しながら自身の名前や好きなもの、持っているもの、欲しいものなどを含
めて簡単な自己紹介をしようとする。
【学】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

3

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

自己紹介をしよう

○Activity (p.8)「自己紹介をしよう。
」
（１）全員の前で自己紹介をする。
（名前、好きな
色、食べ物など、持っているものやアルファベ
ットの文字など）
（２）聞いている人は、よかった点や感想を発表でき
るように、しっかり聞く。
※パフォーマンステストとして行うこともできる。
28

○評価の視点や、目指すべき姿を共有す
る。
○聞いている児童は聞く姿勢も大切だと
いうことを伝える。
○中間評価をし、よいスピーチについて、
具体的に児童と共通理解し、後半のスピ
ーチを行う。
○クラスの実態に合せて班ごとに一人立
って順番にしてもよい。
★他者に配慮しながら自身の名前や好き
なもの、持っているもの、欲しいものな
どを含めて簡単な自己紹介をしようと
している。
【学】

○Sounds and Letters

5

2
3

（１）“I spy game”をする。
（２）ペアになって、一人が言うアルファベットを相手が
探して指さす。
（３）最初は一文字から始め、しだいに“B, D”, “R, M, S”と
いうように文字数を増やしていく。
（４）役割を交代する。

○STORY TIME(p.9)

○支援が必要な児童には、そばに行って一
緒に文字を探すなどの補助をする。

○紙面の字を指で追わせたり、一緒に絵本
の台詞を言うよう促したりする。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

116

F5―Unit 2 １時間目

Unit 2 “When is your birthday?”

目標

祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いておおよその内容を捉えることができる。
【知】

新出単語･表現

January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/
November/ December/ spring/ summer/ autumn/ fall/ winter

会話表現
本時の展開
学習内容

時間

5

めあて

祭りや行事の話を聞いて内容をとらえよ
う

10
○Let’s Watch and Think 1(p.10)
・デジタル教材を視聴し、それがどんなお祭りで、何月
に開催されるのかを聞き取って発表する。
○Let’s play ポインティングゲーム（月・季節）

10

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
・指導者の誕生日について聞く

15

○指導上の留意点

〇“My birthday is (August 19th).”の表現
を使い、学習する表現に対する意識を
高める。
○単元の終わりには、好みや欲しいも
の、誕生日を尋ねたり答えたりできる
ようになることを伝える。
○動機づけをしてから視聴させる。
★祭りや行事に関するまとまりのある
話を聞いておおよその内容を捉えて
いる。
【知】
○巻末の月名カードを使用してもよい。

（１）picture cards を黒板に貼る。
（２）２名の児童が黒板の前に出る。HRT は、cards から一つ、単語を読む。
（３）児童は、読まれた card を取る。HRT は、取れなかった児童にも単語を
読み、取らせる。児童は card を黒板に戻し、自席に戻る。
（４）慣れたら、グループごとに行う。
○Let’s Listen 1(p.12)
・行事が行われる月を聞き取り、線で結ぶ。
○Let’s Chant 1
・Twelve Months
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇月の言い方を紹介した後、音声を聞か
せ、線で結ばせる。児童の誕生月を尋
ねて興味をもたせ、確認してから取り
組むとよい。
○バースデーカードを用意しておく。毎時
間、少しずつ書き進め、誕生日だけを手
掛かりにバースデーカードを届ける活
動をすることを知らせる。付箋を貼っ
て記名させるとよい。
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 2 ２時間目

祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いておおよその内容を捉えることができる。
【知】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

序数(1st-31st) , 状態や気持ちを表す語(friendly/ kind/ active/ cool/ lovely/ wonderful/
funny/ cheerful) / your
When is your birthday? My birthday is (August 19th).
学習内容

時間

5

20

Unit 2 “When is your birthday?”

10

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk
○Let’s Chant 1
・Twelve Months

○序数と状態や気持ちを表す語を用い
て話す。

○Buzz Game
○Let’s Listen 2
・日が限定されている行事について、それが何月何日か
を聞き取り、表に記入する。

○序数の言い方に慣れさせる。
○日付は序数で表される。まだ十分慣れ
ていない児童に配慮し、何度か聞かせ
るとよい。

めあて

祭りや行事の話を聞いて内容をとらえよ
う

○Let’s Watch and Think 2(p.12)
・デジタル教材を視聴し、世界の行事が行われる月を聞
き取って線で結ぶ。

5

○指導上の留意点

○Let’s Chant 2
・When is your birthday?
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○はじめに写真などからどんな行事か
を予想させ、興味・関心を高めるとよ
い。
★祭りや行事に関するまとまりのある
話を聞いておおよその内容を捉えて
いる。
【知】
○慣れさせたい表現によって、オプショ
ンを使い分け、児童の様子を見てスピ
ードを選ぶ。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.

118

F5―Unit 2 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 2 “When is your birthday?”

好きなものについてやりとりをすることができる。
【表】

Do you like (soccer)? Yes, I do. / No, I don’t.
I [like / don’t like] (soccer).
What (sport) do you like? Do you want (a ball) ?

本時の展開
時間

5

10

学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Chant 1
・Twelve Months
○Let’s Listen 3
・登場人物３人の会話を聞き、それぞれの誕生日を線で
結ぶ。
○Let’s Chant 2
・When is your birthday?
○同じ誕生月の人を探そう。

○まず紙面にある誕生月生まれの児童
を確認し、その児童に誕生日を尋ね、
When is your birthday?に聞きなれさ
せてから音声を聞かせるとよい。
○学んだ表現を使い、同じ誕生月の児童同
士でグループを作らせる。

めあて 友達の好きなものを尋ねてみよう
○Let’s Watch and Think 3
・登場人物の会話を聞き、それぞれが好きなものを聞き
取って線で結ぶ。
15
○Activity 1「インタビューをしよう。」
（p.14）
・ペアになり、バースデーカードを作成するために、好
きなものや欲しいものを伝え合う。また、分かったこ
とを表に記入する。

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○答え合わせの際、中学年で慣れ親しん
だ表現について一緒に言わせるなど
し て 確 認 す る 。 ま た 、 Do you like
black? などと児童に質問して答えさ
せたりし、表現を思い出させ、次の
Activity につなぐとよい。
○相手のバースデーカードに絵を描く
のは、次の時間にも時間を設けること
を伝える。
★好きなものについてやりとりをして
いる。
【表】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F5―Unit 2 ４時間目

Unit 2 “When is your birthday?”

誕生日などを聞き取ったり、誕生日に欲しいものについて、やりとりをすることができ
る。
【表】

目標
新出単語･表現

What do you want for your birthday? I want (a pen). Here you are. Thank you.

会話表現

You’re welcome.

本時の展開
学習内容

時間

5

・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Chant 2
・When is your birthday?

めあて

○Let’s Watch and Think 4
・登場人物の会話を聞き取り、その内容を紙面に記入す
る。

○Activity 1「インタビューをしよう。
」(p.14)

10

5

○誕生日に欲しいものについて話題に
し、目標に対する児童の関心を高め
る。

友達が誕生日に欲しいものを尋ねてみよ
う

○メモリーゲーム

10

★評価

○Greetings
○Small Talk

15

○指導上の留意点

・ペアで誕生日に欲しいものを尋ねたり答えたりして
記入する。

○線を引くのではなく、聞き取れたことを記入
するため、難易度が上がる。１回目は会話全
体を通して視聴させ、概要やどんなことを
話しているのかを全員で共有するなどし、
２回目からは区切ったり、聞き取れた言葉
を記入する時間を取ったりするなど、工夫
するとよい。
○グループを作らせ、順番を決める。前の児童
が言った言葉を繰り返してから、次の児童
が誕生日に欲しいものを言う。

★誕生日などを聞き取ったり、誕生日に
欲しいものについてやりとりをして
いる。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”④」を参照）

○前の時間に続き、バースデーカードの

○Consolidation

○「がんばったこと」「できるようになっ

・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

絵を完成させる。

たこと」「分かったこと」など振り返り
の視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F5―Unit 2 ５時間目
目標

Unit 2 “When is your birthday?”

大文字を書くことに慣れ親しむ。【知】

新出単語･表現
会話表現

Happy birthday

本時の展開
学習内容

時間

2

15

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Chant 2
・When is your birthday?
○Let’s Watch and Think 5
・登場人物の会話を聞き取り、その内容を誌面に記入す
る。

○誕生日を尋ねたり答えたりする表現に
とどまらず、既習表現を使っての会話
を聞き、知っている表現だけでも十分
会話が広がることを認識させたい。

めあて バースデーカードを渡す練習をしよう
○有名人になりきって、誕生日を尋ねたり答えたりし
よう。

15

（例）C1: Hello!
C2: Hello!
C1: When is your birthday?
C2: My birthday is (January 1st).
C1: Thank you bye. C2: Bye.

○Activity 1「インタビューをしよう」(p.14)
・バースデーカードを完成させ、カードの受け渡しをし
たペアで会話をする。

○有名人の名前と誕生日を書いたカード
を児童に配布し、互いに尋ねたり答え
たりさせる。

○任意のペアを作り２時間後に行う練習
として、やりとりの練習をさせる。誕生
日がいつかを尋ねたり答えたりさせ、
その後に好きなものについてやりとり
させる。

〇Let’s Read and Write
10

・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き

★大文字を書くことに慣れ親しんでいる。
【知】

写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and

3

Write “Unit 2”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など振り返り
の視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F5―Unit 2 ６時間目
目標

Unit 2 “When is your birthday?”

慣れ親しんだ表現を見て、意味が分かる。
【知】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

2

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk

○誕生日を尋ねる既習の表現を使う。

○Let’s Chant 2
“When is your birthday?”
15

めあて バースデーカードをおくる練習をしよう

○Let’s Watch and Think 6
・登場人物の会話を聞き、バースデーカードに書かれて
いる内容を想像して誌面に記入する。

○友達が書いたバースデーカードを持っ
て、誕生日を尋ねて歩き、バースデーカ
ードを届ける活動の仕方を知る。

○Let’s Read and Write
・カードに書いた HAPPY BIRTHDAY!などの慣れ親し
んだ表現を推測しながら読む。
15

○Activity 2(p.16)
・バースデーカードを完成させ、カードの受け渡しをし
たペアで会話をする。

★慣れ親しんだ表現を見て、意味が分かっ
ている。
【知】
○任意のペアを作り、次の時間に行う練習
として、やりとりの練習をさせる。誕生
日がいつかを尋ねたり答えたりさせ、
そのあとに好きなものについてやりと
りさせる。

10

3

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F5―Unit 2 ７時間目
目標

Unit 2 “When is your birthday?”

他者に配慮しながら、好みや欲しいものについて伝え合おうとする。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

2

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk

7

○指導上の留意点

○誕生日に関する話をし、めあてに対す
る児童の意欲を高める。

○Let’s Chant 2
・When is your birthday?

めあて バースデーカードをおくり合おう
○Activity 2(p.16)
・カードを贈り合い、カードを読んだり、書かれている
内容について会話したりする。
23

○STORY TIME(p.17)
・絵本の読み聞かせを聞いて、読むことに慣れる。

○Let’s Watch and Think6 を再び視聴させ
てもよい。
○名前が書いてある付箋を剥がさせる。カ
ードは誰のカードか分からないように
交換させた後、誕生日を尋ねて届けさ
せる。相手が見つかるまでは、中を見な
いことを徹底させる。届けた後、好きな
ものを尋ねる既習の表現を用いてやり
とりさせる。
★他者に配慮しながら、好みや欲しいもの
について伝え合おうとしている。【学】
○内容は、誕生日を含めた自己紹介であ
る。絵本の読み聞かせを通して読むこ
とに慣れさせる。

10

3

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 2”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 １時間目

Unit 3 “What do you have on Monday?”

目標
新出単語･表現

世界の同世代の子どもの学校生活について知り、自分たちとの相違点や共通点に気付
く。
【知】
Japanese/English/math/social studies/P.E/Home economics/calligraphy/
moral education

会話表現
本時の展開
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○オリエンテーション
・本単元での学習内容をつかませる。

めあて 世界の子どもの学校生活について知ろう
15

10

5

★：評価

○全体に挨拶をし、個別に数名の児童に
挨拶をする。
○We can!(p.18,19)を見せ、時間割につ
いて学習することをつかませる。
○めあてを板書して、今日の目標を周知
徹底させる。
○have は「持っている」という意味だけ
ではなく、何かが「ある」という意味
ももち併せている。

○Let’s Watch and Think1(p.19)
・デジタル教材を聞いて聞き取れた内容を教科書の□に
記入する。
・分かったことをペアで確認する。

★世界の同世代の子どもの学校生活に
ついて興味をもち、自分たちとの相違
点や共通点に気付いている。【知】

○New words
・Japanese, English, math, social studies, P.E.
Home economics, calligraphy, moral education.

○単語練習はある程度身に付いたらミ
ッシングゲームなどで定着させる。

○Activity１

15

○指導上の留意点

“ポインティングゲーム”

（１）ALT が教科名を言う。
（２）児童も教科名を言いながら黒板の絵を指さ
す。
（３）HRT が教科を指さし、児童は教科名を言いな
がら指さす。

○慣れてきたら、ペアで教科書一冊使っ
てポインティングしてもよい。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit3”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “What do you have on Monday?”

時間割についてまとまりのある話を聞いて、概要を捉えることができる。【知】
Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/ Saturday/Sunday
Do you have ~?
〇〇on~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

15

15

教科を聞いて何曜日の時間割か当てよう

○New words. New sentence.
・Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday
・〇〇on~.
・Do you have~?
○Let’s Listen
・デジタル教材を聞いて聞き取れた内容を番号で教科書
の（ ）の中に記入する。
・もう一度情報教材を聞きながら答え合わせをする。

○We can!(p.20)参照する。
★時間割についてまとまりのある話を聞
いて、話の概要を捉えている。【知】

○Activity1 時間割を当てる
教科書の時間割からお気に入りの曜日を一つ選び、友
達の選んだ時間割を当てる。

○教科を聞いて、何曜日の時間割かを当
てる交流をさせる。

C1: Hi,
C1: Do you have ~?
※くり返す
C1: Thank you. Bye.

10

5

○活動に入る前に、教室の時間割表など
によって HRT がモデルを示し、活動の
仕方を理解させる。

C2: Hi
C2: Yes I do. / No I don’t.
C2: I have ~.
C2: Bye.

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit3”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “What do you have on Monday?”

時間割に関するまとまりのある話を聞いて、概要を捉えることができる。【知】
Kenya/Spain/India/Finland
I have ~?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

15

時間割を聞き取って書いてみよう

○Review
・Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/
Saturday/Sunday

○クラスの実態に応じて教科も行う。

○Let’s Sing
“Sunday,Monday,Tuesday”

○音楽に合わせて歌うことで単語の定着
を図る。

○New words. New sentence.
・Kenya/Spain/India/Finland

○HRT は、視聴前に児童の興味・関心を
かき立てる工夫をして、答えを早く知
りたいという視聴への目的意識や聞く
必然性を育んでから取り組ませる。
★時間割に関するまとまりのある話を聞
いて、話の概要を捉えている。【知】

○Let’s Watch and Think2(p.21)
・デジタル教材を聞いて聞き取れた内容を教科書の□
に日本語で記入する。
・数回情報教材を聞いて答え合わせをする。
○Activity

15

10

5

「世界の国の時間割を完成させよう！」
インフォメーションギャップゲーム

○英語で習った教科を使って、ある曜日
の時間割を考えてペアで紹介させる。

（１）クラスを半分に分け、互い違いの情報が書か
れたワークシートを配る。
（２）”Do you have ~?”で空いてる空欄の教科を当
てて、外国の時間割を完成させる。
（３）外国は学習した国を使用するが、Let’s Watch
and Think2 で出てきた教科は避ける。
（４）“What day?”で曜日も書かせていきたい。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit3”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “What do you have on Monday?”

何曜日に何の教科があるかを伝えることができる。【表】
What do you have on Monday?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

夢の時間割を作ろう

○単語の復習を行う。
○Let’s Chant(p.22)
“What do you have on Monday?”
・教科書に載っている情報教材の chant を取り組む。
○先生の夢の時間割を聞く
・聞いた時間割を教科書に日本語で記入する。
・自分の夢の時間割を書く。

15

○Activity 夢の時間割を紹介する。
・英語で特定の曜日の時間割をペアの児童に伝える。
・ペアとなる児童の時間割を聞いて日本語でメモする。

○英語で習った教科を使って、ある曜日
の時間割を考えてペアで紹介させる。

例
C :I have math, Japanese, science, music and
English on Monday.

★何曜日に何の教科があるか伝えてい
る。【表】

○Let’s Jingle(p.76)

15

5

○記入は日本語で構わないが、英語で言
ったり聞いたりするようにさせる。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit3”④」を参照）

○Jingle は教え込むのではなく、繰り返
し言わせることでゆっくりじっくりと
文字と音の学びを深めていけるように
する。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F5―Unit3 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit3 “What do you have on Monday?”

何曜日に何の教科があるかについてやりとりができる。【表】
homeroom activities/computer
Do you have ~?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

15

友達の夢の時間割を当てよう

○New words. New sentence.
・homeroom activities/computer
○Let’s Watch and Think3(p.23)
・教科書の情報教材を聞いて絵と情報を線で結ぶ。

○Activity 誰の夢の時間割かを当てる。
・前時に作った夢の時間割を使う。
・紙でランダムに配って持ち主を見つける。
・自分の夢の時間割を忘れてしまった児童のために、教
科書に書いたものを参照しながら活動する。
15

10

5

C1: Hi
C2: Hi
C1: Do you have Japanese?
C2: Yse, I do. / No, I don’t.
（1 時間目から順番に聞いていく。
）
一致したら This is your schedule. Here you are.
不一致なら Thank you. Bye.

○映像を見て、登場人物と将来の夢、夢
の時間割を線で結ぶ。
○一文ずつ区切って聞くのではなく、ま
とまった文を聞かせる機会を大切にし
たい。
○一時停止をしながら情報教材を再生す
ると聞かせやすい。
○デモンストレーションを見せてやり方
を徹底させる。
○一時間目から順番に教科を言わせる。
★何曜日に何の教科があるかについてや
りとりをしている。【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “What do you have on Monday?”

何曜日に何の教科があるかについてやりとりができる。【表】
Do you have ~?
学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

将来につながる時間割を作ってみよう

○指導上の留意点

★評価

○全体に挨拶をし、次に個別に数名の児
童に挨拶をする。
○めあてを板書して、今日の目標を周知
徹底させる。

○Review
・第４時に作った夢の時間割を読み返す。
・時間割の尋ね方を練習する。
○Activity1 夢の時間割を作ろう２！
・職業(p.24 参照)に関係する時間割を作る。
野球→お気に入りの教科の他に P.E.や English などが
入っている。
20

10

5

（１）職業に関係した時間割を作る。
（２）ペアで尋ねて紹介し合う。
（３）何の職業に関係するか当てる。
（４）ペア活動が終わったら教室内を歩いて紹介
し合う。

○デモンストレーションを見せてやり方
を徹底させる。
○全教科が職業に関係するものでなくて
よい。
★何曜日に何の教科があるかについてや
りとりをしている。【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit3”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit3 ７時間目

Unit 3 “What do you have on Monday?”

他者に配慮しながら教科について伝え合おうとする。【学】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

What do you have on Monday?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

オリジナルの時間割を伝え合おう

○Review
・第 4 時に作った夢の時間割を読み返してみよう。
・時間割の尋ね方を練習する。
○Activity1

オリジナルの時間割を作ろう。 P.24

（１）教科書に書かれている職業を選ぶ。
（２）教科書の空欄すべてに、既習教科と職業に
関係したオリジナルの教科を入れて書く。
○Activity2
15

15

5

オリジナルの時間割を紹介する。

○曜日を入った時間割の言い方を確認す
る。
○デモンストレーションを見せてやり方
を徹底させる。
○職業に関係した時間割になるようにす
る。
○児童が言えるようになるまで show &
Tell で紹介する。

C1: Hi
C1: I have my schedule.
C2: What do you have on Monday?
C1: Japanese, math, music, science and English.
C2: What do you have on Tuesday?
（繰り返す）
C1.2: Thank you.

★他者に配慮しながら教科について，伝
え合おうとしている。【学】

○STORY TIME
・絵本の読み聞かせを通して、読むことに慣れる。

○解説などはせず、Maria と Kazu の会話
を楽しませる。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

130

F5―Unit4 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “What time do you get up?”

小文字の書き方が分かり、小文字を書く。【知】
学習内容を参照
What time do you get up? I get up at six.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

15

15

10

5

一日の中で使う表現を知ろう

○Let’s Watch and Think1(p.26)
・日常生活でどんな表現を使っているか発表する。
・世界の子どもたちの生活について分かったことを発表
する
○New words. New sentences.
What time do you get up?
I eat lunch.
I study English.
I go to school.
I eat breakfast.
I get up.
I go to bed.
I spend all day at school.
I go home.
I do my homework.
I play with my friends.
I take a bath.
I eat dinner.
○Let’s Chant(p.27)
・教科書の Let’s Chant を聞いて、What time do you
get up? I get up at six.などのやりとりを練習す
る。

○あらかじめ児童に日常生活を考えさせ
てから、映像を見せると良い。
○ここで英文を言えるようにするのでは
なく、何を言われているのか分かるよ
うにする。そのために写真や教科書な
どを使って指導する。

○一回聞いて何が聞こえたかを確認す
る。何度か繰り返し班ごとやパートご
とに分けて言うとよい。

○Activity1 What time do you get up?を使ってみよう。 ○デモンストレーションを見せてから交
流させる。
C1: Hi
C2: Hi
C1: What time do you get up?
C2:I get up at six.
(Change)
C1: Thank you. Bye.
C2: Bye.
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★一日の生活に関する表現についての単
語の小文字を書いている。【知】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ２時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

一日の生活についてまとまりのある話を聞いて概要を捉えることができる。【知】
always/usually/sometimes/never
I (always) get up at~.

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
15

めあて

自分の生活について伝えてみよう

○Review
・I get up at~.
○New words. New sentence.
・always/usually/sometimes/never
・I (always) get up at~.
○Activity1 ポインティング・ゲーム(p.28)
（１）ALT が言う単語を指さす。
（２）次第に早く指さすという活動にする。

○Activity2
15

10

5

○always（毎日）＞usually＞sometimes
＞never（一日もない）の順で頻度を考
える。
○始めはゆっくり取り組ませ、活動に慣
れたら、I always get up at six.のように
英文の中に単語を入れて問題をだして
もよい。

頻度を表す単語を使ってみよう。

C1.2: Hi
C1: Sunday.
C2: I usually get up at six.
C2: Wednesday.
C1: I always get up at six.
（繰り返す）
C1.2: Thank you. Bye!

○デモンストレーションを見せてから交
流させる。
★一日の生活についてまとまりのある話
を聞いて大体の内容を捉えている。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ３時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

一日の生活についてやりとりをして、概要を捉えることができる。【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

What time do you get up?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
15

めあて

何時に起きるか友達と尋ね合おう

○New words. New sentence.
・What time do you get up?
○Activity1

何時に起きるか尋ねてみよう。(p.29)

（１）教科書に自分の名前と起きる時間を記入
する。
（２）児童は HRT の名前を書き、児童全員で一斉に
尋ねて HRT が言った時間を記入する。ALT も
同様に尋ねる。
（副詞を必ず入れる）
（３）次にペアの児童の名前を書く。起きる時間をた
ずねて時間を記入する。
15

○Activity2

○always（毎日）＞usually＞sometimes
＞never（一日もない）の順で頻度を
考える。

就寝時刻や帰宅時刻についても尋ねてみよ
う。

C1.2: Hi
C1: What time do you go to bed?
C2: I usually go to bed at nine.
C2: What time do you go to bed?
C1: I always go to bed at nine thirty.
（帰宅時刻などについても尋ね合う）
C1.2 : Thank you. Bye!

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”③」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○活動に慣れたら、I always get up at
six.のように英文の中に単語を入れ
て問題をだしてもよい。

○デモンストレーションを見せてから
交流させる。
★一日の生活についてやりとりをして
大体の内容を捉えている。【表】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ４時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で書かれたものの意味が分かり、書き写す。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現

What time do you get up/What time do you go to bed?/Do you usually clean
your bedroom?

本時の展開
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
15

めあて

様々な場面で何時に何をするか友達と尋ね合、英語
を書き写してみよう

○New words. New sentences.
・What time do you get up?
・What time do you go to bed?
・Do you usually clean your bedroom?
○Activity1

15

○always（毎日）＞usually＞sometimes
＞never（一日もない）の順で頻度を
考える。

英語を聞いて線で結んでみよう。(p.29)

（１）教科書に書かれている情報を児童と確認
する。
（２）例文を発音し線の結び方を説明する。
（３）実際に教科書の問題を聞いて取り組む。

○まず絵から読み取れる情報を確認す
る。HRT もスクリプトをよく読んで
内容を理解しておく。

○Activity2 「インタビュー」
様々な場面で頻度の単語を使って尋ねてみよう。

○デモンストレーションを見せてから
交流させる。
○ワークシートは時間が書けるように
作り、多くの児童がインタビューし
合えるようにする。

C1.2: Hi
C1: What time do you get up?
C2: I usually get up at six.
C2: What time do you go to bed?
C1: I always go to bed at nine thirty.
(clean your bedroom についても尋ね合う)
C1.2 : Thank you. Bye!

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”④」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語
句で書かれたものの意味が分かり、
書き写す。【表】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ５時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で書かれたものの意味が分かり、書き写す。
【表】
get the newspaper/wash the dishes/clean my room
get the newspaper/wash the dishes/clean my room

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

英語を使って家での役割を尋ね合い、その英文をな
ぞり書きしてみよう

○指導上の留意点

★評価

○全体に挨拶をし、個別に数名の児童に
あいさつをする。
○めあてを板書して、今日の目標を周知
徹底させる。

○New words. New phrases.
・get the newspaper
・wash the dishes
・clean my room
○Activity1

Let’s play3(p.30) HRT の日課を尋ねよう。

（１）児童は ALT の似顔絵を教科書に書く。
（２）児童全員が What time do you~?を使って ALT
に尋ねる。
（３）生活の様子の内容を児童に言わせる。
（４）最後に生活表現を練習する。
○Activity2
20

(p.30)家での役割について尋ね合おう。
教科書に書きこみながら交流活動を行う。

C1.2: Hi

C1: What time do you get the newspaper?

C2: I usually get the newspaper at six.

C1: What time do you wash the dishes?
C2: I always wash the dishes at six.

○現実味をもたせるために、普段の生活
の情報を伝える。
○ここで出てきた生活表現を練習しな
いとアクティビティ２ができなくな
るので、ALT と一緒に練習させる。
○最初に絵を見て、自分がどのように過
ごしているか確認する時間をとって
もよい。
○デモンストレーションを見せてから
交流させる。

（繰り返す）
C1.2: Thank you. Bye.

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit4”⑤」を参照）

★音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語
句で書かれたものの意味が分かり、書
き写す。【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ６時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

家での役割についての単語を小文字で書く。【知】
dishes/wash/newspaper/clean/comb

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

友達の家での役割を聞き取ろう

○New words.
・dishes/wash/newspaper/clean/comb
○Activity1

Lets listen2(p.31) 英語を聞いて登場人物
の「家での役割」を線で結ぶ。

○単語の習熟に不安があれば、ミッシ
ングゲームなどで定着を図るとよ
い。
○登場人物の線の色は変えると見やす
い。

（１）デジタル教材を視聴する。
（２）登場人物の家での役割を線で結ぶ。
（３）HRT が読みながら（再生）答え合わせをする。
○Activity2
20

Lets watch and think2(p.31) 登場人物の家
での役割を聞き取ろう。

（１）デジタル教材を視聴する。
（２）登場人物の家での役割を教科書に日本語で記
入する。
（３）ALT が読み、HRT はデジタル教材を再生と一
時停止を行いながら答え合わせを行う。

○難しい内容なので、音声の情報だけ
でなくデジタル教材と教科書の絵な
どをもとに家での役割を分かるよう
にする。
〇答え合わせをするとき、音源を使用
する場合は再生と一時停止を使って
確実に理解させていく。

自分の家での役割を 1 つ以上考えてペアで紹介しあう。

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”⑥」を参照）

★家での役割についての単語を小文字
で書いている。【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ７時間目

Unit 4 “What time do you get up?”

自分の一日の生活について，相手に伝えるなどの目的を持って，基本的な表現を用い
て，順序立てて伝え合う。
【表】
always/usually/sometimes/never/six thirty/seven thirty/nine/ten
get up/go to school/go to bed/walk my dog
How about you?

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
15

めあて

文の形を意識して自分の日課を作ろう

○New words. New phrases.
・always/usually/sometimes/never
・get up/go to school/go to bed/walk my dog
・six thirty/seven thirty/nine/ten
○Activity1

英語を聞いて登場人物の日課を線で結ぶ。

（１）デジタル教材を視聴する。
（２）登場人物の日課を線で結ぶ。
（３）HRT が読みながら（再生）答え合わせをする。

○登場人物の線の色は変えると見やす
い。
○内容が分かるまで複数回聞かせ、分
かったという自信をもたせたい。

○Activity2 日課を作ってペアで発表し合おう。
ワークシートを用意してペアで紹介し合って記入。
15

C1: Hi.
C2: Hi.
C1: I usually get up at six. How about you?
C2: I always get up at six thirty.
C2: I usually go to school at seven. How about you?
C1: I always go to school at seven thirty.
(繰り返す)
C1: Thank you. Bye.
C2: Thank you. Bye.

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit4”⑦」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○難しい内容なので、音声の情報だけ
でなくデジタル教材を用いるとよ
い。
○デモンストレーションで見本を見せ
るとよい。
★自分の一日の生活について，相手に
伝えるなどの目的を持って，基本的
な表現を用いて，順序立てて伝え合
っている。
【表】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit4 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 4 “What time do you get up?”

一日の生活について他者に配慮しながら伝え合おうとする。【学】

学習内容

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

一日の生活を友達と発表し合おう

○Review
・前時につくった自分の日課を読み返す。

○個人の練習時間を設けてもよい。

○Activity 日課をグループで発表し合う。

10

（１）４人グループをつくる。
（２）１人が発表。その他の児童はしっかり聞く。
（３）全員が終わったら、グループの代表が前に
出て発表する。

○デモンストレーションで見本をみせ
る。2 回目は児童が見本を見せてもよ
い。
★一日の生活について他者に配慮しな
がら伝え合おうとしている。【学】

（パフォーマンステストとして行うことができる。
）

20

5

○STORY TIME
・デジタル教材を視聴して内容を理解したい。
・ペアで Kazu と Maria になりきって即興劇をする。

○「算数の教科書を持っていますか」で
はなく、「教科書を見せてくれません
か」という内容になっている。
○前回の様子との違いに触れてもよい。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F5―Unit 5 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”
動作を表す語や「できる」
「できない」という表現を聞いて分かる。
【知】
I can (can’t) ~. / speak / run / jump / swim / sing / (walk)

学習内容

時間

5

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animal Jingle”

○オリエンテーション
・本単元での学習内容をつかむ。
めあて 「できる」
「できない」という表現に慣れよう

○指導上の留意点

★評価

○Jingle は教え込むのではなく、繰り返し
言わせることでゆっくりじっくりと文
字と音の学びを深めていけるようにす
る。
○We can!(p.34,35)を見せ、“can”の意味を
つかませる。
○単元の終わりには、自分や相手を紹介で
きるようになることを伝える。

○New Words
・speak / run / jump / swim / sing / walk
○Activity「キーフレーズゲーム」
10

○Let’s Chant(p.35)

10

“I can run. I can swim.”

Who am I? I’m a rabbit.
I can jump. I can’t swim.
Who am I? I’m a dog.
I can run. I can swim. I can jump.
Who am I? It’s me.
○Let’s Watch and Think(p.36)

10

5

○I can ~./I can’t ~.の表現を使って行う。ル
ールはキーワードゲームと同様。
○ゲームを通して表現に慣れ親しんだら、
自分のことを言える場を作る。例えば、
担任が“I can jump, raise your hands.”と
言って該当児童を起立させみんなで言
わせる等。
○Chant を聞かせ、できることやできない
ことを聞き取らせる。
○徐々にリズムに乗せて言えるようにす
る。
○映像資料の音声を聞いて、その人物が誰
かを推測させる。
★動作を表す語や「できる」
「できない」と
いう表現を聞いて分かっている。【知

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

できることやできないことについてやりとりができる。【表】

Can you ~? / Yes, I can. / No, I can’t. / cook / ride a unicycle / do kendo / do judo
Can you ~? Yes, I can. No, I can’t.
学習内容

時間

10

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animal Jingle”
○Sounds and Letters 1
・５×５ビンゴをする。
○Let’s Listen 1(p.36)
めあて

できることを聞いたり答えたりしよう

○Activity 1「かるた取りゲーム」

10

（１）動作を示すカードを配る。
（２）HRT が言う“Can you?”の後に児童に繰り返
させ、リズムを作る。
（３）HRT が“Can you run?”と動作を含めて言っ
た時に、児童はそのカードを取る。
（４）カードを取った児童全員を起立させ、座っ
ている児童が“Can you run?”と質問する。
（５）立っている児童は“Yes, I can./No, I can’t.”で
答える。
○Activity 2「どの動物かを当てよう。
」
・Let’s play 1(p.34,35)

5

10

5

C1: （動物を選ぶ）
C2: Can you jump?
C1: Yes, I can. I can jump.
C3: Can you sing?
C1: No, I can’t. I can’t swim.
C4: Can you swim?
C1: No, I can’t. I can’t swim.
C2~4: （相談する。
）Are you a grasshopper?
C1: No, I’m not. I’m a rabbit.
（C1 の役を交代して続ける。
）

○指導上の留意点

★評価

○We can!(p.36)の Let’s Listen 1 で前回の
内容を振り返り、本時のめあてにつなげ
る。（Let’s Chant(p.35)“I can run. I can
swim.”を行ってもよい。
）
○Can you ~?や Yes, I can. No, I can’t.に口
慣れするように取り組ませる。
○慣れてきたらグループごとに取り組ま
せてもよい。

○グループの一人が、紙面の動物のうちの
どれかになり、他の児童が質問をしてど
の動物かを当てるようにする。

★ できることやできないことについてや
りとりしている。
【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ３時間目

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”
できることやできないことに関する短い話を聞いて、具体的な情報を聞き取ることが
できる。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

well / fast / long / high

学習内容

時間

5

10

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animal Jingle”
○Small Talk「好きなスポーツや趣味」

5

○指導上の留意点

めあて

どのくらいできるのか聞き取ったり、
言ったりしよう

○Small Talk を児童に聞かせ、本時のめあ
てを提示する。
「小学校外国語活動・外国
語研修ガイドブック実習編」(p.131)を参
考にする。

○New Words
・We can!(p.35)の Let’s Chant “Can you sing well?”を
視聴する。

○Chant を視聴し、新出単語の意味をつか
ませる。“long”は Chant に出てこないの
で注意する。

○Let’s Listen 2(p.36)

○音声を聞いてどの動物かを考え、イラス
トの下に番号を記入させる。

○Activity「なかま集めゲーム」

10

10

5

（１）１人１枚、動作と程度が書かれたカードを
配る。
（２）児童はカードを持って歩き回り、他の児童
に“Hello.”と声をかける。
（３）児童は“I can run fast.”のように、自分のカ
ードに書かれている内容を伝える。
（４）もう一方の児童は“You can run fast.”という
ように、相手が言ったことを繰り返してか
ら自分のカードの内容を伝える。
（５）同じ内容だったらチームになり、違ってい
たら“Bye.”と言って別れ、他の相手に声をか
ける。

○カードは、できれば児童が知っている人
物やキャラクターにすると、チームにな
る必然性が生まれる。

★ できることやできないことに関する短
い話を聞いて、具体的な情報を聞き取っ
ている。
【知】
○活動の終わりには、どんなチームになっ
たのか発表させると、“We can run fast.”
と言えるので、教材のタイトルに結びつ
けることもできる。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ４時間目

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”

目標

できることやできないことについて、やりとりができる。
【表】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

10

play / soccer / badminton / table tennis / volleyball / shogi / kendama / the recorder
/ the piano
Can you ~? Yes, I can. No, I can’t.

めあて

kendama / the recorder / the piano

○Activity 1 “Let’s Play 2” (p.37)
・HRT が言う動作を表す語句を聞き、それに該当する
絵を指さす。

○Activity 2 (p.37)
・室内を歩いて回り、友達に紙面にあることについて
できるかどうかを尋ね、できる場合は、イラストの下
に名前を書いてもらう。
5

10

5

○今まで学習したことを使って、友達にイ
ンタビューすることを伝える。

できることインタビューをしよう

○New Words & Phrases
・soccer / badminton / table tennis / volleyball / shogi

10

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Sounds and Letters 2
・ひそひそビンゴゲーム
○Chant(p.35) “Can you sing well?”

5

○指導上の留意点

A&B: Hello.
A: Can you play soccer?
B: Yes, I can. Can you play the piano?
A: Yes, I can.
A&B: Thank you. Bye.

○単語だけでなく、質問の仕方も含めて練
習する。

○HRT が言ったことを聞き取るだけでな
く、繰り返し言わせることで口慣れさせ
ていく。
○慣れてきたらペアやグループで行って
もよい。

○普段あまり話さない人ともインタビュ
ーでやり取りをすることで、言葉で人と
やり取りをする楽しさを味わわせるよう
にする。
★できることやできないことについて、や
りとりしている。
【表】
○インタビューのあとに感想を尋ねると
よい。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”
できることやできないことについて、例を参考に語句を書く。
【表】
He / She / Ms. / Mr.

学習内容

時間

5

5

10

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animals”
○Small Talk「好きな有名人」
めあて

いろいろな人を紹介しよう

○HRT の好きな有名人について英語で簡
単に紹介し、本時のめあてにつなげる。

○New Words
・He / She

○男性は He,女性は She になることを、例
を示しながら理解させる。

○Activity 1 “Who is he/she game”
・HRT が He / She を使って話すある人物やキャラク
ターについて聞き、それが誰かを当てる。

○“can”だけではヒントが足りない場合は、
児童が理解できる簡単な英語を使用し
て補足する。

T: He can speak Japanese and Italian.
He can play soccer very well.
Who is he?
○Activity 2 “Activity 3” (p.39)

10

10

5

（１）班ごとにインタビューに行く先生を決め、
インタビューの準備をする。
（２）先生の名前を書き、He / She を４線に書い
た後、先生のできること、できないことを
予想して巻末動作絵カードを置く。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○Mr. / Ms.は、日本で言う「〜さん、〜先
生」にあたるものだということを理解さ
せる。
★できることやできないことについて、例
を参考に語句を書いている。【表】

○次回の英語の授業までに担当の先生に
インタビューするよう伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F5―Unit 5 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”

学習内容

時間

10

5

基本的な語句や表現について例を参考に書き写す。
【知】

めあて

○○先生を紹介する文を書こう

This is Mr. (Ms.) ~.
He (She) can ~.
He (She) can~.
He (She) can’t ~.

○Activity 2 “Who is he / she? game”

5

10

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Sounds and Letters 3
・ワードサーチゲーム
○Review
・Chant “He can run fast. She can sing well.”
○Activity 1 “Activity 4” (p.39)
・先生にインタビューしたことをもとに、その先生が
できることやできないことをペアでスピーチする。

10

○指導上の留意点

A: He (She) can ~.
He (She) can~.
He (She) can’t ~.
Who is he (she)?
B: Mr. (Ms.) ~?
A: That’s right!
○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○インタビューして分かったことを、“He /
She can(can’t) ~.”に表現できるかペアで
確認させる。
○ワークシートは書き方の例が載ってい
るのが望ましい。単語も、絵と共に英語
があり、選べるようにすると無理のない
活動になる。

○ヒントとして、Activity1 で書いた文を読
み、問題を出す。

★基本的な語句や表現について例を参考
に書き写している。【知】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

「できること」
「できないこと」について目的意識をもって、例を参考に書く。
【知】

学習内容

時間

5

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”

○Review “Let’s Watch and Think 2” (p.38)
・動画を視聴し、具体的な情報を聞き取る。
めあて

10

5

○前時までの確認をし、本時のめあてにつ
なげる。

先生や自分のことを紹介する準備をしよう

T: This is Mr. ~.
He can ~.
He can’t ~.
He can ~.
I can’t ~.
But, I can ~.
I can ~.
○Activity「発表の準備」

15

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animals”

○Small Talk「あこがれの人」

5

○指導上の留意点

（１）Activity 5 (p.40)を参考にしてもよい。
（２）ポスターを作成する際には、発表の際
のメモになるような工夫をするとよ
い。
（３）その際、英語を書きたいという児童が
現れた場合、書こうという挑戦する気
持ちをほめるようにする。

○HRT は、児童が次回の発表のイメージが
もてるようなモデルを示す。

○前時に書いたワークシートを元にしな
がら、自分の紹介と結びつけて文を考え
させる。
○発表の練習をさせる。
★「できること」
「できないこと」について
目的意識をもって、例を参考に書いてい
る。
【知】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 5”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 5 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”
他者に配慮しながら、自分や他者のことを紹介しようとする。
【学】

学習内容

時間

5

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Animals”
○Review “Let’s Listen” (p.40)
・音声を聞いてどの人物かを考え、イラストの下に番
号を記入する。
めあて

○前時までの確認をし、本時のめあてにつ
なげる。

先生や自分のことを紹介しよう

○Activity “Show and Tell”

30

○指導上の留意点

（１） 発表前に、HRT が悪い例のデモンストレー
ションを行う。
（例）声が小さい。下を向いてしまってい
る。
（２）どのような点を改良するべきかを考えさせ
る。
（３）評価の視点や、目指すべき姿を事前に共有し
た後発表を行う。
（４）聞いている児童は、ワークシートに聞き取れ
た内容を記入する。
（５）前半の発表が終わったところで、よい発表に
ついて全体で共通理解し、後半の発表つなげ
る。
（６）発表を聞く際には、聞く姿勢も大切であるこ

○前時までに準備したものを元に、全体の
前で発表させる。

★他者に配慮しながら、自分や他者のこと
を紹介しようとしている。
【学】

○読み聞かせを通して、読むことに慣れさ
せる。
○Story Time (p.41)

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 6 １時間目
目標

Unit 6 “I want to go to Italy.”

国名を書き写す。
【知】
Australia / Peru / Thailand / the UK / the USA / Japan / Italy / Germany / Canada / Spain
/ France / Brazil / China / Korea / Russia / Egypt / India

新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

5

5

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Small Talk「冬休みのお勧め旅行プラン」
めあて

いろいろな国を知ろう

○Activity 1 “Let’s Watch and Think 1” (p.42,43)
・デジタル教材を視聴し、聞き取れた内容をメモに取
る。

10

○Jingle
“Countries”

10

10

5

★評価

○「小学校外国語活動・外国語研修ガイド
ブック」(p.131)を参考にする。単元の最
後には、それぞれがお勧めの国を紹介で
きるようになることを伝える。
○児童に見開きを見る時間を与え、ペアに
なって、どれぐらい世界の国々の知識が
あるかを確認させてもよい。
○将来訪れたい国はどこだろうと考えさ
せ、I want to ~.の表現を使って思いを伝
えることへの動機付けを高める。

○Jingle で様々な国名に慣れ親しませる。

○Activity 2「キーワードゲーム」
Australia / Peru / Thailand / the UK / the USA / Japan
Italy / Germany / Canada / Spain / France / Brazil /
China / Korea / Russia / Egypt / India
○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”①」を参照）

○キーワードゲームを通して、様々な国名
に口慣れさせる。

★国名を書き写している。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F5―Unit 6 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

世界遺産や地域の特色について具体的な情報を聞き取ることができる。
【知】
You can see (visit / buy / drink / eat) ~.

学習内容

時間

5
5

Unit 6 “I want to go to Italy.”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Jingle
“Countries”
めあて

いろいろな国の特色を知ろう

○Activity 1 “Let’s Watch and Think 1” (p.42,43)
・４つの国について聞き取れたことをメモし、発表す
る。
10

○Let’s Chant “It’s a nice country.” (p.43)

○Activity 2 “Let’s Play” (p.43)
・指導者が言う語彙を聞き、写真を指さす。
10

★評価

○その国に行けばどんなことができるか
という情報を、can ~を使って何度も繰り
返し聞き、おすすめの国を紹介する時の
表現に使えるということを知らせる。

○音声に載せて何度も聞いたり言ったり
して、表現に慣れ親しませる。

○Activity 1 や Chant で触れた表現を使っ
て問題を出す。

T: You can see (ride / eat / visit ) ~.
★世界遺産や地域の特色について具体的
な情報を聞き取っている。
【知】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F5―Unit 6 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 6 “I want to go to Italy.”

ある国の話を聞いて、食べ物、場所、建物の特徴や魅力等の具体的な情報について言
うことができる。
【知】
It’s beautiful (delicious / popular / exciting / cute).

学習内容

時間

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Small Talk
T: This is ~.
It’s beautiful (delicious / popular / exciting / cute).
めあて

○Activity 1「マッチングゲーム」
・「観光名所・食べ物、飲み物、買える物」と、“It’s
delicious.”等を合う言葉で言う。

10

10

5

★評価

○指導者はある国の特色を紹介する Small
Talk をした後、
本時のめあてを提示する。

おすすめする国を見つけよう

○Let’s Watch and Think 2 (p.44)
・映像資料を見て、有名な食べ物、場所、建物の特徴や
魅力の言い方を知る。

10

○指導上の留意点

（１）国旗と、その国の特徴を示す写真が載っ
たカードを配る。
（２）グループ内で順番を決め、１人目がカー
ドをめくる。
（３）児童は写真を指さし、“It’s delicious.”等写
真に合う言葉を言う。
（４）もう一枚カードをめくり、同じ国のカー
ドが出たら１ポイント。

○行きたい国やその理由をどのように言
うかを聞いて、本単元の最後に自分のス
ピーチの参考にさせる。

○カードやルールは学級の実態に合わせ
て準備する。ゲームを通して表現の練習
ができるように活動させる。

★ある国の話を聞いて、食べ物、場所、建
物の特徴や魅力等の具体的な情報につい
て言っている。
【知】

○Activity 2 “Activity” (p.44)
○時間があれば、紹介したい国の名前をポ
・ペアでお勧めの国（自分が行きたい国）を２つ決め、 スターに書き写す。
紹介したいことを考える。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○次回からその国の紹介の仕方について
学ぶことを伝える。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit 6 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

10

10

10

5

お勧めの国や場所について、その特徴や理由などを聞き取ることができる。
【知】
You can see ~.
You can see ~. It’s ~.
学習内容

時間

5

Unit 6 “I want to go to Italy.”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○指導者は前回の学習を振り返り、めあて
を提示する。

○Jingle
“Countries”
めあて

おすすめの国紹介の準備をしよう

○Activity 1 “Let’s Watch and Think 3” (p.45)
・観光名所、建物、美味しいもの、お土産などの特徴や
魅力を話している映像資料を視聴し、線で結ぶ。

○紙面にある国旗や、写真が何かを確認し
てから視聴させるとよい。

○Let’s Listen 1 (p.47)
・音声でのヒントを聞き、三つ示されている国旗から
どの国の話かを考える。

★お勧めの国や場所について、その特徴や
理由などを聞き取っている。【知】

○Activity 2 “Activity” (p.44)
・お勧めの国について You can see ~.を使って紹介し
たいことを調べる。

○ポスターには、見る人のことも考えて、
文字だけでなく写真などがあると分かり
やすい。必要に応じて写真を提示したり、
パソコンで調べさせたりするとよい。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F5―Unit 6 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

10

10

10

5

他者に伝える目的をもって書き写そうとする。【学】
You can eat (drink) ~.
You can eat (drink) ~. It’s ~.
学習内容

時間

5

Unit 6 “I want to go to Italy.”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “Where do you want to go?” (p.43)
めあて

おすすめの国紹介の準備をしよう

★評価

○音声に乗せて何度も聞いたり言ったり
して、表現に慣れさせる。

○Let’s Watch and Think 4 (p.46)
・映像資料を見て、分かったことを記入する。

○どんな表現が聞こえてきたか発表させ、
“You can eat (drink) ~.”を練習させる。

○Activity 1 「マッチングゲーム」
・「食べ物、飲み物」と、“You can eat ~. It’s delicious.”
等を合う言葉で言う。

○前回使用したカードを使い、新たに“You
can eat (drink) ~.”を言わせるようにす
る。

（１）国旗と、その国の特徴を示す写真が載っ
たカードを配る。
（２）グループ内で順番を決め、１人目がカー
ドをめくる。
（３）児童は写真を指さし、“You can eat ~. It’s
delicious.”等写真に合う言葉を言う。
（４）もう一枚カードをめくり、同じ国のカー
ドが出たら１ポイント。
○Activity 2 “Activity” (p.44)
・You can eat (drink) ~.を使って紹介することを考え
る。

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”⑤」を参照）

○前回の続きを行い、表現を書き加えさせ
る。

★他者に伝える目的をもって書き写そう
としている。【学】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F5―Unit 6 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

5

10

食べ物、場所、建物の英語を他者に伝える目的を持って書き写す。【学】
You can buy ~.
You can buy (see / visit / drink / eat) ~. It’s ~.
学習内容

時間

5

Unit 6 “I want to go to Italy.”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “Where do you want to go?” (p.43)
めあて

おすすめの国紹介を完成させよう

5

○音声に乗せて何度も聞いたり言ったり
して、表現に慣れさせる。

○Small Talk「紹介したい土産物」

○新たにどんな表現が聞こえてきたか発
表させ、“You can buy ~.”を練習させる。

○Activity (p.44)
・You can buy ~.を使って紹介することを考える。

○前回の続きを行い、表現を書き加えさせ
る。

○Let’s Watch and Think 5 (p.48)
・映像資料を視聴し、それがどこの国かを考えて発表
する。

○まとまった英文を聞いてその概要を捉
え、自分の発表に生かせるようにする。

10

10

★評価

○自分のお勧めの国の紹介をペアで役割
を交代しながら練習し、ペアで二か所の
観光案内を共通理解させる。
○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”⑥」を参照）

★食べ物、場所、建物の英語を他者に伝え
る目的を持って書き写そうとしている。
【学】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F5―Unit 6 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 6 “I want to go to Italy.”

他者に配慮しながら、自分のお勧めの国を紹介しようとする。
【学】

学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Jingle
“Countries”
めあて

5

5

★評価

おすすめの国紹介をしよう

○Let’s Chant
・HRT が選んだ Chant を言う。

○発表に向けてのウォーミングアップと
して Chant を行う。

○発表練習
・本番を意識して最後の練習をする。

○目線や声の大きさ、資料の見せ方などを
意識させる。

○Activity「お勧めの国紹介」
・ペアで紹介する側と聞く側に分かれて、お勧めの国
を紹介し合う。

○ペアを替えてお互いのお勧めの国を紹
介し合う。
（学級の実態に合わせて、ペア
で行うか全体の前で発表させるかを決め
る。
）

10
★他者に配慮しながら、自分のお勧めの国
を紹介しようとしている。
【学】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F5―Unit 6 ８時間目
目標
新出単語･表現

Unit 6 “I want to go to Italy.”

自分が行きたい国について理由も含めて話すことができる。【表】

Where do you want to go? I want to go to ~. I want to see (eat / drink / visit / buy)
~.

会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Jingle
“Countries”

5

めあて

自分が行きたい国を伝え合おう

○指導者は、前回の友達の発表を聞いて他
に行ってみたい国が見つかったか問い
かける。

○Let’s Chant “Where do you want to go?”

○Chant を言い、理由の言い方を想起させ
る。

○Activity「行きたい国ランキング」

○単なる人気投票にならないように注意
し、児童一人一人が発表に向けて準備し
取り組んできたことをお互いにたたえ合
えるようにする。

（１）近くの友達と、今までの表現を使ってどの国
に行きたいか会話をさせ、自分が行きたい国
や相手が行きたい国を聞き合う。

15

★評価

A: Where do you want to go?
B: I want to go to ~.
A: Why?
B: Because I want to ~.
（２）投票用紙に自分が行きたい国を書いて提出す
る。
（３）指導者は集計し、結果を発表する。そのと
き、“Where do you want to go?”と児童全員
に言わせてから発表するようにする。

10

5

★自分が行きたい国について理由も含め
て話している。
【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit 6”⑧」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F5―Unit7 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

慣れ親しんだ語句や表現を紙面の中から識別することができる。
【知】

It’s on / by / in / under ~.

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて 何がどこにあるかを探そう
○New Words &New Phrases
・ものの絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認す
る。
○ Activity 1 “Let’s watch and think.”

10

（１）Let’s watch and think.”映像資料を見て、いろい
ろな場所にある物を見つける。
（２）答え合わせをする。

○Activity 2 「ポインティングゲーム」

10

10

5

（１）見開きページの写真から HRT の言う物を探
し、指をさす。
（２）答え合わせをする。

○on/in/under/by の意味を日本語で説明す
るのではなく、デジタル教材を視聴し、
誌面からもの探しをする中で、そのイメ
ージをつかませるようにする。

○HRT は、デジタル教材のスクリプトを
参考にして、ある物とその位置を言う。
児童はそれを聞いてペアでそれを聞い
て指をさす。
〇慣れてきたら HRT がある物を言って、
児童がそれの位置を探して指をさすよ
うにする。
★慣れ親しんだ語句や表現を紙面の中か
ら識別している。
【知】。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

ある人が探しているものを聞き取ることができる。
【知】

I have ~ on / under / in / by ~.

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 探しているものを聞き取ろう

20

○”Let’s Listen1”
・登場人物が探しているものを尋ねたり答えたりする
やり取りを聞いて番号を記入する。
・Where is ～？の練習をする。
○Let’s chant: “Where is the treasure?”

○Activity “Let’s play2” p52

10

10

5

（１）ペアを作る。
（２）紙面の中から一人があるものを選び、その場所
に関するヒントを言う。
（３）もう一人がヒントを聞いて、それが何かを考え
る。

〇この活動のねらいは、繰り返し位置を表
す表現に慣れ親しませることである。
〇何度も出てくる表現以外の表現を使っ
て、様々なクイズを出すこともできる。
〇慣れてきたら、位置や方向を児童に選ば
せた別のものに替えるなどすると、より
意欲が高まると考えられる。

○はじめに HRT がモデルを示し、やり方
を理解させる。相手に分かりやすい伝え
方（相手意識）などについて、全員で共
有してから初めても良い。
★探しているものを聞き取っている。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

156

F5―Unit7 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 7 “Where is the treasure?”

何がどこにあるのかを尋ねて、情報を正しく捉えることができる。【表】

It’s ~ on / by / under / in ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 何がどこにあるか聞いてみよう
20

○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
〇Let’s Listen2:
「どれがだれの部屋かを聞いて、
（

〇児童の実態によって、はじめに四つの部
屋の絵を見比べさせ、違いや場所に言い
）に番号を書こう」
方を確認してから始めると、聞き取りの
ハードルを下げることができる。

○Let’s play3
「友だちの選んだ部屋は、何番か考えよう」
10

10

5

（１）ペアを作る。
（２）一人が部屋を選ぶ。
（３）もう一人が、何がどこにあるのかを質問し、
その答えから何番の部屋かを当てる。

○この活動では、何がどこにあるかを繰り
返し尋ねたり答えたりすることをねら
いとしている。
★情報を正しく捉えている。【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and Write
“Unit7”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

道案内の表現を聞き、情報を聞き取ることができる。
【表】

Go straight. Turn left. Turn right. You can see it on your right / left.

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 地図を完成させよう
10

○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
〇Let’s Listen3:
「道案内の音声を聞いて建物の番号を書く。
」

〇答え合わせの際には、音声を一時停止し
て児童と繰り返し言い、そこまでの道を
一緒にたどる等する

○ Activity1 「コマンドゲーム」

10

（１）その場で立って目を閉じる。
（２）HRT の指示に従って、動く。(Turn right.→右
を向く。Turn left.→左を向く。Go straight.→
その場で足踏み)
（３）目を開けて答えを確認する。

○慣れてきたら、指示を児童に出させると
よい。また、サイモンセズゲームとミッ
クスさせることもできる。

○Activity2 「地図づくり」

10

10

5

（１）白地図をもらう。
（２）HRT が、道案内をする。
（３）その道案内を聞きながら、白地図に建物を書き
入れていく。
（４）全体で答えあわせをする。

○できる限り学校周辺の地図を完成させ
るようにして、生活との関連を図る。
★道案内の表現を理解し、情報を聞き取っ
ている。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 7 “Where is the treasure?”

適切な表現を使って、道案内をすることができる。
【表】

Where is ~? Go straight. Turn left. Turn right. You can see it on your right / left.
学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 道案内をしてみよう
10

○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
〇Review「コマンドゲーム」（※前時参照）

○慣れてきたら HRT に代わって、児童に
案内をさせる。

○ Activity 1

10

Let’s play 4:「友だちの道案内を聞いて、目的地をさがそう」 ○うまくいかない場合は、簡単な場所から
始めたり、ペアで一緒に道案内して行き
方を再確認してみたりするなど、協力し
（１）ペアになる。
て活動をさせる。
（２）同じ紙面の地図を使い、実際に道案内をす
る。
（３）答え合わせをする。

○Activity 2 「インフォーメーションギャップ」

10

10

5

（１）４種類の地図を配る。
（２）それぞれの地図に書かれている建物が違うの
で、インタビューをしながら道案内をし合う。
（３）一つの地図を完成させる。

★適切な表現を使って、道案内をしてい
る。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ６時間目
目標

道案内を聞いて目的の場所に行ったり、相手が行きたいところについて、その場でやり
とりをしたりしながら、道案内をすることができる。
【表】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

Where is ~? Go straight. Turn left. Turn right. You can see it on your right / left.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて 宝物の場所を教えてあげよう
○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
15

〇Let’s chant: ”Where is the treasure?”
〇Let’s Listen4
「道案内を聞いてどこに行くのかを考えよう」

〇必要に応じて、音声を複数回聞かせた
り、途中で止めて聞かせたりして、たど
り着ける聞かせ方を工夫して、成功体験
を味わわせる。

○ Activity 「宝物を一つ選び、たずね合おう」 (p.56,57)

15

10

5

（１）ペアになる。
（２）各自、宝物を決める。
（３）相手に Where is the treasure?と聞いて、道
案内をしてもらう。
（４）正しく案内をしてもらったら、Your treasure
is ～.と言って、答えを確認する。

○宝物までの行き方は何通りかある場合
は、自分も言いやすく、相手にも分かり
やすい道を選ぶようにさせる。
★道案内を聞いて目的の場所に行ったり、

相手が行きたいところについて、その場
でやりとりをしたりしながら、道案内を
している。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”⑥」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

他者に配慮しながら、場所や位置を説明しようとする。【学】

Go straight. Turn left. Turn right. You can see it on your right / left.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて お気に入りの場所を案内しよう
10

20

○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
〇Review “Story Time On our way home…” (p.55)
・絵本の読み聞かせを通して、実際の道案内の場面を理
解させる。

○本単元で児童が学習した道案内の表現
を使っているので、吹き出しの中の英語
を音声と一緒に読ませると良い。

○ Activity 「お気に入りの場所を紹介しよう（準備）
」

○スタート地点は福生駅にする。初めて福
生に来た外国人に、福生のお気に入りの
場所を紹介するという設定にする。

（１）福生市の地図を用意する。
（２）自分のお気に入りの場所を決め、道案内の
表現を考える。
（３）何で好きなのか等の情報をつけたす。
（分か
らない言葉や表現は ALT や指導者に聞きな
がら）

〇総合的な学習等の時間を活用しながら、
その場所の写真を貼ることができると
良い。
★ 他者に配慮しながら場所や位置を説明

しようとしている。【学】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit7”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit7 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 7 “Where is the treasure?”

音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現で書かれたものを読む。
【知】

Go straight. Turn left. Turn right. You can see it on your right / left.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて お気に入りの場所を案内しよう
15

○Review
“Story Time On our way home…” (p.55)
・絵本の読み聞かせを通して、実際の道案内の場面を理
解させる。

○本単元で児童が学習した道案内の表現
を使っているので、吹き出しの中の英語
を音声と一緒に読ませると良い。

○Activity 「お気に入りの場所を案内しよう」

25

5

（１）グループになる。
（２）順番にお気に入りの場所の道案内をする。
聞いている児童は、白地図に道案内を聞きなが
ら道をたどりその場所にたどりつく。
（３）道案内をした児童は、写真を見せながら、お気
に入りの理由を述べる。
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○グループでの活動が終わったら、何名か
の希望者が前に出てきて、道案内をす
る。他の児童は、その場所を自分の地図
に書き入れる。
★ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句

や基本的な表現で書かれたものを読ん
でいる。
【知】
○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”

丁寧な言い方で表現された文を聞き取ることができる。【知】

What would you like? I’d like ~.

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューをききとろう
〇Let’s watch and think.
・登場人物の家族が料理を注文する場面を見て、丁寧な
表現、食べ物の言い方について知る。
20

○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
・カードを動かして、ミッシングゲームを行う。
〇Jingle “Food Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。

10

○Let’s Listen1
「だれが何を選んだのかを聞いて、線で結ぼう」
・紙面の登場人物の家族（父母）の誰がどの料理を注文
したかを聞き取り、線で結ぶ。

○映像では児童に馴染みのないケバブや
キムパなどの料理が紹介されている。指
導 者 自 身 が What’s this? It looks
delicious! 等とコメントしながら、関心
を引き出していく。
〇以下のように段階的に行う。
①食べ物の名前とその最初の音に注意し
て聞く。
②言えるところは音声と一緒に言う。
③文字の名称・文字の音・食べ物と３つの
パートに分けて、最初は HRT と児童、
次に学級の半分ずつ、列ごとに、ペアで、
と分けて言うようにする。
④最後は、小文字を見れば、その音を頼り
に２６の食べ物が言えるようにする。
○具体的なメニューについて聞き取るよ
うに、聞き取りのポイントを段階的に分
けて説明する。またここでは、”What
would you like?”に対して”I’d like ～.”と
いう丁寧な表現のやり取りに注意を向
けさせることが、単元の最後の活動につ
ながる。
★ 丁寧な言い方で表現された文を聞き取

っている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

２時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”
注文を聞いて、その内容が分かる。
【知】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューを聞き取ろう
○New Words &New Phrases
・絵カードを提示し、授業で扱う語彙を確認する。
・カードを動かして、ミッシングゲームを行う。

20

〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。
○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
〇Let’s watch and think.2:
ムを楽しむようにする。
「映像を見て、何をしているところかを考えよう。
」
・登場人物の家族がホテルのバイキング（コーナーごと 〇既習表現の”What do you want?”を思い
起こさせながら、”What would you like?”
にオーダーする形式）で注文している場面を視聴し、
と比較させる。
聞き取れたことや気付いたことなどを発表する。
★注文を聞いて、その内容が分かってい
る。
【知】
○ Activity 「キーワードゲーム」

10

（１）ペアになる。
（２）消しゴムを二人の間に置く。
（３）キーワードを決め、ALT のリピートをする。
（４）キーワードが聞こえたら消しゴムをとる。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”②」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○勝敗にこだわらせず、何回もゲームをす
ることで発話量を確保する。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

３時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”

誰が何を注文したかや具体的な値段を聞き取ることができる。【知】
How much is this?

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューとその値段を聞き取ろう
20

10

〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。

〇Jingle “Food Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。

〇第１時のように、段階的に行う。

○Let’s Listen 2 (p.60)
・おじいさんとおばあさんが注文したメニューについ
て聞き取り、紙面に記入する。

〇３ケタまでの数の言い方については、黒
板にカードを貼るなどして適宜復習しな
がら指導を進める。

★誰が何を注文したかや具体的な値段を
正しく聞き取っている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

４時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”
メニューから簡単な語句を書き写す。
【知】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューについて書き取ろう

25

〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。

〇Let’s Listen3
「おじいさんが注文したものと値段を聞いて書こう。
」 〇３ケタまでの数の言い方については、黒
・音声を聞いて登場人物の注文したものを聞き取り、
板にカードを貼るなどして適宜復習し
その料理の値段も聞き取って記入する。
ながら指導を進める。

15

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”④」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★メニューから簡単な語句を書き写して
いる。【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

５時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”
メニューから簡単な語句を書き写す。
【知】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューについて書きとろう
25

15

5

〇Jingle “Food Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。
〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑤」を参照）

★メニューから簡単な語句を書き写して
いる。【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

６時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”
相手意識をもってメニューを考え、そのメニューを伝えることができる。【知】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて メニューを考えよう

20

〇Jingle “Food Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。
〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。
〇Let’s Listen 5:
「それぞれのメニューを聞いて値段を書こう」

10

○ Activity 「だれかのためにメニューを考えよう」
・誰かのためにメニューを考え、誌面メニューの料理
から選んで作り、その理由とともに紹介する。
（本時
はそのための準備）

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。
〇Let’s Listen 4.のメニューを再度聞き取
り、その値段を聞き取って記入する。
○誌面を使いながら、実際の店員とお客さ
んのやりとりを練習する。
★相手意識をもってメニューを考え、その
メニューを伝えている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

168

F5―Unit8

７時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What would you like?”
他者に配慮しながら、丁寧な言い方で欲しいものについてやりとりをしようとする。
【学】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて お客さんと店員になりきって、欲しいもの
を尋ねたり答えたりしよう
15

〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。
○Jingle “Foods Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。

○ Activity 買い物ゲーム
★他者に配慮しながら、丁寧な言い方で欲しい

15

10

5

（１）前時で考えたメニューを用意する。
（２）お客さんと店員に分かれて、必要な料理と飲
み物を取りそろえる。

ものについてやりとりをしようとしている。
【学】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit8

８時間目

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 8 “What would you like?”
買い物で使う表現を聞いて、その内容を正しく捉えることができる。
【知】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 注文と値段を正しく聞き取ろう
20

〇Jingle “Foods Jingle”
・26 文字を含む食べ物が歌詞であるジングルを、何度
も聞いたり言ったりする。

○繰り返し聞いたり言ったりして、表現が
言えるようにするとともに、英語のリズ
ムを楽しむようにする。

〇Let’s chant. “What would you like?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

○丁寧な表現で尋ねたり答えたりする表
現に慣れ親しむことをねらいとしてい
「おじいさんが注文したものと値段を聞いて書こう。
」
る。
○ Let’s Listen

20

★買い物で使う表現を聞いて、その内容を

正しく捉えている。【知】

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

自分の得意なことについて、単語を選んで、語と語の区切りに注意して、文を書く。
【知】
Who is your hero? ~ is/are good at ~.

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 得意なことの言い方について知ろう

20

〇Let’s Watch and Think
・ある国の子どもが雑誌の表紙から連想したヒーロー
やヒロインについて話すのを聞き、分かったことを
書く。
・単元の最後の活動への見通しをもつ。
〇Let’s chant “Who is your hero?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

〇この活動で児童は初めて be good at ～.
という表現に出会う。「～が得意であ
る。」と日本語で説明するのではなく、
デジタル教材を通して児童自身が自然
にその意味や使い方を類推できるよう
にする。
〇チャンツの歌詞が、単元の最後で児童が
紹介する内容や形式と同じなので、チャ
ンツを十分に聞いたり、言ったりできる
ようにする。

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”①」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★自分の得意なことについて、単語を選

んで、語と語の区切りに注意して、文
を書いている。
【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 9 “Who is your hero?”

例を参考に語と語の区切りに気をつけながら書く。
【知】
~ is/are good at ~.

学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 得意なことを書いてみよう
15

〇Let’s Listen1
「登場人物が、何が得意かを聞いて、線で結ぼう」
・登場人物の得意なことについて、会話を聞いて線で結
ぶ。

〇児童の実態に応じて、あらかじめ絵に注
目させ、絵が示す語彙や表現を”What’s
this?”と確認してから取り組みこともで
きる。

〇 Let’s play 1
「ペアで下の絵をヒントにできるだけ質問して相手の
10

ことを知ろう」

〇今までになじんだポインティングゲー
ムや教師用絵カードを使ったゲーム等
で、表現に十分に慣れ親しむ。

・ペアになり紙面のイラストをヒントにして互いに質
問したり答えたりする。

15

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”②」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★ 例を参考に語と語の区切りに気をつ
けながら書いている。【知】

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

ヒーローについての話を聞いて、その情報を捉えることができる。【知】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 得意なことを書いてみよう。
15

〇Let’s Listen.
「Let’s play1 でよく知った友だちのことを紹介しよう」 〇can や be good at だけでなく、状態を
・音声を聞いて、登場人物の家族の得意なこと、できる
表す語も使って活動をさせる。そうする
ことのイラストを線で結ぶ。
ことで、最後の活動となるスピーチに深
みをもたせることができる。

〇Activity “Who is your hero?”

10

15

5

（１）クラスメートのヒーローについて HRT が話を
するのを聞く。
（２）それがだれのことかを予想し、答え合わせをす
る。

〇分類したカードを、最後にグループごと
に発言する機会を必ず設ける。
★ヒーローについての話を聞いて、その情
報を捉えている。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”③」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 9 “Who is your hero?”

できること、得意なことなどについてその場で伝え合うことができる。【表】
~ is/are good at ~.
学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 得意なことを伝え合おう
〇Let’s Chant

20

“Who is your hero?”

〇Let’s Listen 3
「三人のことについて聞いて、わかったことを□に書
こう」

〇Let’s Listen 4
「先生のヒーローの話を聞いて、わかったことを□に
書こう」

10

10

5

〇Activity (p.69)
「自己紹介をし合い、友だちについてわかったことを
表に書こう」
・学んだ表現を使い、自己紹介をする。

〇チャンツの歌詞が、単元の最後で自動が
紹介する内容や形式と同じなので、チャ
ンツを十分に聞いたり、言ったりできる
ようにする。
〇児童の実態に合わせて、最初は一つだけ
の情報を聞き取る、次には二つ以上、最
後はできるだけたくさん、とゴールを段
階的に設定することで、苦手な児童も取
り組みやすくなる。

〇HRT は、声の抑揚や、目線、ジェスチャ
ー等がスピーチの際の大切な要素である
ことが分かるように工夫する。
〇文構造についてはできるだけたくさん
の音声に触れることで気付きを促した
上で、確認程度とする。
★できること、得意なことなどについて
その場で伝え合っている。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”④」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

ある人についてできることや得意なことを紹介できるように内容を考える。
【学】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 紹介する内容を考えよう

25

〇Let’s chant “Who is your hero?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

〇チャンツの歌詞が、単元の最後で自動が
紹介する内容や形式と同じなので、チャン
ツを十分に聞いたり、言ったりできるよう
にする。

〇Let’s Listen 5
「登場人物の話を聞いて、分かったことを□に書こう」
・登場人物が自分にとってのヒーローやヒロインを紹 〇紹介するヒーローは兄弟や友だちのよ
介するのを聞いて、分かったことをメモにとり発表
うな身近な人物でよいということを例
する。
として示す。
○ Activity 「紹介したい人を考えよう」
10

10

5

（１）紹介したい人を決める。
（２）紹介する人の得意なことについて考える。

○かるたでは、カードを取る時に発話して
取るようにして、発話量を確保する。
★ ある人についてできることや得意な

ことを紹介できるように内容を考え
ている。【学】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

自分の意見を含めてある人を紹介することができる。【表】
My hero is ~. ~ is good at ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて ヒーローを紹介するための練習をしよう
15

〇Let’s Listen 5
「登場人物の話を聞いて、わかったことを□に書こう」 ○紹介するヒーローは兄弟や友だちのよ
・登場人物が自分にとってのヒーローやヒロインを紹
うな身近な人物でよいということを例
介するのを聞いて、分かったことをメモにとり発表
として示す。
する。

○Activity 「あなたのヒーローを紹介しよう」(p.72)

15

10

5

（１）登場人物が自分にとってのヒーローやヒロイン
を紹介するのを聞き、紹介の仕方の良い例を知
る。
（２）ペアになり、紹介したい人のプレゼンテーショ
ンの練習をする。
（３）ペアでアドバイスを出し合う。

★ 自分の意見を含めてある人を紹介し

ている。【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

ヒーローについて、できることや自分の意見を含めて紹介することができる。
【表】
My hero is ~. ~ is good at ~.
学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて ヒーローを紹介するための練習をしよう

20

〇Let’s chant “Who is your hero?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

〇チャンツの歌詞が、単元の最後で自動が
紹介する内容や形式と同じなので、チャ
ンツを十分に聞いたり、言ったりできる
ようにする。

〇Activity 「あなたのヒーローを紹介しよう」 (p.72)

10

（１）登場人物が自分にとってのヒロインを紹介する
のを聞き、紹介の仕方の良い例を知る。
（２）グループになり、紹介したい人のプレゼンの練
習をする。
（３）グループでアドバイスを出し合う。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（５年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑦」を参照）

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★ヒーローについて、できることや自分

の意見を含めて紹介している。
【表】

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F5―Unit9 ８時間目
目標

他者に配慮しながら自分が憧れたり尊敬したりする人について、自分の意見を含め
て紹介しようとする。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Who is your hero?”

My hero is ~. ~ is good at ~.
学習内容

○指導上の留意点 ★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて ヒーローについてスピーチをしよう
10

20

〇Let’s chant “Who is your hero?”
・チャンツを繰り返し聞いたり言ったりする。

○ Activity 「あなたのヒーローを紹介しよう」
・自分のヒーローについて紹介する。
・聞いている児童は聞き取れたことをメモしたり、話者
のどんなところが良かったかを記入したりする。

〇チャンツの歌詞が、単元の最後で自動が
紹介する内容や形式と同じなので、チャ
ンツを十分に聞いたり、言ったりできる
ようにする。

★ 他者に配慮しながら自分が憧れたり

尊敬したりする人について、自分の意
見を含めて紹介しようとしている。
【学】

○Story Time
・絵本の最後の場面の読み聞かせを聞き、本単元の学習
を振り返る。
10

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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FUSSA GRADE 6
（小学校第６学年相当 70 時間）

F6―Unit 1 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

好きな動物について伝えることができる。
【知】

from
I’m from (Shizuoka). I like (cats).
学習内容

時間

5

Unit 1 “This is me.”

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Listen 1(p.4)

○HRT が自己紹介し、分かったことを誌

・音声を聞いて分かったことを記入する。

面に記入させる。
○単元の終わりには、自分の好きなものを
伝えて自己紹介をすることができるよ
うになることを伝える。
○デジタル教材を用いて好きな動物を紹
介している Muhammad の自己紹介を
視聴させる。
○前の児童の発言を受けて、それを You
like （動物）. と繰り返させ、その後に
自分の好きなものを I like （動物）. と
表現させる。

めあて 好きな動物について伝え合おう

○Let’s Watch and Think
20

○指導上の留意点

・外国の小学生の自己紹介を視聴して、該当する内容を
記入する。
○Let’s Play 1
・グループで円になって順に好きな動物を言う。
○Let’s Watch and Think
・再度映像資料を視聴して、内容を確認する。
○Let’s Talk

5

・ペアで自己紹介をする。

○誌面空欄に自分の好きな色や動物など
を記し、それをもとに自己紹介をする。
★好きな動物について伝えている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○デジタル教材の画面のアイコンをクリ
ックし、例文の音声を聞かせる。
○I like (cats/ soccer/ math/ summer).等。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 1 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

好きなスポーツについて伝えることができる。【知】

nickname
I [like / play] (soccer). I can (play soccer well). My nickname is (Anastasia).
学習内容

時間

5

Unit 1 “This is me.”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Watch and Think
・外国の小学校の自己紹介を視聴して、該当する内容を
記入する。

○デジタル教材を用いて好きなスポーツ
を紹介している Anastasia の自己紹介
を視聴させる。

めあて 好きなスポーツについて伝え合おう
25

○Let’s Play 1
・グループで円になって順に好きなスポーツを言う。
○Let’s Watch and Think

○前の児童の発言を受けて、それを You
like （スポーツ）. と繰り返させ、その
後に自分の好きなものを I like （スポー
ツ）. と表現させる。

・再度映像を視聴し、内容を確認する。
○Let’s Talk
・ペアで自己紹介をする。

★好きなスポーツについて伝えている。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
10

写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”②」を参照）
○Consolidation

5

・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 1 ３時間目

Unit 1 “This is me.”

目標

好きな教科について伝えることができる。
【知】

新出単語･表現

Subject/ me

会話表現

What (subject) do you like? I like (science).

本時の展開
学習内容

時間

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk
・好きな動物またはスポーツとその理由
○Let’s Watch and Think
・外国の小学生の自己紹介を視聴して、該当する内容を
記入する。
めあて

25

○指導上の留意点

○デジタル教材を用いて好きな教科につ
いて紹介している Mark の自己紹介を
視聴させる。

好きな教科について伝え合おう

○Chants
・What do you have on Monday?（５年生 Unit 3）
○Let’s Play 1
・グループで円になって順に好きな教科を言う。
○Let’s Watch and Think
・再度視聴し、内容を確認する。
○Let’s Talk
・自分のことを言う。
〇Let’s Read and Write

○前の児童の発言を受けて、それを You
like （教科）. と繰り返させ、その後に
自分の好きなものを I like （教科）. と
表現させる。
★好きな教科について伝えている。
【知】

・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
10

写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”③」を参照）
○Consolidation

5

・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 1 ４時間目
目標

誕生日について伝えることができる。
【知】

January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/
November/ December
My birthday is (August 19th).

新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

5

Unit 1 “This is me.”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Watch and Think
・外国の小学生の自己紹介を視聴して、該当する内容を
記入する。
めあて

誕生日について伝え合おう

○Chants
・Twelve Months（５年 Unit 2）
○Let’s Listen 2(p.5)
・有名人の誕生日を聞き取り、書く。
○Let’s Watch and Think
・再度映像資料を視聴し、内容を確認する。

10

5

○HRT が言う月を表す語を聞かせ、それ
を表す絵を指ささせる。

Let’s Listen 2
Tokugawa Ieyasu’s birthday is January 31st.

Thomas Edison’s birthday is February 11th.
Mother Teresa’s birthday is August 26th.

○Let’s Talk
・ペアで自己紹介をする。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○デジタル教材を用いて好きな教科に
ついて紹介している Mark の自己紹介
を視聴させる。
★世界の子どもたちの自己紹介を聞いて
概要を捉えている。【知】

○Let’s Play 2
「ポインティング・ゲーム」
25

★評価

★誕生日について伝えている。
【知】

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 1 ５時間目
目標

Unit 1 “This is me.”

好きなスポーツ、教科、動物、好きな食べ物などについてやりとりをする。
【表】

新出単語･表現
会話表現

What （スポーツ、教科、動物、好きな食べ物）do you like? I like 〜.

本時の展開
学習内容

時間

2

10

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk
・好きな月や季節
○Let’s Play 3
・季節の絵カードと月の絵カードを合わせる。
○Let’s Chant
・When is your birthday?

○季節や月の言い方を思い出させる。
○児童用テキスト巻末月絵カードを、紙面
の季節に合わせて置かせる。
○５年生 Unit2: When is your birthday?で
既習。

めあて 友達の好きなものを尋ねよう
○HRT は紙面に記されたカテゴリーにつ
○Let’s Watch and Think(p.2, p.3)

いて、数名の児童に What 〜 do you

・再度映像資料を視聴して、表現を繰り返して言う。

like?と尋ねたり、自身の好きなものを
紹介したりし、ペアでの自己紹介につ

20

ながるようにする。また、児童の回答に
○Let’s Talk(p.6)

対して Nice. Sounds goods.などと返

・ペアで好きなスポーツ、動物、教科、果物や誕生日を

し、質問をして終わらないように例を

尋ねたり答えたりする。

示す。
★好きなスポーツ、教科、動物、好きな食
べ 物などに ついて やりとり をしてい
る。
【表】

10

3

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など振り返り
の視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 1 ６時間目
目標

Unit 1 “This is me.”

自分のできることを伝えることができる。
【知】

新出単語･表現
会話表現

play (soccer)/ watch (TV)/ skate/ do (kendo)/ eat (breakfast)/ speak (English)/ swim/
cook/ ski/ run
I can (jump).

本時の展開
学習内容

時間

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Let’s Watch and Think
・映像資料を視聴し、指導者の質問に答える。
○Let’s Play 4(p.7)

15

○指導上の留意点

「ポインティング・ゲーム」
・HRT が言う動作を表す語句を聞き、それを表す絵を
指さす。
○Chants

指導者の質問例

Where is he/ she from?
What’s his favorite animal?
What’s her favorite sport?
What’s his favorite subject?
When is her birthday?

・Can you sing well? （５年生 Unit 5）

めあて 自分のできることを伝え合おう

10

○Let’s Talk
・ペアで自分ができることを伝え合う。

【知】
★自分のできることを伝えている。

表現例
I can play (soccer/ baseball).
I can do (kendo/ judo).
I can (skate/ swim/ cook/ ski).他。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
10

写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and

5

Write “Unit 1”⑥」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 1 ７時間目
目標

Unit 1 “This is me.”

語と語の区切りに注意して、例を参考に自己紹介文を書く。【知】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings

2

・HRT、ALT と英語であいさつをする。
○Small Talk

10

・好きな季節とその理由
○Let’s Listen 3(p.7)

○音声で二人の子どもの自己紹介を聞か
せ、分かったことを記入させる。

・映像資料を視聴し、分かったことを表に記入する。

めあて 自己紹介をしよう
○Let’s Read and Write(p.8)

○音声教材の後について言わせ、ワークシ

・例を参考に自己紹介文の空欄に単語を書く。

30

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and

ートに例文を書き写させる。
○語と語との間にスペースを置くことに
気を付けさせる。スペースがないと読
みづらいことにも気付かせる。
★語と語の区切りに注意して、自己紹介文

Write “Unit 1”⑦」を参照）

を書いている。
【知】

○Let’s Talk
・ペアで自己紹介をする。
○Consolidation
3

○「がんばったこと」「できるようになっ

・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?

□How is the weather today? □What day is it today?

□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 1 ８時間目
目標

Unit 1 “This is me.”

他者に配慮しながら、自己紹介をし合おうとする。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

2

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT と英語であいさつをする。

めあて 相手にわかりやすい自己紹介をしよう
○Activity
・自己紹介の練習をする。
・グループで自己紹介をし合う。
20

○例文の音声を聞かせ、後について自己紹
介をさせる。
★他者に配慮しながら自己紹介をし合お
うとしている。
【学】

○「Who am I? ゲーム」
・自己紹介を聞いて、それが誰であるかを言う。

○HRT は、児童が前時に書いた自己紹介
文を紹介し、それが誰であるかを当て
させる。次に、グループで行わせたり、
児童同士で文を交換して学級全体で行

○互いの自己紹介カードについて感想を書く。
10

・ライム（韻）
（cats, cat, Pat, hat）の含まれる文を聞

わせたりしてもよい。
○本単元で行った自分たちの自己紹介と
比べさせながら、主人公 Kazu の自己紹
介を聞かせる。

10

き、それを理解し、繰り返して言う。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit 1”⑧」を参照）
○Consolidation

○「がんばったこと」「できるようになっ

○Story Time

3

・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 2 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

日本と外国の伝統的な「行事」
「食べ物」
「遊び」について聞いて概要を捉える。
【知】

学習内容

時間

10

Unit 2 “Welcome to Japan.”

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇Small Talk
・「行ってみたい国とその理由」についての話を聞いて
概要をつかむ。
〇めあてを提示する。

めあて 世界と日本の文化を英語で言ってみよう。
〇Let’s Watch and Think. 1
・映像を視聴し、イラストを線で結ぶ。

10

○指導上の留意点 ★評価

○Activity1 Let’s play 1 「３ヒントクイズ」p10
・３つのヒントを聞き、それに該当する行事を誌面から
選んで発表する。

〇本活動は、第１時・２時で行い、第１時
ではデジタル教材の前半（Brazil, India）
を使用する。
〇聞かせた後は、”Do you know the carnival
in Rio de Janeiro?”など、内容について
児童とやりとりをするとよい。
〇日本地図にある行事などが何かを確認
してから、クイズを行うとよい。必要に
応じて、季節や月の言い方を復習しても
よい。
「食べ
★ 日本と外国の伝統的な「行事」

物」
「遊び」について聞いて概要を捉え
ている。
【知】
○Activity2

Let’s play 2 「キーワードゲーム」p10

10

（１）ペアになり２人の間に消しゴムを置く。
（２）指導者のあとに文を言う。
（３）あらかじめ決めてあったキーワードが聞こ
えたら、繰り返さずに消しゴムをとる。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”①」を参照）

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇行事の言い方を何度も聞いたり言った
りして、その言い方を理解させることが
ねらいである。よって、指導者はテンポ
よく行事を言い、児童に何度も言わせる
ようにする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 2 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

日本の伝統的な行事について簡単な話を聞いて概要を捉える。【知】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇めあてを提示する。

めあて 日本の行事について英語で聞いてみよう。
10

〇Let’s Watch and Think. 1
・映像を視聴し、イラストを線で結ぶ。

10

○Activity1 Let’s play 1 「３ヒントクイズ」p10
・３つのヒントを聞き、それに該当する行事を誌面から
選んで発表する。

〇本活動は、第１時・２時で行い、第２時
で は デ ジ タ ル 教 材 の 後 半 （ Egypt,
Australia）を使用する。
〇聞かせた後は、”Do you know the carnival
in Rio de Janeiro?”など、内容について
児童とやりとりをするとよい。
〇日本地図にある行事などが何かを確認
してから、クイズを行うとよい。必要に
応じて、季節や月の言い方を復習しても
よい。

〇１回目は児童用テキストを閉じて聞か
せ、２回目は見ながら聞かせて、内容に
・音声を聞き、該当する様子の写真に番号を記入する。
合うように□に番号を書かせる。
○Activit72

Let’s Listen 1

p10

10

10

5

★ 日本の伝統的な行事について簡単な
話を聞いて概要を捉えている。
【知】
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”②」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 2 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

日本の食文化について聞いて概要を捉える。
【知】

学習内容

時間

10

○指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇Small Talk
・「好きな日本の行事とその理由」についての話を聞い
て、その概要をつかむ。
〇めあてを提示する。
めあて

5

Unit 2 “Welcome to Japan.”

日本の食文化について英語で聞いてみよう。

○Let’s Listen 2
p11
・音声を聞き、分かったことを記入する。

〇１回目は児童用テキストを閉じて聞か
せ、２回目は見ながら聞かせて、分かっ
たことを記入させる。

○ポインティングゲーム
5

・誌面の絵を見て、指導者が言う料理や形容詞を繰り返
しながら指をさす。
〇Let’s Watch and Think2

p13

・デジタル教材を視聴し、分かったことを誌面に記入す
10

10

5

〇Japan has a lot of delicious food. We
have sushi, soba….などと見通しをもた
せた後、視聴するようにさせる。

る。
★ 日本の食文化について聞いて概要を
捉えている。
【知】
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”③」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 2 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

日本食についての会話を聞いて概要を捉える。【知】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇めあてを提示する。
めあて

日本の食文化について英語で聞いてみよう。

15
〇Let’s Chant.
・音声を聞き、リズムに合わせて英語を言う。

10

〇Let’s Watch and Think3 p14
・デジタル教材を視聴し、食べ物と味覚を線で結ぶとと
もに、分かったことを記入する。

〇チャンツを聞かせ、どのような単語が聞
こえてきたかを発表させる。
〇聞こえた単語を児童と確認して、音声の
後に続いてリズミカルに文を復唱させ
る。

〇単なる聞き取りの練習にならないよう
に、写真の食べ物を確認したり、”Dango
is sour? Sweet?”等と聞いて予想をさせ
たりしてから視聴させるとよい。
★ 日本食についての会話を聞いて概要

を捉えている。
【知】
○ポインティングゲーム
5

・誌面の絵を見て、指導者が言う料理や形容詞を繰り返
しながら指をさす。

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”④」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 2 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

やってみたい日本の伝統的な遊びについて、やりとりする。
【表】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇めあてを提示する。
めあて

好きな日本の遊びについて聞いてみよう。

10
〇Let’s Chant.
・音声を聞き、リズムに合わせて英語を言う。

10

〇Let’s Watch and Think 3 p14
・デジタル教材を視聴し、聞き取ったことを記号で記入
する。

○Let’s Talk.
・どのような日本の伝統遊びが好きか、尋ねたり答えた
10

10

5

〇チャンツを聞かせ、どのような単語が聞
こえてきたかを発表させる。
〇聞こえた単語を児童と確認して、音声の
後に続いてリズミカルに文を復唱させ
る。

〇もし実物を提示することができれば、こ
れらで遊んでみたい、自分のできる等
と、話の内容により興味をもつことがで
きる。

〇クラスで好きな遊びランキングを作る
といった活動が考えられる。

りする。
★ やってみたい日本の伝統的な遊びに
ついて、やりとりしている。
【表】
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”⑥」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greeting》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 2 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

日本について紹介したいことを主体的に考える。
【学】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
〇めあてを提示する。
10

めあて

日本について紹介しよう

〇Let’s Chant.
・音声を聞き、リズムに合わせて英語を言う。

10

〇Let’s Watch and Think 5 p15
・デジタル教材を視聴し、聞き取ったことを題材ごとに
記入する。

〇チャンツを聞かせ、どのような単語が聞
こえてきたかを発表させる。
〇聞こえた単語を児童と確認して、音声の
後に続いてリズミカルに文を復唱させ
る。
〇視聴前に落語について知っていること
等、児童とやり取りをして、ある程度の
予備知識をもたせるとよい。

★日本について紹介したいことを主体
的に考えている。【学】

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”⑥」を参照）
〇Activity 「日本の紹介をしよう」 p16
・ペアで日本を紹介する内容を決め、ポスターを作成す
る。

〇今までの活動をもとに、ペアで日本の何
を紹介するのかを決め、ポスターを作成
し紹介の練習をする。
〇ここでのポスターは、次時で互いの好き
な行事を紹介し合う際の視覚資料であ
り、英文を書くことはしない。次時で、
ポスターを見せ合いながら日本を紹介
し合う。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

10

5

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 2 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

日本のことを英語で紹介できる。【表】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
5

〇めあてを提示する。
めあて

日本について紹介しよう

〇Let’s Watch and Think 6 p15
・デジタル教材を視聴し、分かったことを誌面に記入す
る。
10

〇Activity 「日本の紹介をしよう」 p16
・ポスターを完成させて、作成したポスターをもとに発
表の練習をする。

25

〇１回全体を視聴した後、２回目は花見、
そば、福笑いのそれぞれについて、
「何が
できるか」「そのことを登場人物はどう
思っているか」など、聞き取る視点を具
体的に示してから視聴させるとよい。

〇今までの活動をもとに、ペアで日本の何
を紹介するのかを決め、ポスターを作成
し紹介の練習をする。
〇ここでのポスターは、次時で互いの好き
な行事を紹介し合う際の視覚資料であ
り、英文を書くことはしない。次時で、
ポスターを見せ合いながら日本を紹介
し合う。
★発表に向けて練習した文章で日本を紹
介している。【表】

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit 2 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 2 “Welcome to Japan.”

相手意識をもって、外国人に伝えたい日本の文化について紹介しようとする。
【学】

学習内容

時間

○指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
5

〇めあてを提示する。
めあて

日本について紹介しよう

〇Activity 「日本の紹介をしよう」 p16
・作成したポスターを見せながら、伝えたい日本の文化
について紹介する。

〇ポスターを黒板に貼ったり、実物投影機
等を活用したりしながら、全員が見える
ようにする。
〇外国人（ALT）が分かりやすいように伝
える意識をもたせる。

20

★相手意識をもって、外国人に伝えたい

日本の文化について紹介しようとし
ている。【学】

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit2”⑧」を参照）

10

〇Story Time
・外国からの観光客がお土産屋で買い物をしている様
子を楽しむ。

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇”-en”のライムを取り上げており、pen,
yen, ten の言葉に気付かせ、ライムの面
白さを味わわせたい。
○「がんばったこと」「できるようになったこ
と」
「分かったこと」など、振り返りの視点を
与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
□See you next time.
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F6―Unit3 １時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

自己紹介を聞いて内容が分かる。好きなものやこと、欲しいもの等、自分のことにつ
いて話す。
【知】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

I play/want/like~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

自己紹介を聞いて何を言っているのか考えよう
○ play/want/like の意味をそれぞれ確認

20

する。

○New words. New sentences.
・I play/want/like~.
○Let’s Watch and Think1(p.19)
・デジタル教材の映像を見てどんな楽器があるか発言さ
せる。
・デジタル教材の映像を視聴させ、担当楽器や好きな物
を確認する。誰のことを言っているのか□に番号を書
く。
・名前のつづりを聞いて書く。
（名まえに単語が隠れていることに気付かせる。
）
○Activity ポインティングゲーム

10

10

5

(p.19)

・デジタル教材の音声か ALT の英文を聞いて、復唱
しながら教科書の英文を指さす。

○始めから教科書を見ないようにする。
★自己紹介を聞いて内容が分かる。好き

なものやこと、欲しいもの等、自分の
ことについて話している。
【知】
○文の頭は大文字にする。文字をていねいに
書かせる。
○4 種のプロフィールは全て同じパターンで
書かれていることに気付かせたい。
○英文は聞き慣れているが、見るのは初めて
の児童もいる。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit3”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ２時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

好きなものやこと、欲しいもの等を表す文について, 語順があることに気付く。
【知】
nats/computer/ moral education (3/36 単語)
Do you like/want/study~?
I play/want/like~.
”What’s this?

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

英語の並び方のきまりをみつけよう

○New words. New sentences.
・I play/want/like~.
・Do you like/want/study~?
・nats/computer/ moral education
○Activity1
5

10

5

(3/36 単語)

Key Word Game

(1)apples bananas…………moral education の
単語をから Key Word を決める。
(2)ペアを作り、真ん中に消しゴムを置く。
(3)Key Word を言ったら、児童は消しゴムを取る。
○Activity2

15

Let’s Play2(p.20)

○既習の単語が多いので、覚えづらい
ものを念入りに練習する。

Let’s Play3(p.20)
(What’s this?)

ミッシングゲーム

○発話量が確保できるように HRT が発
声した後に児童も発声させるようにし
たい。

○ 発話量を確保するために、慣れてき

た ら ペ ア で ”What’s this?” と ”It’s ○
○.”を使ってやらせたい。

(1)カードをカテゴリに分けて 10 枚程度を黒板に貼
る。
(2)児童に目を閉じさせて、カードを一枚隠す。
(3)目を開けさせ単語を言わせる。
(4)慣れてきたらペアで”What’s this?”と”It’s ○○.”
を使ってやらせてもよい。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”②」を参照）

★好きなものやこと、欲しいもの等を表
す文について, 語順があることに気付
いている。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “He is famous. She is great.”

好きなものやこと、欲しいもの等を表す文について語順が分かる。【知】
Do you like/want/study~?

I play/want/like~.

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

好きなものや欲しい物を表す英語のきまりについ
て知ろう

○Review
・I play/want/like~.
・Do you like/want/study~?
・apples bananas…………moral education(36 単語)
○Activity1 「ミッシングゲーム」

5

15

○状況に応じて定着ができていない単
語を復習する。

（１）カードを隠して HRT が What card? と言う。
（２）児童が I like 〇〇.というような形で、それ
ぞれ like/want/study/have などを使用して
答える。
○Activity2 カード集め
・集めなければならないカードが記載されたワークシ
ートを用意する。
・そして、ランダムにカードを配る。
・カードが一致したらワークシートにチェックしてし
まう。

○単語だけを学習することにならないよ
うに英文で練習する。

C1.2: Hi
C1: I want ○○card.
C2: I have ○○card.
（繰り返す）
C1.2: Thank you.

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”③」を参照）

★好きなものやこと、欲しいもの等を表
す文について語順が分かっている。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ４時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

まとまった話を聞いておおよその内容が分かる。
【知】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Do you like/want/study~?

I play/want/like/study~.

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

5

持っている物や勉強する教科などを表す英語のき
まりについて知ろう

○Let’s Watch and Think2(p.22)
・デジタル教材を視聴する。
・もう一回視聴し、巻末の絵カードを教科書のあてはま
る所に置く。
・ペアで答えを確認したら、再度視聴して答えを確認す
る。
○Review
・eat/like/want/study
サプライズゲーム
○Activity1

○まず視聴だけして内容をつかませる。
○習熟段階に応じてペアで答えを共有す
るなど行う。
★まとまった話を聞いておおよその内容
が分かっている。
【知】

（１）習った表現と既習の食べ物の単語を使う。
（２）グループを作る。児童は順番で単語が書かれた細
長い紙を紙コップから抜くデモンストレーション
をする。
（３）皆で”I eat~”と言い、一人が細長い紙を抜いて出て
きた単語を言う。
（４）時計回りの順番で続ける。
（５）慣れたら”I like~”や”I want~”の表現を使っていく。

○”I study~”も教具を作って行ってよい。

○Activity2
15

○状況に合わせてミッシングゲームで単
語を定着させる。

自分のことを英文で表してみよう。

（１）今まで習った単語を使う。
（２）I eat/like/want/study/have~.に単語をつなげる。
（３）ペアで確認し合う。
（４）完成した文章を声に出して紹介し合う。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”④」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ５時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

できること、得意なこと、持っているもの等、自分のことについて話す。【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

new/old/fresh
Do you like/want/study~?

I play/want/like/study~.

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

語順を意識して、持っているもの等について自分
のことを伝えてみよう

○Let’s Watch and Think3(p.23)
・デジタル教材を視聴する。
・もう一回視聴し、巻末の絵カードを教科書のあてはま
る所に置く。
・ペアで内容の確認をしたら、再度視聴して内容を確認
する。
○New words. New sentences.
・new/old/fresh
○Activity1 自分のことを英文で表してみよう。

5

（１）今まで習った単語を使う。
（２）I eat/like/want/study/have~.に単語をつなげる。
（３）new「新しい」などの形容詞も入れる。
（４）異なる述語で３文以上作る。
（５）ペアで紹介し合う。

○内容をペアで理解し合う時間を確保す
る。

★できること、得意なこと、持っている
もの等、自分のことについて話してい
る。
【表】

○Activity2 英文を作ってみよう。

15

10

5

（１）HRT の日本語「私は鉛筆を持っている。」など
を聞いて、主語と動詞と目的語と形容詞の
カードを並べる。
（２）グループ内で確認して理解する。
（３）慣れたら、グループで児童が問題を出すよ
うにする。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greeting》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 3 “He is famous. She is great.”

語順を意識して、ある人物になりきって自己紹介する。【表】
I can/have~.
I play/want/like/study/can/have~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

5

語順を意識して、自己紹介しよう

○Review
・４時、５時で作った英文を復習する。
○New words. New sentences.
・My~ を使った英文を作る。
（My ball is new.）

○黒板にフラッシュカードを提示する。

○Activity1 自分のことを英文で自己紹介してみよう。

15

（１）今まで習った単語を使う。
（２）I eat/like/want/study~.に単語をつなげる。
（３）new「新しい」などの形容詞も入れる。
（４）異なる述語の紹介文を３つ以上作る。
（５）ペアで紹介し合う。
○Activity2 誰の自己紹介文か当ててみよう。

10

（１）全体の場で自己紹介をする。
（２）ALT がランダムで児童の紹介文を発表して誰かを
児童に当てさせる。
（３）児童が友達の自己紹介文を読んで（なりきって）み
なが誰の文か当てる。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑥」を参照）

5

○自己紹介文を考えたら、巻末の動作絵カー
ドを並べて英文を作る。
○We can2 p.23 の英文を参照する。
例文 I play the violin.
My violin is old.
★語順を意識して、ある人物になりきっ

て自己紹介している。
【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ７時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

語順を意識し、単語と単語の間のスペースに気を付けながら書く。【知】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

I play/want/like/study/can/have~. Who am I?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
5

めあて

自己紹介文を聞いて誰か当てよう

○Let’s Listen1(p.24)
・情報教材を聞いて、キャラクターに関するヒントを理
解して当てる。
10

○New words. New sentences.
・Who am I?
・I play/want/like/study/can/have~.
○Activity1

15

10

5

○分かったキャラクター名は教科書の空
欄に日本語で書いて良い。

Who is this? Quiz 1
（キャラクター当てクイズ）を作ろう。

○語順に気を付けさせる。
○前時にペアの児童から聞いた英単語以
外も使って良い。

（１）今まで習った英単語と巻末の動作絵カードを
使って、児童に有名なキャラクターを紹介す
る英文を作る。
（２）作ったクイズをペアで確認する。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑦」を参照）

★語順を意識し、単語と単語の間のスペ

ースに気を付けながら書いている。
【知】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit3 ８時間目

Unit 3 “He is famous. She is great.”

相手を意識しながら、前時で書いた文を読み、主体的にクイズを出そうとする。
【学】
Who am I? Who is he?
I play/want/like/study/can/have~. Who am I?

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
5

めあて

語順を意識してキャラクタークイズを作ろう

○Let’s Lesten2(p.24)
・情報教材を聞いて、キャラクターに関するわかったこ
とを p.24 に記入する。
10

○キャラクターの名前とわかったことは
日本語で記入する。

○New words. New sentence.
・Who am I?/Who is he?
・I play/want/like/study/can/have~.
○Activity1 Who is this? Quiz 2
（キャラクター当てクイズ）を作ろう。
前時と同様

15

○語順に気を付けさせる。
○あらかじめ児童に有名なキャラクター
を指定してもよい。
★相手を意識しながら、前時で書いた文
を読み、主体的にクイズを出そうとし
ている。
【学】

○STORY TIME(p.25)

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit3”⑧」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “I like my town.”

進んで地域のよさや課題などについて自分の考えや気持ちを伝え合うことができ
る。【知】
Town/stadium/roller coaster/but/so/nature
We have
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Warming up
・教科書を見て、それぞれの町に何があるか発表する。
めあて

自分が住みたい町を選んで英語で理由を伝えよう

○New words. New sentences.
・town/stadium/roller coaster/but/so/nature

5

○Let’s Listen1 (p.27)
・デジタル教材を聞いて教科書の□に番号を入れる。
○Activity 「住みたい町の理由を伝えよう」

20

10

5

（１）HRT が住みたい町の理由を見本として言う。
（２）児童は住みたい町の理由を教科書の絵を見て
決める。
（３）ペアで紹介し合う。

○I like my town. We have ~.で理由を言
う。
★進んで地域のよさや課題などについ
て自分の考えや気持ちを伝え合って
いる。【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit4”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―unit4 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit4“I like my town.”

町にあるものについてやりとりできる。【知】
Town/stadium/roller coaster/but/so/nature
Do you have~?
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

住みたい町にあるものを聞いてみよう

○Review
・Town/stadium/roller coaster/but/so/nature

5

○Practice
・デジタル教材の町の絵をクリックして音声を聞く。
・出てきた単語を町ごとに再確認する。
○Activity Let’s Play1 友達の住みたい町にあるものを
聞いてみよう。

15

10

5

(1)HRT が住みたい町にあるものを ALT に聞き何番か答えさせ
る。
(2)児童は住みたい町の理由を教科書を見て考える。
(3)ペアを替えながら、聞いて答える活動を行う。
S1 Hi. Do you have ~?
Do you have ~?
Do you have ~?
S2 Yes I do. / No I don’t.
S1 Its 4!
S2 That’s right!/ cloth!
S1 Bye.
S2 Bye.

○I like my town. We have ~.で理由を言
う。
★町にあるものについてやりとりして
いる。【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit4”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “I like my town.”

地域にある施設の言い方が分かる。
【知】
Station/library/swimming pool/department store/amusement park/convenience store
Aquarium/hospital/bookstore/park
We have~. We don’t have ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

10

10

10

5

めあて

町にある建物の名前を英語で言えるようになろう

○New words. New sentences.
・station/library/swimming pool/department
store/amusement park/convenience store
aquarium/hospital/bookstore/park
・We have~. /We don’t have ~.

○ミッシングゲームを用いて習熟する。

○Let’s Lesten2
・デジタル教材を聞いて、p.28 に○をつける。
・出てきた単語を町ごとに再確認する。

○音声を聞く前に、紙面にある施設を児
童と確認する。

○Activity “Let’s Play2 p.28 ”

★地域にある施設の言い方が分かってい
る。
【知】

ポインティングゲーム

（１）ALT が建物の単語を言う。
（２）児童は復唱しながら教科書の建物を指さす。
（３）グループを作り、順番に児童が問題を出し
て、残りの児童が教科書の建物を指さす。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit4”③」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ４時間目

Unit 4 “I like my town.”

地域にどのような施設があるのか、また欲しいのか、さらに地域のよさなどを捉える
ことができる。
【知】
We can~.
We have~. We can~.

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

町について話を聞こう

○Let’s listen3
音声を聞いてどんな単語が出てきたか確認をする。
・P29 の空欄に記入する。
・出てきた単語を町ごとに再確認する。
○New words. New sentences.
・station/library/swimming pool/department
store/amusement park/convenience store
aquarium/hospital/bookstore/park
・We have~. /We can.
○Let’s chant ”I like my town. ”
リズミカルに歌詞を言う。

10

○Activity1 “Lets Watch and Think 1.”
・デジタル教材を視聴して必要な情報を聞き取る。
・地域にあるものには○。ほしいものには◎を表に書く。
○Activity2

“Lets Watch and Think 1.”

10

（１）さとし、さき、けんた、それぞれの地域にある
ものと欲しいものを英語で言えるよう確認す
る。
（２）誰かの地域を選び、ペアにあるものと欲しい
ものを伝える。
（３）ペアの児童はそれを聞いて誰の地域にあるも
のか当てる。
（４）交代する。終わったら違う地域を発表する。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit4”④」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○空欄に日本語で記入する。

○最初は聞くだけにして、段階的に口
ずさむなどの指導をする。
○I want ~. が出てくるので、一時停止
しながら単語の意味を確認する。
★地域にどのような施設があるのか、
また欲しいのか、さらに地域のよさ
などを捉えている。【知】

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ５時間目

Unit 4 “I like my town.”

地域のよさや課題などについて自分の考えや気持ちを伝え合うことができる。
【表】
ing 形 reading/playing/jogging/shopping/swimming
roller coaster/Ferris wheel/animals/books/sea animals
I like ~.

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
10

めあて

福生市に欲しい建物を考え、その理由を英語で言っ
てみよう

○New words. New sentences.
・reading/playing/jogging/shopping/swimming
・roller coaster/Ferris wheel/animals/books/sea animals

10

○read と reading の違いを聞かれたら
答えるようにする。
○reading などの-ing の訳は、読書とい
うように名詞の形で訳す。

○Activity1 「福生に欲しい建物は？の理由は？」
・教科書 P31 の Activity1 を聞いて英会話の内容を理解す
る。
・本時に習った単語に関係する福生に欲しい建物を考え
る。
・欲しい理由を”have/don’t have”を用いて考える。

○ ”have/don’t have” が 出 て く る の
で、一時停止しながら単語の意味を
確認してもよい。

○Activity2

○例：Hello, I’m ~.
Fussa is nice.
We have a department store.
We don’t have a big station.
○地域のよさや課題などについて自分
の考えや気持ちを伝え合っている。
【表】

「考えた理由をペアで紹介し合う。
」

10

（１）例にある英文の拡大用紙を用意して掲示する。
（２）福生が持っている施設を”We have~”を使って言
う練習をする。
（３）持っていない施設を考え”We don’t have~”で言
えるようにする。
（４）完成したら読む練習をする。
（５）ペアで例文のように言えているか確認する。
（６）紹介し合う。

10

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き写
す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit4”⑤」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “I like my town.”

スピーチに対しての感想を聞きとる。
【知】
Your idea is ~. I like ~. I want ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

感想を聞きとろう

10
○Review
・前時に考えた福生に欲しい物と理由をペアで紹介し
あう。

10

○Activity1 “Lets Watch and Think2”
・ジョンとエマが会話している内容を確認する。
・内容を教科書 31 ページの欄に書く。

○ ”have/don’t have” が出てくるので、一
時停止しながら単語の意味を確認して
もよい。
★スピーチに対しての感想を聞きとって
いる。【知】

○Activity2 「ポスターのレイアウトを考えよう」p.32

10

10

5

・絵と英文を書く場所を決める。
・英文は Let’s Read and Write のワークシートを見て
なぞり書きをする。福生市の絵をかく。
・ペアで「地域にある施設、ない施設の説明」「自分が
考える改善点」が示されているか声かけをする。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit4”⑥」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ７時間目

Unit 4 “I like my town.”

地域のよさや願いについて伝えることができる。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

We have/don’t have. Your idea is ~. I like ~. I want ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
5

めあて

福生のポスターを作ろう

○Review
・前時に考えた感想を全体で確認してからペアで紹介
しあう。

15

10

10

5

○Activity1 「ポスターのレイアウトを考えよう」p.32
・絵と英文を書く場所を決める。
・英文は Let’s Read and Write のワークシートを見て
なぞり書きをする。福生市の絵をかく。
・ペアで「地域にある施設、ない施設の説明」「自分が
考える改善点」が示されているか声かけをする。

○ 例文を提示したり英文をなぞらせた
りして、We have~などをポスターに
書かせる。

○Activity2

○紹介のしかたはデモンストレーション
で見せる。
○例：Thank you.
「名前」, your idea is nice!
（I like ○○, too.）
I want a ○○ in my town, too.
★地域のよさや願いについて伝えてい
る。
【表】

「ポスターをペアで紹介し合おう」

（１）となりの児童とペアを作る。
（２）ポスターを見せながら書いた英文を見ない
ようにして発表する。
（３）発表が終わったら、Thank you. や
I like ○○,too.など一言感想を言う。
〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit4”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit4 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 4 “I like my town.”

他者に配慮しながら、自分の住みたい町を紹介しようとする。
【学】
We have/don’t have. Your idea is ~. I like ~. I want ~.
学習内容

時間

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
5

○Review
・前時に作ったポスターの発表練習をする。
めあて 自分が住みたい福生市を紹介しよう

○Activity1

15

10

10

5

「ポスター発表」

★他者に配慮しながら、自分の住みたい
町を紹介している。【学】

（１）4 人組みのグループを作り、机を向かい合わ
せる。
（２）時計回りで順番にポスターを紹介する。
（３）1 人が終わったら、Thank you. や
I like ○○,too.など一言感想を言う。
（４）時間があったら代表メンバーが前に出て発
表する。
○Activity2 「ストーリータイムを聞こう」
・英文を聞いて、内容を理解しよう。
・ライム（韻）の”og”の音が続くことに気付かせ、リズ
ム良く読めるようにする。

○教科書を見て”-og”が続くことにきづ
かせたい。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit4”⑧」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!! □See you next time.
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F6―Unit 5 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

夏休みに行った場所についてやりとりができる。
【知】

I went to ~. / I enjoyed ~. / I ate ~.
I went to ~.
学習内容

時間

5

5

Unit 5 “My Summer Vacation”

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Small Talk「夏の食べ物」
C1: What food do you like in summer?
C2: I like watermelons.
C1: Me, too. Why?
C2: Because it’s sweet. How about you?
めあて

夏休みに行った場所を伝え合おう

○Let’s Listen 1(p.36)
・音声を聞いて、イラストを線で結ぶ。

○指導上の留意点

★評価

○「小学校外国語活動・外国語研修ガイド
ブック」(p.133)を参考にする。

○音声を聞かせる前に、HRT が自分自身の
夏休みの思い出について、本時の表現を
使って話をする。
○音声を聞かせた後は、表現に慣れること
ができるように児童とやり取りをする。

10
○Activity 1 “Let’s Play” (p.34~35)
・HRT が夏休みに関わる語彙を言うのを聞いて、その
語を表す絵を指さす。

○ゲームに入る前に、紙面に出てくる語句
をジェスチャーで表し、児童から答えを
引き出し、それを英語に直す形で語句に
触れさせておくとよい。

○Activity 2
・夏休みに行った場所についてペアで伝え合う。

10

10

5

A: I went to ~.
B: You went to ~. That’s nice.
A: How about you?
B: I went to ~.
A: You went to ~. That’s nice.

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

★夏休みに行った場所についてやりとり
している。
【知】

○この単元の終末には、夏休みの思い出を
話したり書いたりできるようになること
を伝え、学習の見通しを持たせる。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 5 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “My Summer Vacation”

過去の表現を用いて、夏休みに行った場所とその感想を伝え合うことができる。
【知】

I went to ~. How was it? It was fun (exciting / beautiful / nice).
学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Review
・前時の要領で「ポインティング・ゲーム」を行う。
めあて

夏休みに行った場所の感想を伝え合おう

○Let’s Watch and Think 1(p.36)
・映像資料を視聴し、分かったことを記入する。
10

★評価

○英文を聞かせる前に、何を聞き取ればよ
いかを確認する。
「自分ならどちらの夏休
みがいいか」など、自分の考えをもたせ
る発問をしてもよい。

○Activity 1「フェイント・リピート・ゲーム」
・fun / exciting / beautiful / nice を指導者のフェイン

○単語練習である。指導者は一つずつカー
ドを指さして、正しい発音を聞かせ、児
童にも言わせていく。慣れてきたら、指
さしたものと違う単語を発音し、フェイ
ントをかける。

○Let’s Chant “Summer Vacation” (p.35)

○リズムに合わせて夏休みに行った場所
を言わせる。

トに惑わされないで言う。

○Activity 2
・夏休みに行った場所とその感想について伝え合う。
10

10

5

A: I went to ~
B: How was it?
A: It was ~.
B: Sounds good!

★過去の表現を用いて、夏休みに行った場
所とその感想を伝え合っている。【知】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”②」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 5 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 5 “My Summer Vacation”

夏休みに行った場所と楽しんだことを伝え合うことができる。
【知】

I went to ~. What did you do? I enjoyed ~. It was fun (exciting / beautiful / nice).
学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Small Talk「夏休みの思い出（行った場所・感想）
」
めあて

夏休みに行った場所や楽しんだ場所を伝えよう

○Let’s Chant “Summer Vacation” (p.35)

10

★評価

○Let’s Listen 2(p.37)
・音声を聞いて登場人物と絵を線で結ぶ。

○リズムに合わせて夏休みに行った場所
を言わせる。

○音声を聞かせる前に、紙面にある絵の英
語での言い方を必要に応じて復習する。

○Activity 2
・夏休みに行った場所や感想を伝え合う。
10

10

5

A: I went to ~
B: What did you do?
A: I enjoyed ~. It was ~.
B: Sounds good!

★夏休みに行った場所とその感想を伝え
合っている。【知】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 5 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

夏休みに行った場所と食べた物や、その感想についてやりとりができる【知】

I ate ~. / delicious
I went to ~. What did you do? I ate ~. It was delicious.
学習内容

時間

5
5

Unit 5 “My Summer Vacation”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “Summer Vacation” (p.35)
めあて

○リズムに合わせて夏休みに行った場所
を言わせる。

夏休みに行った場所や食べ物の感想を伝えよう

○Let’s Listen 2(p.37)
10

★評価

○前回と同じものを聞かせ、音声だけで登
場人物が何を食べたかを聞き取らせる。

○Activity 1
・今朝あるいは昨夜食べた物を伝え合う。
A: Let’s talk about breakfast!
I ate ~. How about you?
B: I ate ~.

○活動後、英語で言いたかった言葉等がな
かったか確認する。

○Activity 2
・夏休みに行った場所と食べた物、その感想を話す。

10

A: I went to ~
B: What did you do?
A: I ate ~. It was delicious.
B: Sounds good!
★夏休みに行った場所と食べた物や、その
感想についてやりとりしている。【知】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 5 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 5 “My Summer Vacation”

夏休みに見たこととその感想についてやりとりができる。
【知】

I saw ~.
I went to ~. What did you do? I enjoyed ~ and I saw ~. It was fun (exciting / beautiful
/ nice).

本時の展開
学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Small Talk「夏休みの思い出（行った場所・食べた物・
感想）」
めあて

夏休みに見たことやその感想を伝えよう

○Let’s Watch and Think 2(p.38)
・映像資料を視聴し、登場人物の夏休みについて表に
記入する。
10

★評価

○Activity 1「What did you see?ゲーム」
・写真を数秒間見せ、何が見えたかを答える。
T: Look at the picture.
（写真を隠して）What did you see?
C: I saw ~.

○英文が多いため、何を聞き取ればよいか
を確認したり、途中で止めたりするなど、
聞かせ方の工夫をする。

○英語で表現できそうな写真を用意する。
キャラクターが集合しているような写真
でもよい。

○Activity 2
・夏休みの思い出について、ペアで伝え合う。

10

A: I went to ~
B: What did you do?
A: I enjoyed ~ and I saw ~.
B: Sounds good!
★夏休みに見たこととその感想について
やりとりしている。【知】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 5 ６時間目

夏休みに行った場所、楽しんだこと、食べた物、その感想について伝え合うことがで
きる。【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

I went to (ate / enjoyed) ~. It was fun (exciting / beautiful / nice / delicious).
学習内容

時間

5
5

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “Summer Vacation” (p.35)
めあて

10

Unit 5 “My Summer Vacation”

夏休みの思い出を伝え合おう

○リズムに合わせて夏休みに行った場所
を言わせる。

○Let’s Listen 3 (p.38)
・映像資料を視聴し、登場人物の夏休みについてイラ
ストから選ぶ。

○一人の音声が終わるたびに間を置き、児
童にイラストをもとに考えさせるように
する。

○Activity 1「カードで作文ゲーム」
・巻末のカードを３、４枚ひき、即席でストーリーを作
って話す。

○活動の前に HRT がデモンストレーショ
ンを見せるとよい。

○Activity 2
・夏休みの思い出に関してペアで伝え合う。

○今までに学習した表現を使って夏休み
の思い出を紹介する。聞き手は相づちや、
繰り返して言うなどして会話が続くよう
にする。

Let’s talk about this summer vacation!
How was it?
I went to ~.
I enjoyed ~.

20

I saw ~.

I ate ~.

It was fun (exciting / beautiful / nice / delicious).

★夏休みに行った場所、楽しんだこと、食
べた物、その感想について伝え合ってい
る。
【知】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”⑥」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 5 ７時間目
目標
新出単語･表現

Unit 5 “My Summer Vacation”

夏休みの思い出について書かれた文を推測して読む。
【知】

I went to ~. It was fun (exciting / beautiful / nice). I ate ~. It was delicious. I enjoyed
~. It was fun (exciting / beautiful / nice).

会話表現
本時の展開

学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Small Talk「週末の思い出（行った場所・楽しんだこ
と・感想）
」
めあて

夏休みの思い出を書こう

○Let’s Read and Watch (p.39)
・夏休みの思い出について書かれた英文を読んだり、
映像資料を視聴して内容を確認したりする。

20

（１）まず、自分で読んでみる。
（２）日記の内容を表したデジタル教材を視聴
する。
（３）デジタル教材の音声に合わせて日記の英
文を読む（言う）
。
（４）自分で読む。

★評価

○本活動は、これまでに聞いたり言ったり
して音声で十分に慣れ親しんだ表現が書
かれたものを読んで、その内容が分かる
ことをねらいとしている。

○今まで書き溜めた表現をまとめ終わっ
たら、ペアで夏休みの思い出を伝え合う。

★夏休みの思い出について書かれた文を
推測して読んでいる。
【知】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 5”⑦」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 5 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現

Unit 5 “My Summer Vacation”

他者に配慮しながら、夏休みの思い出について伝え合おうとする。【学】

I went to ~. It was fun (exciting / beautiful / nice). I ate ~. It was delicious. I enjoyed
~. It was un (exciting / beautiful / nice).

本時の展開
学習内容

時間

5

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

夏休みの思い出日記を紹介し合い、来年の
夏休みにしたいことを考えよう。

○Activity (p.40)
・夏休みの思い出を伝え合い、来年の夏休みに一緒に
過ごしたいと思う友達を増やす。
（１）ペアになり、夏休みの思い出を伝え合う。
25

○指導上の留意点

I went to ~.
I enjoyed ~.
I ate ~.
It was ~.

。

○「私もそのような夏休みを一緒に過ごし
たい」と思ってもらえるように夏休みの
思い出を話すという目的を意識させる。
○Do you like ~? や Do you know ~?など
既習表現を積極的に使用させるとよい。

（２）活動後は、誰の夏休みを自分も過ごしてみ
たいと思ったかを発表する。
（選んだ友達の名前）went to ~.
He / She enjoyed ~.

★他者に配慮しながら、夏休みの思い出に
ついて伝え合おうとしている。
【学】

10

○Story Time (p.41)
・ライムの含まれる文を聞き、それを理解し、繰り返し
て言う。

○-ish という韻を踏んでいる文のリズムや
イントネーションを楽しめるよう指導者
もともにリズミカルに声を出して読む。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greeting》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 6 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 6 “What do you want to watch?”

スポーツに関する好みや得意不得意についてやりとりできる。
【知】

Are you good at ~? Yes, I am. No, I am not.
学習内容

時間

○指導上の留意点

5

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

○Small Talk「好きなスポーツとその理由」
C1: What sport do you like?
C2: I like soccer.
C1: Oh, you like soccer. Why do you like soccer?
C2: Because it is fun. How about you?
C1: I like ~.
めあて

オリンピックやパラリンピックの種目を知ろう

○Let’s Watch and Think 1 (p.43)
・クイズ形式のデジタル教材を視聴し、誌面からどの
競技かを選んで答える。
15

★評価

○既習事項を用いて会話をさせる。

○教材を聞かせたのち、Can you guess?
Badminton? などと児童とやり取りをす
る。また、児童が答えたのち、Are you
good at badminton?などと、内容に関す
るやり取りを児童と行い、英語によるコ
ミュニケーションを体験させるようにす
る。

○Activity “Let’s Play 1” (p.43)
・得意なスポーツについて、児童同士でやり取りする。
A: Are you good at ~?
B: Yes, I am. (No, I am not.)

15

★スポーツに関する好みや得意不得意に
ついてやりとりをしている。【知】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”①」を参照）
○単元終末の活動を知る。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 6 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

オリンピック・パラリンピックに関する話を聞いて内容が分かる。【知】

What sport is this? It’s ~. Who is this? He / She is ~.
学習内容

時間

5

Unit 6 “What do you want to watch?”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

オリンピックやパラリンピックの種目を知ろう

○Let’s Watch and Think 2 (p.44)
・オリンピック、パラリンピックについて分かったこ
とを記入する。

○視聴する前に、誌面の写真を使いなが
ら、What sport is it? Who is this? などと
児童に質問を投げかけ、写真について確
認する。
★オリンピック・パラリンピックに関する
話を聞いて内容が分かっている。【知】

20
○Activity「カルタ取りゲーム」
・指導者または児童が言ったスポーツや選手のカード
を取る。

15

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”②」を参照）

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○カルタ取りゲームを通して単語や表現
に慣れ親しめるようにする。
○カードを使って会話ゲームをしてもよ
い。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 6 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

watch
Do you want to watch ~? I want to watch ~.
○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

15

観たい競技やしたいスポーツについて、やりとりできる。
【表】

学習内容

時間

5

Unit 6 “What do you want to watch?”

観たい競技やしたいスポーツを聞いたり
答えたりしよう。

○Let’s Watch and Think 3 (p.45)
・映像資料を視聴し、分かったことを記入する。

○視聴後の答え合わせをしたあと、自然な
形で児童との対話につなげる。

○Let’s Chant “Do you want to watch baseball?” (p.45)

○Chant を聞かせ、どのような単語が聞こ
えてきたか発表させる。

○Activity 1 “Let’s Talk” (p.45)
・友達が観たい競技を予想して尋ねる。

○なぜその競技を見たいのかも伝えるよ
うにさせる。

A: Do you want to watch ~?
B: I want to watch ~.

○Activity 2
・グループで協力して人気のスポーツについて尋ね、
インタビュー結果をまとめる。
10

10

5

A: Do you want to watch ~?
B: I want to watch ~.

○なぜその競技を見たいのかも伝えるよ
うにさせる。
★観たい競技やしたいスポーツについて、
やりとりをしている。
【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 6 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

It seems interesting.
What sport do you want to watch? I want to watch ~.
○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

観たい競技やしたいスポーツについて、やりとりをする。
【表】

学習内容

時間

5

Unit 6 “What do you want to watch?”

観たい競技やしたいスポーツを聞いたり
答えたりしよう。

○Let’s Watch and Think 4 (p.46)
・昔実施されていた競技や新たに加わった競技を聞き
取り、誌面イラストから選ぶ。

○音声を聞かせる前に、誌面にある競技と
その英語での言い方を確認する。また、
昔オリンピックで行われていた競技や、
2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
クで新規となる競技はどれかなどを予
想させる。

○Activity 1「カルタ取りゲーム」
・指導者が言った単語を聞き取り、カードを取る。

○What sport do you want to watch?と、I
want to watch ~.に児童が慣れるように
ゲームを進める。

10

5

○Activity 2 “Let’s Play” (p.46)
○まず指導者が自身の観たい競技を言い、
・誌面に掲載されているピクトグラムの競技を参考に、 数名の児童にそれを観たいかを尋ねた
どの競技を見たいかを尋ね合う。
り、どんな競技を観たいかを尋ねたりし
て、尋ね方を思い出させるようにする。
A: What sport do you want to watch?
B: I want to watch ~.
★観たい競技やしたいスポーツについて、
やりとりをしている。
【表】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”④」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 6 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

観たい競技について理由を加えてやりとりする。
【表】

What sport do you want to watch on ~? I want to watch ~.
学習内容

時間

5

Unit 6 “What do you want to watch?”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

観たい競技やしたいスポーツを聞いたり
答えたりしよう。

○Small Talk「オリンピックで観たいスポーツとその理
由」

○「小学校外国語活動・外国語研修ガイド
ブック」(p.133)を参考にする。

○Let’s Read and Write (p.47)
・自分が観たい競技に印をつける。

○ピクトグラムがあることから、児童が挑
戦して読もうとすることが考えられる
が、実態に応じて指導者が読み方を示
す。

○Activity 1 (p.47)
・予定を尋ね、一緒に観戦できる相手を見付ける。

○いきなり児童同士で尋ね合わせるので
はなく、指導者が数名の児童とやり取り
をし、自然な形で児童同士のやり取りに
つなげるようにする。

10

10

A: What sport do you want to watch on ~?
B: I want to watch ~.

★観たい競技について理由を加えてやり
とりをしている。
【表】

15

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”⑤」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 6 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて

10

観たい競技と国名をすすんで書き写そうとしている。
【学】

学習内容

時間

5

Unit 6 “What do you want to watch?”

オリンピック・パラリンピック観戦計画
表を作ろう。

○Let’s Watch and Think 5 (p.48)
・デジタル教材を視聴し、分かったことを表に記入す
る。

○見たい競技は３種類であるため、それぞ
れのまとまりごとに区切って聞かせる
など、聞かせ方の工夫をするとよい。

○観戦計画作成後は、作成した計画につい
○Activity 2 (p.48)
・観たい競技を表に書き写し、観戦計画表を作成する。 てお互いに伝え合う「話すこと（やり取
り）
」の言語活動を行うか、または、互い
に見せ合って読み合う「読むこと」の言
語活動を行う。
★観たい競技や国名についてすすんで書
き写そうとしている。
【学】

20
○Let’s Read and Write 2 (p.48)
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 6”⑥」を参照）

5

○Story Time
・ライムの含まれる文を聞き、それを理解し、繰り返し
て言う。

5

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

○この単元で書き写した文を集めて読む。

○文をテンポよく言うことで、-ool の音が
続く楽しさを味わわせる。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 7 １時間目

Unit 7 “My Best Memory”

目標

学校行事についての話を聞いて内容が分かる。【知】

新出単語･表現

sports festival / entrance ceremony / graduation ceremony / swimming meet / field
trip / school trip / music festival / volunteer day / drama festival

会話表現
本時の展開
学習内容

時間

5

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)
めあて

5

10

★評価

○音声を聞かせ、どのような語が聞こえた
かを発表させる。

「思い出」を紹介できるようになろう。

○Small Talk「冬休みの思い出」
○Let’s Chant “Summer Vacation” (p.35)
○Let’s Watch and Think 1 (p.51)
・映像資料を視聴し、分かったことを発表する。

○「小学校外国語活動・外国語研修ガイド
ブック」(p.134)を参考にする。
○視聴前に誌面を見て、入学式が描かれて
いる４月から時計回りに月の言い方を復
習する。その際、それぞれの月に描かれ
ている行事が何かを考えさせる。

○Let’s Play (p.50~51)
・指導者の言う月名と行事名を聞き、誌面にある行事
の絵を指さす。

○行事名の言い方を繰り返し聞いたり言
ったりして理解できるようにする。また、
それぞれの行事について既習表現を使っ
て児童とやり取りをするようにする。
○音声を聞いた後、３人の登場人物がどの
ように表現していたかをみんなで確認
し、指導者の思い出の行事やその感想を、
これらの表現を使って話すことで、児童
にもこれらの表現を使って思い出の行事
を言うよう促す。

○Let’s Listen 1 (p.52)
・音声を聞き、登場人物がどの行事のことを話してい
るかを聞き取り、番号を書く。
10

★学校行事についての話を聞いて内容が
分かっている。
【知】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”①」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 7 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

30

We enjoyed ~ing.
What’s your best memory? My best memory is ~.
○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)
めあて

5

学校行事について好きな行事が何か尋ねたり、その理由とともに答えたりする。
【表】

学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○音声を聞かせ、どのような語が聞こえた
かを発表させる。

好きな行事を聞いたり答えたりしよう

○Activity 1「カード並べ」
・指導者が言う行事を聞いて、絵カードを順に並べる
○Let’s Listen 2 (p.52)
・音声を聞き、該当する行事の写真の□に番号を記入
する。

○Let’s Talk (p.53)
・友達の好きな行事を予想し、どのような行事が好き
かを尋ね合って、□に友達の名前を記入する。
A: What’s your best memory?
B: My best memory is ~.

5

★評価

○音声を流す前に、紙面にある４つの写真
の行事は何かを児童と確認したり、数名
の児童とやり取りをしたりする。
○答え合わせ後、“We enjoyed ~ing.”を使っ
てその行事で楽しんだことなどを確認す
る。
○ 指 導 者 が 全 体 に “What’s your best
memory? Sports day?”などと質問を投げ
かけ、質問の仕方に聞き慣れさせる。
★学校行事について好きな行事が何か尋
ねたり、その理由とともに答えたりして
いる。【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 7 ３時間目

世界の学校生活の様子から日本との相違点や共通点に気付く。
【知】
学校行事についての話を聞いて内容が分かり、感想を伝え合う。
【表】

目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

What’s your best memory? My best memory is ~. It was ~. I enjoyed ~.
学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

5
5

★評価

めあて

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。

行事の感想を伝えよう

○Small Talk「冬休みの思い出」
○Let’s Listen 3 (p.54)
・世界の様々な学校行事について、まとまった話を聞
き、登場人物の写真、感想のイラストを線で結ぶ。

○活動の前に誌面にある国旗をヒントに、
Where is she / he from? She / He is from
~.のようなやり取りで出身国を考える。
○視聴後は、それぞれの行事について少し
説明を加えるようにする。
★世界の学校生活の様子から日本との相
違点や共通点に気付いている。
【知】

10

○Activity
○習った表現が言えるように活動を組む。
・絵カードを見て、その時の気持ちを表す英語を言う。
（１）行事の写真やイラストが描かれたカードを
配る。
（２）グループ内で順番を決め、１人目がカード
をめくる。その時、周りの児童は“What’s
your best memory?”と聞く。
（３）カードの内容について“My best memory is
~. I enjoyed ~.”というように感想を言う。

15

5

★学校行事についての話を聞いて内容が
分かり、感想を伝え合っている。【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”③」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 7 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

運動会について、自分の気持ちを伝え合う。
【表】

What’s your best memory? My best memory is ~. It was ~. I enjoyed ~.
学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

5
めあて
7

運動会の思い出や感想を伝え合おう

○Let’s Watch and Think 2 (p.55)
・映像資料を視聴し、分かったことを伝え合う。

○Activity
・運動会（または音楽会）を思い出し、それについて話
す。
8

15

5

★評価

A: How was your sports festival?
B: It was fun.
A: What’s your best memory of sports festival?
B: I enjoyed running.

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。
○活動をする前に、誌面の国旗や写真から
どのような思い出かを推測し、グループ
で交流させる。
○全て聞き取れなくても良いことを伝え、
まずは視聴し聞こえた後を発表させる
など、細かなステップを踏んで内容を理
解させるようにする。
○今までの表現を使って会話をさせる。活
動後は、どんな表現を言ってみたいか児
童から引き出す。

★運動会について、自分の気持ちを伝え合
っている。
【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”④」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit 7 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

野外活動について、自分の気持ちを伝え合う。【表】

What’s your best memory of field trip? We went to ~. We saw~.
学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

めあて

○Small Talk「心に残る運動会の思い出とその理由」

5

○前回の学習表現を想起させてから取り
組ませる。
○活動後、どんな表現に困ったかなど、言
えるようになりたい表現を児童から引
き出すようにする。
○活動をする前に、誌面の国旗や写真から
どのような思い出かを推測し、グループ
で交流させる。
○全て聞き取れなくても良いことを伝え、
まずは視聴し聞こえた後を発表させる
など、細かなステップを踏んで内容を理
解させるようにする。

○Activity
・野外学習について思い出し、それについて話す。
A: What’s your best memory of field trip?
B: My best memory is Ohtama Ham.
A: How was it?
B: It was delicious. We ate ham.

10

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。

野外学習の思い出や感想を伝え合おう

○Let’s Watch and Think 3 (p.55)
・映像資料を視聴し、分かったことを伝え合う。

15

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

5

5

○指導上の留意点

★野外活動について、自分の気持ちを伝え
合っている。【表】

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”⑤」を参照）
○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 7 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

宿泊学習について、自分の気持ちを伝え合う。【表】

What’s your best memory of school trip? We went to ~. We saw~.
学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

5
めあて

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。

宿泊学習の思い出や感想を伝え合おう

○Let’s Watch and Think 4 (p.55)
・映像資料を視聴し、分かったことを伝え合う。

○活動をする前に、誌面の国旗や写真から
どのような思い出かを推測し、グループ
で交流させる。
○全て聞き取れなくても良いことを伝え、
まずは視聴し聞こえた後を発表させる
など、細かなステップを踏んで内容を理
解させるようにする。

○Activity
・宿泊学習について思い出し、それについて話す。

○活動の前に、宿泊学習で訪れた場所やし
たことなどを写真をもとに振り返り、会
話のヒントになるようにする。

10

10

○指導上の留意点

A: What’s your best memory of school trip?
B: My best memory is that I went to Toshogu.
A: How was it?
B: It was nice and beautiful.

○活動後、どんな表現に困ったかなど、言
えるようになりたい表現を児童から引
き出すようにする。
★宿泊学習について、自分の気持ちを伝え
合っている。【表】

10

5

○Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”⑥」を参照）

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit 7 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

小学校６年間の学校生活で一番心に残っている思い出を、理由も含めて伝える。
【表】

学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○指導上の留意点

★評価

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

10

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。
○Small Talk「心に残る５、６年生の思い出とその理由」
めあて

5

小学校生活の一番の思い出を伝えよう

○Activity
・小学校生活で一番思い出に残ることについて、どん
なことを伝えるか考え、ペアで伝え合う。
○Let’s Read and Write (p.56)
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書
き写す。
（「文字指導年間計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit 7”⑦」を参照）

20

○この単元で書いた文を集めて、小学校生
活の思い出について考える。

○Activity (p.56)
・小学校生活の思い出について、例文を参考にしたり、
単語を選んだりして思い出のアルバムを作る。
（１）誌面を参考に思い出アルバムを作成する。
（２）イラストを添えたり、これまでワークシート
に書きためた文や誌面から、語や文を書き写
したりする。
（３）次回に向けて発表の練習をする。

5

○小学校生活６年間を振り返り、アイディ
アを出し合う。
○会話しやすいように、学校行事の写真等
を配る。

★小学校６年間の学校生活で一番心に残
っている思い出を、理由も含めて伝えて
いる。【表】

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!

□See you next time.
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F6―Unit 7 ８時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

他者に配慮しながら、心に残っている行事についてその理由を伝えようとする。
【学】

学習内容

時間

5

Unit 7 “My Best Memory”

○指導上の留意点

○Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
○Let’s Chant “What’s your best memory?” (p.51)

5
めあて

○聞こえた語を、繰り返し音声を聞いて確
認しながら、音声のあとについてリズミ
カルに歌詞を言う。

思い出アルバムを完成させよう。

○Activity 1 (p.56)
・自分の思い出アルバムを見せながら、ペアやグルー
プで伝え合う。

10

★評価

○単に聞いたり話したりするのではなく、
相手の理解を確かめながら話したり、相
手が言ったことを共感的に受け止める
言葉を返しながら聞いたりするように
させる。

（１）相づち
Wow. Great. Sounds nice.など
（２）確かめ
相手の言ったことの最後の語や文を繰り返し
たり、質問したりする。

★他者に配慮しながら、心に残っている行
事についてその理由を伝えようとして
いる。【学】

○Activity 2
・全員の思い出を集めてアルバムを完成させる。

20
○Story Time
・ライムの含まれる文を聞き、それを理解し、繰り返し
て言う。
5

○文をテンポよく言うことで、-ine の音が
続く楽しさを味わわせるようにする。

○Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you?
□What’s the date today?

□How is the weather today? □What day is it today?

《Activity》
見本を見せる時→ □We are going to play ~. □Look at us. □I will show you a demonstration.
始める前→ □Any questions? □Are you ready? □I’ll give you ~ minutes. □Let’s begin!
時間が来たら→ □Time’s up. □Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job!
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□See you next time.

F6―Unit8 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

職業を表す語や、就きたい職業を表す表現が分かる。【知】

学習内容

○指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 職業を英語で言えるようになろう

10

〇Let’s watch and think.
・デジタル教材を視聴し、二人の外国の子どもの将来の
夢について、分かったことを誌面に記入する。

〇デジタル教材を視聴する前に、見開きペ
ージをもとに職業を表す語彙に触れさ
せる。
〇単なる聞き取りの練習にならないよう
にするために、映像を視聴する前に内容
を予想させると良い。

10

10

10

5

〇Activity1 Let’s play “Pointing game” p59
・指導者が言う職業名を繰り返し、その絵を誌面から探
して指さす。

〇Activity2 「ジェスチャーゲーム」
・指導者がジェスチャーをして、その様子から何の職業
なのかをあてる。

〇指導者が言う職業名を繰り返し、誌面に
ある絵を指さすように指示する。はじめ
は、単語だけ、次に I want to be a/an ～.
と文で言うようにする。

〇慣れてきたら児童に指導者役をやらせ
ても良い。
★職業を表す語や、就きたい職業を表す
表現が分かっている。
【知】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”①」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

職業を表す語や、就きたい職業を表す表現が分かる。【知】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて 職業を英語で言えるようになろう
〇Small Talk 「就きたい職業とその理由」
20

〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。

〇Let’s watch and think2
・デジタル教材を視聴し、４人の登場人物の将来の夢に
関する話から、分かったことを表に記入する。

〇チャンツを聞かせ、聞き取れた単語を
発表させる。聞き取れた単語を児童と
確認し、音声のあとについてリズミカ
ルに歌詞を言う。
〇答え合わせが終わった後、指導者は児童
に映像で紹介された職業や誌面の写真
の職業について、Do you want to be a
singer?などと尋ね、やりとりをするよう
にする。
★職業を表す語や、就きたい職業を表す

表現が分かっている。【知】
〇Activity キーワードゲーム
（１）ペアになり消しゴムを二人の真ん中に置く。
10

（２）キーワードを確認する。
（３）指導者の後にリピートする。

〇実態に応じて消しゴムをとる代わりに、
椅子に座るなどルールを変更しても良
い。
〇リズムにのりながらリピートさせてい
く。

（４）キーワードが聞こえたら消しゴムをとる。

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and Write
“Unit8”②」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」
「できるようになった
こと」
「分かったこと」など、振り返りの
視点を与え、学習の価値付けをする。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

どのような職業に就きたいかについてやりとりをする。
【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
めあて なりたい職業を伝え合おう
〇Small Talk 「就きたい職業とその理由」
〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。
20
〇Let’s watch and think3
・デジタル教材を視聴し、４人の登場人物の将来の夢に
関する話から、分かったことを表に記入する。

10

10

5

〇Activity インタビュー
・どんな職業に就きたいのかを友だちに尋ねたり伝え
たりする。

〇チャンツを聞かせ、聞き取れた単語を
発表させる。聞き取れた単語を児童と
確認し、音声のあとについてリズミカ
ルに歌詞を言う。
〇答え合わせが終わった後、指導者は児童
に映像で紹介された職業や誌面の写真
の職業について、Do you want to be a
singer?などと尋ね、やりとりをするよ
うにする。

★ どのような職業に就きたいかについ

てやりとりをしている。
【表】

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”③」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

自分の就きたい職業とその理由を伝え合うことができる。
【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 就きたい職業の理由を伝えよう
20

〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。
〇Let’s Listen 「登場人物の将来の夢を聞いてわかった
ことを表に書こう」
・３人の登場人物の将来の夢についての話を聞き、分か
ったことを表に記入する。

10

〇Activity 「将来どんな職業につきたいかをたずね合
い、わかったことを□に書こう。」
・ペアになり、将来就きたい職業について尋ねたり答え
たりする。

〇事前に予想を立ててから聞かせるこ
とで、予想が合っているか確かめるた
めに聞くという目的がうまれる。

〇就きたい職業だけを尋ね合うのではな
く、理由を聞いたり、感想を述べたりし
ながら会話をする。
★自分の就きたい職業とその理由を伝え
合っている。【表】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”④」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

自分の就きたい職業とその理由を伝え合うことができる。
【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて 就きたい職業の理由を伝えよう
〇Small Talk 「就きたい職業とその理由」
15

15

〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。

〇Activity 「将来どんな職業につきたいかをたずね合
い、わかったことを□に書こう。」
・ペアになり、将来就きたい職業について尋ねたり答え
たりする。

〇チャンツを聞かせ、聞き取れた単語を
発表させる。聞き取れた単語を児童と
確認し、音声のあとについてリズミカ
ルに歌詞を言う。

〇就きたい職業だけを尋ね合うのではな
く、理由を聞いたり、感想を述べたりし
ながら会話をする。
★自分の就きたい職業とその理由を伝え
合っている。【表】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑤」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

自分の夢について書く。
【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
めあて スピーチ文を書こう
〇Small Talk 「就きたい職業とその理由」
20

〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑥」を参照）

20

〇チャンツを聞かせ、聞き取れた単語を
発表させる。聞き取れた単語を児童と
確認し、音声のあとについてリズミカ
ルに歌詞を言う。

〇誌面に書かれた Riko のスピーチ原稿を
音声に続けて読ませる。
〇書かせる際は以下の４点に気をつけて
かかせたい。
①４本線上に丁寧に書く。
②大文字と小文字が使われる箇所に気を
つけて書く。
③スペース（単語と単語の間）に気をつけ
て書く。
④ピリオドや符号を忘れず書く。
★自分の夢について書いている。【表】

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ７時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 8 “What do you want to be?”

自分の将来の夢についてのスピーチ原稿を完成する。【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて スピーチ文を完成させよう
〇Small Talk 「就きたい職業とその理由」
10

〇Let’s chant. “What do you want to be?”
・音声を聞き、リズムに合わせながら歌詞を言う。

〇Let’s write 「スピーチ原稿を完成させよう。」

（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit8”⑦」を参照）

30

5

〇チャンツを聞かせ、聞き取れた単語を
発表させる。聞き取れた単語を児童と
確認し、音声のあとについてリズミカ
ルに歌詞を言う。
〇書かせる際は以下の４点に気を付けて
書かせたい。
（１）４本線上に丁寧に書く。
（２）大文字と小文字が使われる箇所に気
を付けて書く。
（３）スペース（単語と単語の間）に気を
付けて書く。
（４）ピリオドや符号を忘れずに書く。

★今まで書く練習をしてきた言葉や文を
使いながら、スピーチ原稿を完成させ
る。
【表】

〇Let’s Read 「班の中で練習しよう。」

〇班の中で練習をさせて、アドバイスを出
し合うようにさせる。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit8 ８時間目
目標

Unit 8 “What do you want to be?”

将来の夢について書かれたものをもとに、他者に配慮しながらやりとりをしようと
する。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする
10

めあて 将来の夢を発表しよう

〇「自分の将来の夢を発表しよう。」
・原稿をもとにスピーチをする。

30

〇Story Time
・ライム（韻）の含まれる文を聞き、それを繰り返して
言う。

★ 将来の夢について書かれたものをも

とに、他者に配慮しながらやりとりを
しようとしている。【学】

〇テキストを閉じ、デジタル教材を聞き、
聞き取れた言葉を発表する。
〇文をテンポよく言うことで、ライムに気
づき、音を楽しみませる。

5

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 １時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校生活の部活動についてのスピーチを聞いて内容が分かる。
【知】
I want to join ~.

学習内容

〇指導上の留意点 ★評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて 部活動について英語で言ってみよう

20

〇Let’s watch and think1
・実際の中学校生活のデジタル教材を視聴し、分かった
ことを発表する。
〇Let’s watch and think2
・デジタル教材で中学生が部活動について説明してい
る様子を視聴し、曜日や人数についてわかったこと
を、表に書き込んだり〇を付けたりする。

10

〇Let’s Listen1
・部活動についての登場人物のスピーチを聞き、必要な
情報を聞き取って誌面に記入する。

〇映像を場面ごとに切って見せても良い。
映像を見て終わりではなく、見終わった
後は、新しく得た情報をもとに会話のや
りとりを児童と行う。
〇視聴する前に p66,67 を見て、クラブ活
動の言い方を確認すると良い。

〇単元の終わりにはこのようなスピーチ
ができるようになることが目標である
ことを伝える。
★ 中学校生活の部活動についてのスピ

ーチを聞いて内容が分かっている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”①」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ２時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校生活の行事についてのスピーチを聞いて内容が分かる。【知】

学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて
20

10

中学校の行事について聞こう

〇Let’s watch and think3
・行事についての登場人物のスピーチを聞き、必要な情
報を聞き取って誌面に記入する。

〇Let’s Listen2
・登場人物の話を聞き、楽しみにしている行事とその理
由を聞き取って誌面に記入する。

〇視聴の前に誌面にある学校行事の言い
方や Unit7 での学習内容を確認すると
良い。児童が行事の言い方を十分に理解
していない場合は、ポインティング・ゲ
ーム等で聞き慣れ言い慣れをしてから
視聴を始めると良い。

〇単元の終わりにはこのようなスピーチ
ができるようになることが目標である
ことを伝える。
★ 中学校生活の行事についてのスピー

チを聞いて内容が分かっている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”②」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ３時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校生活でどのような行事が楽しみなのかを聞き取る。【知】

学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。

めあて

楽しみな行事を伝え合おう

〇Let’s watch and think4
・教員についてのスピーチを聞き、分かったことを誌面
に記入する。
20

〇Let’s chant.
“What do you want to do in junior high school?”
・音声を聞き、リズムに合わせて歌詞を言う。

10

〇Let’s Listen3
・小学生のスピーチを聞き、分かったことを誌面に記入
する。

〇視聴後は、次の活動も見据えて、What
subject do you want to study hard?
What event do you want to enjoy? What
club do you want to join? などと、これ
まで視聴したり聞いたりしたことも踏
まえて、HRT は児童に、どのような教
科を中学校でがんばって学習したいか、
どのような行事が楽しみか、どのような
部に入りたいかなどを尋ねる。
〇HRT はチャンツを聞かせ、どのような
単語が聞こえたかを発表させる。

〇このように自分がどうしたいかをスピ
ーチで発表できると良いことを伝える。

★中学校でどのような行事が楽しみか
を聞き取っている。
【知】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”③」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ４時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校生活の部活動や学校行事についてやりとりをする。【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 楽しみな中学校生活についてたずねよう
〇Let’s watch and think4
・教員についてのスピーチを聞き、分かったことを誌面
に記入する。
20

〇Let’s chant.
“What do you want to do in junior high school?”
・音声を聞き、リズムに合わせて歌詞を言う。

10

〇視聴後は、次の活動も見据えて、What
subject do you want to study hard?
What event do you want to enjoy? What
club do you want to join? などと、これ
まで視聴したり聞いたりしたことも踏
まえて、HRT は児童に、どのような教
科を中学校でがんばって学習したいか、
どのような行事が楽しみか、どのような
部に入りたいかなどを尋ねる。
〇HRT はチャンツを聞かせ、どのような
単語が聞こえたかを発表させる。

〇Activity
〇このように自分がどうしたいかをスピ
・教室を回り、入部したいクラブ活動、楽しみな行事、
ーチで発表できるとよいことを伝える。
その理由について尋ね合う。

★中学校生活の部活動や学校行事につ
いてやりとりしている。
【表】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”④」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ５時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開
時間

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校で入りたい部活や楽しみな行事について伝え合う。【表】

学習内容

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。

めあて 楽しみな中学校生活について伝え合おう

20

10

〇Let’s chant.
“What do you want to do in junior high school?”
・音声を聞き、リズムに合わせて歌詞を言う。

〇HRT はチャンツを聞かせ、どのような
単語が聞こえたかを発表させる。

〇Let’s watch and think4
・中学校生活についてのスピーチを聞き、分かったこと
を紙面に記入する。

〇視聴前に小学校と中学校との違いを単
語レベルで良いので児童に発表させる。

〇Let’s Listen 4
・３人の小学生のスピーチを聞き、分かったことを誌面
に記入する。

〇児童に最終的にはこのようなスピーチ
をすることが目標であることを伝える。

〇Activity
〇このように自分がどうしたいかをスピ
・教室を回り、入部したいクラブ活動、楽しみな行事、
ーチで発表できるとよいことを伝える。
その理由について尋ね合う。

★中学校で入りたい部活や楽しみな行
事について伝え合っている。【表】

10

5

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑤」を参照）
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ６時間目
目標
新出単語･表現
会話表現
本時の展開

Unit 9 “Junior High School Life”

今まで慣れ親しんだ表現・言葉を使って、スピーチ原稿を書く。
【表】

学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
めあて

20

中学校生活についてのスピーチを書こう

〇Let’s chant.
“What do you want to do in junior high school?”
・音声を聞き、リズムに合わせて歌詞を言う。

〇指導者はチャンツを聞かせ、どのような
単語が聞こえたかを発表させる。

〇Let’s Listen 4 を再視聴する。
・３人の小学生のスピーチを聞き、分かったことを誌面
に記入する。

〇視聴前に小学校と中学校との違いを単
語レベルで良いので児童に発表させる。

〇Activity
・中学校生活についての文を聞き、繰り返し言う。

〇このように自分がどうしたいかをスピ
ーチで発表できるとよいことを伝える。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑥」を参照）

★今まで慣れ親しんだ表現・言葉を使っ
て、スピーチ原稿を書いている。【表】

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

10

10

5

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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F6―Unit9 ７時間目
目標

Unit 9 “Junior High School Life”

中学校生活で入部したい部活動や楽しみな学校行事について、自分のスピーチを完
成させる。
【表】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語であいさつをする。
めあて
20

10

中学校生活についてのスピーチを書こう

〇Let’s Listen 4 を再視聴する。
・３人の小学生のスピーチを聞き、分かったことを誌面
に記入する。

〇Let’s Read and Write
・慣れ親しんだ語句や表現を、４本線の中に正しく書き
写す。
（「文字指導年間指導計画（６年生）Let’s Read and
Write “Unit9”⑦」を参照）

★今まで慣れ親しんだ表現・言葉を使っ
て、中学校生活で入部したい部活動や
楽しみな学校行事について、自分のス
ピーチ原稿を完成させる。
【表】

〇Let’s Read
・スピーチの練習をする。

〇今までのスピーチの学習を振り返らせ、
どのような点（ジェスチャー、声の大き
さ等）に注意しながら行うとよいのかを
考えらせる。

〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

10

5

〇視聴前に小学校と中学校との違いを単
語レベルで良いので児童に発表させる。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.

249

F6―Unit9 ８時間目
目標

Unit 9 “Junior High School Life”

他者に配慮しながら、中学校生活について、自分が入部したい部活動や楽しみな学
校行事とその理由をスピーチしようとする。
【学】

新出単語･表現
会話表現
本時の展開
学習内容

時間

〇指導上の留意点 ★：評価

〇Greetings
・HRT、ALT、友達と英語で挨拶をする。
10

20

めあて

中学校生活について発表しよう

〇Activity
・グループでスピーチを発表し合い、感想を言い合
う。

★他者に配慮しながら、中学校生活につ

いて、自分が入部したい部活動や楽し
みな学校行事とその理由をスピーチ
しようとしている。
【学】

※パフォーマンステストとして実施することもでき
る。

10

5

〇Story Time
〇ここでは、-all のライムを取り上げる。
・ライム（韻）の含まれる文を聞き、それを理解し、 文をテンポよく言うことで、-all の音が
繰り返して言う。
続く楽しさを味わわせたい。
・野球部の練習を見学している Kazu たちの思いに
共感しながら読む。
〇Consolidation
・本時の感想を述べ、英語であいさつをする。

〇「がんばったこと」「できるようになっ
たこと」「分かったこと」など、振り返
りの視点を与え、学習の価値付けをす
る。

【本時の Classroom English 例】
《Greetings》
□Good morning. □How are you? □How is the weather today? □What day is it today?
□What’s the date today?
《Activity》
□ 見本を見せる時→We are going to play ~. Look at us. I will show you a demonstration.
□ 始める前→Any questions? Are you ready? I’ll give you ~ minutes. Let’s begin!
□ 時間が来たら→Time’s up. Have your seat, please.
《Consolidation》
□That’s all for today. □How was today’s class? □You did a great job! □See you next time.
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文字指導
年間指導計画例
（F1～F6）

文字指導計画年間指導計画（ȿȬ・ȭ）ș
F3

F4

※毎回 ABC song を歌ってから、ワークブック に取り組む。

※毎回フォニックスカードで練習をしてから、ワークシートに取り組む。



アルファベット #C



音素認識 #C



アルファベット $D



音素認識 $D



アルファベット %E



音素認識 %E



アルファベット &F



音素認識 &F



アルファベット 'G



音素認識 'G



アルファベット (H



音素認識 (H



アルファベット )I



音素認識 )I



アルファベット *J



音素認識 *J



アルファベット +K



音素認識 +K



アルファベット ,L



音素認識 ,L



アルファベット -M



音素認識 -M



アルファベット .N



音素認識 .N



アルファベット /O



音素認識 /O



アルファベット 0P



音素認識 0P



アルファベット 1Q



音素認識 1Q



アルファベット 2R



音素認識 2R



アルファベット 3S



音素認識 3S



アルファベット 4T



音素認識 4T



アルファベット 5V



音素認識 5U



アルファベット 6V



音素認識 6V



アルファベット 7W



音素認識 7W



アルファベット 8X



音素認識 8X



アルファベット 9Y



音素認識 9Y



アルファベット :Z



音素認識 :Z



アルファベット ;[



音素認識 ;[



アルファベット <\



音素認識 <\



“#NRJCDGV)GUVWTGGame”







“Alphabet Writing“



“2QEMGV%JCTVGame”






“Alphabet /GOQT[)COG”

“Alphabet .KPGWR”














“Alphabet BINGO”







“Sound KARUTA”

“Finding Words”

“5QWPFU9KURGTGame”

※２７～３５の活動については、)３文字指導活動集を参照。
※ ２７～３５の活動については、) 文字指導活動集を参照。
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（前時と同様）

Alphabet Line-up

32

じルール）

33

(必要なもの：無し)

Alphabet Bingo

34

35

(必要なもの：アルファベットビンゴシート×人数分、アルファベットルーレット（拡大紙）、マグネットスピナー)

※マグネットスピナーは + 月に各校に配布済。

 多くのビンゴを取れた人の勝ち。

 指導者がスピナーを回して、スピナーが指したアルファベットに色を塗っていく。 

を貼る。

 黒板にアルファベットルーレット（拡大されたもの）と、マグネットスピン（※）

 ビンゴシート（３×３）のマスに正しくアルファベット（大・小文字）を書く。



る。

  (必要なもの：アルファベットカード（大・小文字）×グループ数)

 ＢはＡの背中にその大・

ァベットかをあてる。

揃ったらもう一回めくることができる。
（神経衰弱と同

 Ａは何の文字かをあて

る。

 他の児童は何のアルフ

 順番に大文字・小文字のカードを１枚ずつめくって、

 大文字と小文字のカードを裏面にして、机に広げる。

 グループを作る。



アルファベットを見せ

を体で表す。

30

Alphabet Memory Game

29

子文 字を書く。

 Ａは伏せ、指導者がＢに

て、アルファベットの形

(必要なもの：無し)

 ペア $・% を作る。

Alphabet Writing

28

 何名かの児童が前に来

Alphabet Gesture

27

ȿȬ 文字指導活動集ș ～アルファベット～ș

(必要なもの：アルファベット絵カード×ペア数)

絵を完成させる。

 制限時間内に、並びかえ

順番に並び直す。

描かれているカードを、

 アルファベットを絵が

 ペアを作る。

Alphabet Line-up

31

254

29

(必要なもの：ワークシート×人数分)

 ワークシートの中から、隠れている単語を探し出す。



(必要なもの：ホワイトボード×列数)

H[1RG1RR1RJ正解GRJ 

げ、何の言葉になったのかを発表する。

 グループ全員で聞こえた音を教え合い、単語を作り上

れぞれ違う音）を伝えていく。

 指導者は１番の児童から順に、アルファベットの音（そ

Sound Wisper Game

35

 指導者がワークシートに出てくる単語の音を、発音す

34

(必要なもの：アルファベットカード×グループ数)

同様のルール）

 児童はそのアルファベットのカードを取る。
（カルタと

（H[DDDSSOH 

 指導者が、アルファベットの音と単語を読む。

書かれたカードを置く。

 グループごとに番号を決める。

Finding Words

33

Sound KARUTA

31

 グループを作り、机の上に２６枚のアルファベットが

30

 指導者が一人一枚、ワークシートを配る。

32

(必要なもの：ポケットチャートセット)

   ～  を全員が順番で行う。

カードを入れていく。

 何の文字から始まるのかを考えて、そのアルファベットが書かれているポケットに

 児童は一人ずつ前に来て、一枚のカードを選び、その単語を全員の前で読む。

る。



Pocket Chart Game

28

 クラスの人数分の単語を選び、$/7 と /LVWHQ 5HSHDW で練習をする。

27

ȿȭ 文字指導活動集ș ～音素認識～ș
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I like dogs. I like cats.

②好きな動物を書いてみよう


I don’t like natto.

③嫌いな食べ物を書いてみよう



I want a computer.

④欲しいものを書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit1-3)

Hello. Nice to meet you.
My name is ~ . I like ~. I don’t like ~. I want ~.
Thank you.

⑥⑦自己紹介文を完成させよう

(福生版ワークシート：Unit1-2)

(福生版ワークシート：Unit1-5)



ものを見ながらペアで伝え合
う。

ついての紹介文を書く。 （できるだけ多くの文章を書くことがで
きると良い。）
（２）スペルの分からない単語は、カタカナでも良い。英語での言い方
は指導者に聞くようにする。
(福生版ワークシート：Unit1-6)

(1)４本線、大・小文字を意識しな
がら、見本を書き写す。

(2)自分の名前を書いて、書いた (1)今まで練習してきた「好きなもの」「嫌いなもの」「欲しいもの」に



My name is Takke.

⑤自分の名前を書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit1-1)

(福生版ワークシート：Unit1-4)

(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
書き写す。
書き写す。
書き写す。
(2)好きな色を書いて、書いたも (2)好きな動物を書いて、書いた (2)嫌いな食べ物を書いて、書い (2)自分の欲しいものを書いて、
のを見ながらペアで伝え合う。
ものを見ながらペアで伝え合
たものを見ながらペアで伝え
書いたものを見ながらペアで
う。
合う。
伝え合う。



I like blue. I like red.

①好きな色を書いてみよう

Unit 1

～Let’s Read and Write.～ș

文字指導計画年間指導計画（ȿȮ）ș
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（１）４～６月の英語を書き写す。

April, May, June

②4～6 月を英語で書いてみよう

（１）７～９月の英語を書き写す。

July, August, September

③７～９月を英語で書いてみよう

（１）１０～１２月の英語をなぞる。

October, November, December

④１０～１２月を英語で書いてみよう



(福生版ワークシート：Unit2-2)

January ~ December

⑦１～１２月を英語で書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit2-3)

(文科省ワークシート：”Birthday Card”)

(福生版ワークシート：Unit2-5)



（１）バースデーカードに”HAPPY BIRTHDAY”と相手の誕生日と名前を （１）１～１２月を一回ずつ書き写す。
英語で書く。
(2)書き写したものを見ながら、
（２）デザインをする。
全員で発音する。

“HAPPY BIRTHDAY!”, January ~ December

⑤⑥バースデーカードを完成させよう

(福生版ワークシート：Unit2-1)




(福生版ワークシート：Unit2-4)

(2)書き写したものを見ながら、 (2)書き写したものを見ながら、 (2)書き写したものを見ながら、 (2)書き写したものを見ながら、
全員で発音する。
全員で発音する。
全員で発音する。
全員で発音する。

（１）１～３月の英語を書き写す。

January, February, March

①１～3 月を英語で書いてみよう

Unit 2
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social studies, English,
moral education, P.E.

Japanese, calligraphy,

math, science

home economics.

music, arts and crafts,

③教科を英語で書いてみよう

（１）ビンゴシート（３×３）にランダムに

（すべての教科名）

④教科ビンゴゲームをしよう


（すべての教科名）



(福生版ワークシート：Unit3-3)

⑥⑦オリジナルの時間割を完成させよう



(福生版ワークシート：Unit3-2)

(福生版ワークシート：Unit3-4)

（３）ビンゴをできるだけ多く手に
入れる。
(福生版ワークシート：Unit3-5)

（１）ビンゴシート（３×３）にランダ （１）Activity1 で考えた、オリジナルの時間割をワークシートに書き込ん
ムに教科名を書き込む。
でいく。（月・金曜日の時間割を完成させる。）
（２）指導者はスピ ン（ ※）を回し （２）完成したらペアで発表し合う。
て、あたった教科をリピートさ
せる。

（すべての教科名）

⑤教科ビンゴゲームをしよう

(福生版ワークシート：Unit3-1)




(文科省ワークシート：Unit3-4)

れる。

教科名を書き込む。
（１）国語、算数、理科の英語を書き （１）社会、英語、体育の英語を書き （１）社会、英語、体育の英語を書き
（２）指導者はスピン（※）を回して、あ
写す。
写す。
写す。
たった教科をリピートさせる。
(2)書き写したものを見ながら、 (2)書き写したものを見ながら、 (2)書き写したものを見ながら、
（３）ビンゴをできるだけ多く手に入
全員で発音する。
全員で発音する。
全員で発音する。

②教科を英語で書いてみよう

①教科を英語で書いてみよう

Unit 3
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usually,

(文科省ワークシート：Unit4-3)

I sometimes get the newspaper.

the dishes, clean my room（動詞）

(文科省ワークシート：Unit4-4)

つを選び、ワークシートに書き
写す。
（２）ペアで紹介し合う。

(文科省ワークシート：Unit4-5)

をワークシートに書いて完成させる。

（１）上記の副詞・動詞から一つず （１）上の例文を参考にしながら、自分の一日の生活についての紹介文

I get up at 6:00.

out garbage, walk my dog, wash



（１）上記の言葉から一つを選び、
ワークシートに時間とともに書
き写す。
（２）ペアで紹介し合う。

never

always,

My name is Hikari.

(ex.) Hello.



④一日の生活を紹介しよう
（前時と同様）
sometimes,

③一日の生活を紹介しよう

⑥⑦一日の生活についての紹介文を完成させよう

（前時と同様）

②一日の生活を紹介しよう

（副詞）
・get the newspaper, take

always, usually, sometimes, never

⑤一日の生活を紹介しよう

(文科省ワークシート：Unit4-2)

（１）上記の言葉から一つを選び、
ワークシートに時間とともに書
き写す。
（２）ペアで紹介し合う。

dinner, go to bed

my homework, take a bath, eat

school, eat lunch, go home, do

get up, eat breakfast, go to

①一日の生活を紹介しよう

Unit 4
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Yes, I can. / No, I can’t.

Can you sing/swim/play ～?

②できることを聞く表現を書いてみよう

You can sing/swim/play ～

③相手ができることを書いてみよう

You can’t sing/swim/play ～

④相手ができないことを書いてみよう

He/She can/can’t ～.

⑥インタビューの結果を整理しよう



(福生版ワークシート：Unit5-1)

He/She can/can’t ～.

⑦スピーチ（発表）の準備をしよう



(福生版ワークシート：Unit5-2)



(文科省ワークシート：Unit5-1)



(文科省ワークシート：Unit5-5)

(3)スピーチの練習をする。


(福生版ワークシート：Unit5-4)

（１）４本線の中に正しく He/She を （１）ワークシートの HintBox と巻末
書く。
のカードを切りとる。
（１）前時で完成させたワークシー
（2）ワードリストの中から指導者の (2)ワークシートに、インタビュー
トをもとに、発表する内容を、４
できることを選んで書き写す。
の結果に基づき、カードを貼っ
本線に正しく書き写す。
(3)指導者にインタビューをする。
ていく。

He/She can ～. Can you ～?

⑤インタビューの準備をしよう

(文科省ワークシート：Unit5-4)






(福生版ワークシート：Unit5-3)

きる・できないことを選んで書 （１）ワードリストの中から相手に聞 （１）ワードリストの中からの相手の （１）ワードリストの中から相手ので
き写す。
く内容を選んで書き写す。
できることを選んで書き写す。
きないことを選んで書き写す。
（２）ペアで書いたものを紹介し合 （２）ペアで書いたものを紹介し合 （２）ペアで書いたものを紹介し合 （２）ペアで書いたものを紹介し合
う。
う。
う。
う。

（１）ワードリストの中から自分ので

I can/can’t sing/swim/play ～

①できること・できないことを書いてみよう

Unit 5
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I want to go to ～.

②行きたい国について書き写そう
You can ride/visit/eat ～.

③④おすすめの国でできることを書こう

（前時と同様）

⑤ポスターを完成させよう

(文科省ワークシート：Unit6-1)



⑦⑧ブラジルについて情報を読み取ろう



(福生版ワークシート：Unit6-3、文科省ワークシート：6-3)

(福生版ワークシート：Unit6-1)




(文科省ワークシート：Unit6-5.6.7)

（１）ペアでブラジルのポスターを読む。
(2)ペアで相談しながら読み取れたこと（行きたい国、見れるもの、買
（ １） 今ま で 学習 し た表 現 を 使 っ
えるもの等）に下線をひく。
て、スピーチ原稿を書く。
(3)全体で、わかったことを共有する。
(2)ペアで練習をする。

I want to go to ～. You can ～.

My name is ～.

⑥発表原稿を書こう



（文科省ワークシート：Unit6-2)

（１）４本線の中に正しく国名を書 （１）４本線の中に正しく、”I want （1）ペアで考えたおすすめの国でできることについてポスターに書
き写す。
to go to ～.”を書き写す。
く。
（２）ペアで書いた国名を伝え合 （２）ペアで書いたことを伝え合 （2）ポスターにデザインをする。
う。
う。

Finland, India, Korea, Peru

Japan, Brail, Canada, Egypt,

①国の名前を書き写そう

Unit 6
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Turn right/left. Go straight.

⑥宝物までの道案内を読もう

Turn right/left. Go straight.

⑦お気に入りの場所の道案内を読もう

(文科省ワークシート：Unit7-5)





(福生版ワークシート：Unit7-4)


(福生版ワークシート：Unit7-5)

（１）”We Can!1”の p.54 を見なが （１）ワークシートの道案内を読み （１）ワークシートの道案内を読み
ら、ワークシートの□に入る文
ながら、”We Can!1”の p.56.57
ながら、”We Can!1”の p.56.57
字を書く。
の誌面でどこに宝物があるの
の誌面でどこに宝物があるの
(2)□を集めたら何の言葉になる
かを探す。
かを探す。
かを考える。

Turn right/left. Go straight.

⑤いろいろな施設の名前を書こう

(福生版ワークシート：Unit7-1.2.3)



(1)ワークシートの絵を見て,何がどこにあるのかを探し、適切な前置詞を考える。
(2)４本線の中に正しく、”on/in/under/by.”を書き写す。

on/in/under/by（前置詞）/ bed, desk, chair, wall, basket 等…

①②③物の場所を書き写そう

Unit 7




(福生版ワークシート：Unit7-4)

的地までの道案内を考える。
(2)目的地までの道案内の表現を
書き写す。

（１）ワークシートの地図を見て、目

Turn right/left. Go straight.

④道案内の表現を書き写そう
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What would you like?

②注文を聞く表現を書いてみよう
How much is this?

③値段を聞く表現を書いてみよう
I’d like ～.

④好きなものを注文してみよう



(福生版ワークシート：Unit8-4)

（前時と同様）

I’d like ～.

⑤好きなものを注文してみよう

(福生版ワークシート：Unit8-1)



べ物・飲み物を選んで、注文の
表現とともに書き写す。
（２）ペアで書いたものを紹介し合
う。





(福生版ワークシート：Unit8-3)

本線に書き写す。


(文科省ワークシート：Unit8-1)

（1）誰のメニューにするか考える。
（２）その人の好みにあった４種類(Main Dish, Side Dish, Dessert,
Drink)の食べ物や飲み物の注文を書く。

It’s for ～. I’d like ～.

⑥⑦誰かのためにメニューを考えよう

(福生版ワークシート：Unit8-2)

４本線に書き写す。




(福生版ワークシート：Unit8-4)

れている言葉から自分の好き
なものを、注文する表現を書
く。

（１）ワードリストの中から一つの食 （１）What would you like?を正しく （１）How much is this?を正しく４ （１）We Can!1p.60.61 の誌面に書か

I’d like ～.

①注文を書いてみよう

Unit 8
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Are you good at ～?

②得意なことを聞く表現を書いてみよう

He/She is my ～..

③自分のヒーローを書いてみよう
He/She can ～..

④自分のヒーローができることを書いてみよう

He/She is my ～. He/She can ～. He/She is good at ～.



(文科省ワークシート：Unit9-1)

⑥⑦ヒーローについての紹介文を完成させよう



(福生版ワークシート：Unit9-2)

ーを考え、その人との関係性
(mother, sister, friend 等)に
ついて書き写す。

(文科省ワークシート：Unit9-3)




(福生版ワークシート：Unit9-3)

（１）自分のヒーローが得意なこと （１）紹介したいヒーローのできることや、得意なことについて、今まで
について、４本線に正しく書き
学習した表現を使って、書き表す。
写す。
(2)書いたものを見ながら、ペアで発表の練習をする。

He/She is good at ～..

⑤自分のヒーローが得意なことを書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit9-1)



意なことを選んで、書き写す。
きたいことを選んで、書き写
（２）ペアで書いたものを紹介し合
す。
う。
（２）ペアで書いたものを聞き合
う。




(文科省ワークシート：Unit9-2)

について、４本線に正しく書き
写す。

（１）ワードリストの中から自分の得 （１）ワードリストの中から相手に聞 （１）自分の身近な人の中でヒーロ （１）自分のヒーローができること

I’m good at ～.

①得意なことを書いてみよう

Unit 9
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(文科省ワークシート：Unit1-1)

(文科省ワークシート：Unit1-2)

え合う。

う。
(文科省ワークシート：Unit1-3)

I like math. I like English.

④自分の誕生日を書いてみよう

(文科省ワークシート：Unit1-4)

え合う

(文科省ワークシート：Unit1-5)



(文科省ワークシート：Unit1-6)





(文科省ワークシート：Unit1-8)

(2)好きな季節を書いて、書いた (2)できることを書いて、書いた （２）スペルの分からない単語は、カタカナでもよい。英語での言い方
ものを見ながらペアで伝え合
ものを見ながらペアで伝え合
は指導者に聞くようにする。
う。
う。

⑤自分の好きな季節を書いてみ ⑥自分ができることを書いてみよ ⑦自己紹介文を完成させよう
よう
う
Hello. I’m 〜. I like （動物）. I like （教科）.
I like summer. I like winter.
I can run fast. I can swim
I like （スポーツ）. I can （できること）.

fast.
My birthday is （誕生日）. Thank you. （名前）
(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を （１）今まで練習してきた「好きなもの」や「自分の誕生日」を使って紹
書き写す。
書き写す。
介文を書く。（できるだけ多くの文章を書くことができると良い。）

う。

I like soccer. I like baseball.

②好きなスポーツを書いてみよう ③好きな教科を書いてみよう

My birthday is March 16th.



My birthday is 〜
（１）４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
書き写す。
書き写す。
書き写す。
（２）好きな動物を書いて、書いた (2)好きなスポーツを書いて、書 (2)好きな教科を書いて、書いた (2) 自分の誕生日を書いて、書
ものを見ながらペアで伝え合
いたものを見ながらペアで伝
ものを見ながらペアで伝え合
いたものを見ながらペアで伝

I like cats. I like dogs.

①好きな動物を書いてみよう

Unit 1
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（



(文科省ワークシート：Unit2-5)

ものを見ながらペアで伝え合
う。

(1)４本線を意識しながら、見本を



It’s delicious. It’ sweet.

④味を書いてみよう

(文科省ワークシート：Unit2-4)

Hello. I’m (name). I like japan very much.
You can enjoy (hanami) in (spring).
We have (snow festivals). We have (sushi). It’s (delicious).
We have (shogi). We have (kabuki).

⑦⑧ガイドブックを書こう

(文科省ワークシート：Unit2-3)

(1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
書き写す。
(2) 味を書いて、書いたものを見
(2)日本の食べ物を書いて、書い
ながらペアで伝え合う。
たものを見ながらペアで伝え
合う。



We have sushi.
We have osechi.

③日本の食べ物を書いてみよう

(文科省ワークシート：Unit2-6)

(福生版ワークシート：Unit2-1)

（４）ガイドブックを完成させて、書いたものを見ながらペアで伝え合う。

（３）第７時で書いたガイドブックに絵を描いて、完成させる。

いたものを見ながらペアで伝 （２）ガイドブックを書いて、書いたものを見ながらペアで伝え合う。
第８時
え合う。

We have shogi.
We have kabuki.
We have kendama.
We have gagaku .
(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
第７時
書き写す。
書き写す。
(2)日本の遊びを書いて、書いた (2)日本の伝統文化を書いて、書 （１）書きためたものを書き写す。

①楽しめる日本の季節行事を書い ②日本のお祭りを書いてみよう
てみよう
We have snow festival. We
You can enjoy hanami in
have bonodori.

spring. You can enjoy setsubun
(1)４本線を意識しながら、見本を
in winter.
(1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
書き写す。
(2)日本のお祭りを書いて、書い
(2)季節の行事を書いて、書いた
たものを見ながらペアで伝え
ものを見ながらペアで伝え合
合う。
う。
(文科省ワークシート：Unit2-1)
(文科省ワークシート：Unit2-2)


⑤日本の伝統的な遊びを書いて ⑥日本の伝統文化を書いてみよ
みよう
う

Unit 2
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a computer
(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

(1)４本線を意識しながら、見本を書き

My (violin) is old.
I (want) a new (violin).
I (eat) (fish).
I (like) (fish).

I like (carrots).

I want (sweet) (bananas).

I study (English).

(1)４本線を意識しながら、見本を書き

(福生版ワークシート：Unit3-6)

のを見ながらペアで伝え合う。

アで伝え合う。

(福生版ワークシート：Unit3-5)

た文をワークシートに書く。書いたも

(1)今まで練習してきた表現に形容詞を入れ

を入れる。書いたものを見ながらペ

(2)カルテットについて書いて形容詞

I (want) fresh (fish).

I play the (violin).

I eat (fish).

写す。

⑥自己紹介の内容を書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit3-2)

書いたものを見ながらペアで伝え合う。

⑤カルテットの紹介文を書いてみよう

(福生版ワークシート：Unit3-1)

を見ながらペアで伝え合う。

(2)好きなものを書いて、書いたもの
(2)欲しいものや持っているものなどを書いて、

(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

racket, a kendama, books, a watch

dogs, cats, a dog, a cat,

写す。

education

a badminton racket, a table tennis

cream, chocolate, peaches, fish,

(福生版ワークシート：Unit3-7)

伝え合う。

ワークシートに書く。グループで

入れた文を使ってクイズを作り、

(1)今まで練習してきた表現に形容詞を

I'm (a robot).

can (fry). I have (a miracle pocket).

I have (a bell). I like (dorayaki). I

Who am I?

⑦Who is this? Quiz を作ろう

(福生版ワークシート：Unit3-3)

で伝え合う。

(2)時間割を書いて、書いたものを見ながらペア

arts and crafts, calligraphy, moral

English, P.E., music, home economics,

science,

a soccer ball, a baseball bat,

cake, spaghetti, pizza, sushi, ice

Japanese, math, social studies,

I study (English). I have (music).

③時間割について書いてみよう

I want (a dog). I have (books).

いて書いてみよう

②欲しいもの、持っているものなどにつ

apples, bananas, carrots, nuts,

I like (fish). I eat (nuts).

①好きなものについて書いてみよう

Unit 3

(福生版ワークシート：Unit3-4)

(福生版ワークシート：Unit3-8)

４本線を意識しながら、書き写す。

(1)“STORY TIME”のカズの紹介文を、

He can play in the sun and the rain.

He can jump high.

He can run fast.

I like kenji.

It's fun.

I like to watch rugby.

⑧”Kazu”の紹介文を書き写そう

う。

書いたものを見ながらペアで伝え合

(2)本単元既習の表現、単語を書いて、

写す。

(1)４本線を意識しながら、見本を書き

(fish), I study (English).

I want (a dog). I have (books). I like

のや時間割について書いてみよう

④好きなもの、欲しいもの、持っているも
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bookstore/ park

have (a library).
(books). I want (a library).
(1)今まで練習してきた「地域にあ

station/ library/ swimming pool/

department store/ amusement park/

convenience store/ aquarium/ hospital/

(福生版ワークシート：Unit4-2)

(文科省ワークシート：Unit4-4)



文をワークシートに書く。

(2)好きなことと、欲しい施設を書いて、書い

たものを見ながらペアで伝え合う。

ない施設」と「好きなことと、欲しい施

ことと、欲しい施設」ついての

(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

(福生版ワークシート：Unit4-3)

設」ついての文をポスターに書く。

(1) 今まで練習してきた「地域にある施設、

る施設、ない施設」と「好きな

(a library).

(a library). I like (books). I want

We have (a park). We don't have

bookstore/ park



We have (a park). We don't

I like (books). I want (a nice library).
I like

う

(Fussa) is nice.

よう

(Fussa) is nice.

⑦町を紹介する文をポスターに書いてみよ

(福生版ワークシート：Unit4-1)

⑥町を紹介する文を書いてみよう

(文科省ワークシート：Unit4-2)



⑤好きなことと、欲しい施設について書いてみ

(文科省ワークシート：Unit4-1)



いたものを見ながらペアで伝え合う。

ものを見ながらペアで伝え合う。





(2)地域にある施設、ない施設を書いて、書

(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

(2)地域にない施設を書いて、書いた

写す。

hospital/ bookstore/ park

station/ library/ swimming pool/



見ながらペアで伝え合う。

(2)地域にある施設を書いて、書いたものを
(1)４本線を意識しながら、見本を書き

convenience store/ aquarium/

store/ aquarium/ hospital/

bookstore/ park

(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

department store/ amusement park/

amusement park/ convenience

convenience store/ aquarium/ hospital/

(a library).

pool/ department store/

department store/ amusement park/

We have (a park). We don't have

う

③地域にある施設、ない施設を書いてみよ

station/ library/ swimming

We don't have (a library).

②地域にない施設を書いてみよう

station/ library/ swimming pool/

We have (a park).

①地域にある施設を書いてみよう

Unit 4

(文科省ワークシート：Unit4-3)

(福生版ワークシート：Unit4-4)

を、４本線を意識しながら、書き写す。

（１）“ＳＴＯＲＹ TIME”のカズの紹介文

A big frog on a log and a jogging dog.

pond.

I usually jog with my dog around the

I can see a big frog on a log.

Frogs live in the pond.

We have a pond in our town.

⑧”Kazu”の紹介文を書き写そう



がらペアで伝え合う。

(2)欲しい施設を書いて、書いたものを見な

(1)４本線を意識しながら、見本を書き写す。

hospital/ bookstore/ park

park/ convenience store/ aquarium/

department store/ amusement

station/ library/ swimming pool/

I want (a library).

④欲しい施設について書いてみよう
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(1)４本線を意識しながら、見本を


I went to the sea. It was fun.



I ate yakisoba. It was delicious.

(文科省ワークシート：Unit5-2)

(文科省ワークシート：Unit5-3)

(文科省ワークシート：Unit5-5)

(2)夏休みにしたことと、その時
の感想を書いて、書いたものを
見ながらペアで伝え合う。








(福生版ワークシート：Unit5-1)

(1)４本線を意識しながら、見本を (1)今まで練習してきた夏休みの思い出についての日記を書く。
書き写す。
(2)絵日記のように絵を書いたり、イラストを貼り付けたりする。



⑤夏休みにしたことと、その時の ⑥⑦夏休みの思い出日記を完成させよう
感想を書いてみよう
I went to the sea. It was fun.
I enjoyed fishing.
I ate yakisoba. It was delicious.
It was exciting.
I enjoyed fishing. It was exciting.

(文科省ワークシート：Unit5-1)

(文科省ワークシート：Unit5-4)

書き写す。
(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
(2)行った場所を書いて、書いた
書き写す。
書き写す。
書き写す。
ものを見ながらペアで伝え合 (2)行った場所の感想を書いて、 (2)行った場所と、その時の感想 (2)食べたものと、その時の感想
う。
書いたものを見ながらペアで
を書いて、書いたものを見なが
を書いて、書いたものを見なが
伝え合う。
らペアで伝え合う。
らペアで伝え合う。

It was fun.

②行った場所の感想を書いてみよ ③行った場所と、その時の感想を ④食べたものと、その時の感想を
う
書いてみよう
書いてみよう



I went to the sea.

①行った場所を書いてみよう

Unit 5

269

I like Japan.
Do you want to watch table tennis?



③観たいスポーツを尋ねる時の ④観たいスポーツを書いてみよう
文を書いてみよう
I want to watch badminton.

I am good at tennis.
Do you want to watch para swimming?
I want to watch soccer.
What sports do you want to watch?

(文科省ワークシート：Unit6-5)

見ながらペアで質問し合う。

(福生版ワークシート：Unit6-1)

(1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
(2)どのスポーツを観たいか尋ね (1)今までの表現を読み、４本線を意識しながら見本を書き写す。
る時の文を書き、書いたものを (2)今までの表現を使ってペアでやり取りをする。

What sports do you want to watch?

時の文を書いてみよう

⑤どのスポーツを観たいか尋ねる ⑥⑦観たいスポーツについてスピーチを完成させよう

(2)得意なスポーツを書いて、書
書き写す。
書き写す。
(2)観たいスポーツを書いて、書
いたものを見ながらペアで伝 (2)好きな国の名前を書いて、書 (2)観たいスポーツを尋ねる時の
いたものを見ながらペアで伝
え合う。
いたものを見ながらペアで伝
文を書き、書いたものを見なが
え合う。
え合う。
らペアで質問し合う。
(文科省ワークシート：Unit6-1)
(文科省ワークシート：Unit6-4)
(文科省ワークシート：Unit6-2)
(文科省ワークシート：Unit6-3)

(1)４本線を意識しながら、見本を


(1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。



I am good at tennis.

①得意なスポーツを書いてみよう ②好きな国を書いてみよう

Unit 6
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Was it fun? Was it nice?



I enjoyed dancing.







I enjoyed reading books.

My best memory is my ~.
I enjoyed ~. Was it fun?
We went to ~. We saw ~.

⑦今までの表現を読んだり書いた
りしてみよう

(文科省ワークシート：Unit7-3)

(文科省ワークシート：Unit7-5)

(文科省ワークシート：Unit7-6)

(文科省ワークシート：Unit7-8)

書き写す。
書き写す。
意識しながら見本を書き写す。
(2)行った場所を書き、書いたも (2)見たものを書き、書いたもの (2)今までの表現を使ってペアで
のを見ながらペアで伝え合う。
を見ながらペアで伝え合う。
やり取りをする。

(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)今までの表現を読み、４本線を

We saw many animals.

⑥見たものを書いてみよう

⑤行った場所を書いてみよう

We went to the zoo.

(文科省ワークシート：Unit7-2)

(文科省ワークシート：Unit7-1)

(文科省ワークシート：Unit7-4)

(1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を (1)４本線を意識しながら、見本を
書き写す。
書き写す。
書き写す。
書き写す。
(2)小学校生活の思い出を書い (2)楽しかったことを思い出して (2)感想を尋ねる時の文を書き、 (2)楽しかったことを思い出して
て、書いたものを見ながらペア
文を書いて、書いたものを見な
書いたものを見ながらペアで
文を書いて、書いたものを見な
で伝え合う。
がらペアで伝え合う。
質問し合う。
がらペアで伝え合う。



My best memory is
Mochi Making Festival.

①小学校生活の思い出を書いて ②楽しかったことを思い出して文 ③感想を尋ねる時の文を書いてみ ④楽しかったことを思い出して文
よう
みよう
を書いてみよう
を書いてみよう

Unit 7
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recorder / kendama

skating / singing songs

computer programmer / lawyer / photographer

chef / carpenter / fisherman / cartoonist /

(文科省ワークシート：Unit8-2)





(福生版ワークシート：Unit8-1)

する。

（２）書き写したものを見ながら発音

(文科省ワークシート：Unit8-5)

（２）完成したスピーチ原稿を読むながら、スピーチの練習をする。

(1)それまで練習してきた表現を使って、スピーチ原稿を完成させる。



What do you want to be? Thank you.

I study hard.

I like ～.

I want to be a/an ～.

(1)なぜその職業に就きたいのか、英

文を書き写す。

（基本例文）

I like ～ing.



(文科省ワークシート：Unit8-3)

⑤就きたい職業の理由を書く練 ⑥⑦将来の夢についてのスピーチ原稿を完成させよう
習をしよう

(文科省ワークシート：Unit8-1)

んで書き写す。




(文科省ワークシート：Unit8-4)

表現する。

(1)４本線を意識しながら、職業の



(1)語と語の間を意識しながら What (1)スポーツや楽器の名前をなぞる。 (1)職業の名前をなぞる。
英語をなぞる。
do you want to be?を書き写す。 (2)なぞったものから、一つ選んで４ (2)自分の就きたい職業について”I
(2)なぞったものを見ながら発音
(2)動名詞をなぞり、その中一つ選
本線の中に正しく書き写す。
want to be a/an ～. “を書いて
する。



basketball / tennis / piano /

(I’m good at) cooking / swimming /

/ vet / baseball player

I want to be a/an singer / astronaut / sushi

③得意なスポーツ・楽器を書く練 ④就きたい職業について書く練習
習をしよう
をしよう
(I’m good at) playing baseball /

得意なことを書く練習をしよう

②就きたい職業について聞く表現や、

artist / zookeeper / florist / cook What do you want to be?

teacher / soccer player / doctor /

①職業を英語で書く練習をしよう

Unit 8
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Drama Festival / Volunteer Day

/ computer club

語をなぞる。
る。



(福生版ワークシート：Unit9-2)

～.を書き写す。

～.を書き写す。

(文科省ワークシート：Unit9-1)

いて書き、ペアで伝え合う。



I want to enjoy ～.

(1)４本線を意識し,語と語の感覚に



(文科省ワークシート：Unit9-4)

ペアで会話をする。

(2)４時間目に書いた表現も使って、

want to join?を書き写す。


(文科省ワークシート：Unit9-6)

（２）完成したスピーチ原稿を読むながら、スピーチの練習をする。

(1)それまで練習してきた表現を使って、スピーチ原稿を完成させる。

What club do you want to join?

I want to join ～.



気を付けながら、Ｗｈａｔ do you

(基本例文)




(文科省ワークシート：Unit9-2)

いて書き、ペアで伝え合う。

(2)実際に自分が入りたい部活につ (2)実際に自分が楽しみな行事につ

気を付けながら、I want to enjoy

気を付けながら、I want to join

What club do you want to join?

練習をしよう



I want to enjoy ～.

く練習をしよう

(1)４本線を意識し,語と語の感覚に (1)４本線を意識し,語と語の感覚に



I want to join ～.

を書く練習をしよう

⑤入りたい部活を尋ねる表現を書く ⑥⑦中学校生活についてのスピーチを完成させよう

(福生版ワークシート：Unit9-1)



んで４本線に正しく書き写す。

(2)なぞったものの中から一つを選 (2)なぞったものを見ながら、発音す

語をなぞる。

(1)４本線を意識しながら、職業の英 (1)４本線を意識しながら、職業の英



/ School Trip / Music Festival /

science club / brassband / chorus



Sports Day / Graduation Ceremony

しよう

②中学校の行事を英語で書く練習を ③自分が入りたい部活を伝える表現 ④中学校で楽しみな行事を英語で書

/ dance team / kendo club /

basketball team / volleyball team

①部活を英語で書く練習をしよう

Unit 9

6 落語について説明しよう！

F4 U 8-3,4,5

5 昔遊びのやり方を教えよう！

1 行き先を案内しよう！

3 好きなアニメについて話そう！

5 昔遊びのやり方を教えよう！
3 好きなアニメについて話そう！

5 昔遊びのやり方を教えよう！

F5 U5-2,3,4

F5 U6-5,6,7,8
第6学年

F6 U1-1,

F6 U1-6
F6 U3-2,3,7

F6 U3-8

第5学年

6 落語について説明しよう！

3 好きなアニメについて話そう！

Welcome to Tokyo

Can you do kendama tricks? Yes, I can. / No, I can’t.

Can you do kendama tricks? Yes, I can. / No, I can’t.
Do you like Japanese animation? / Yes, I can.

Do you like Japanese animation? / Yes, I can.

Where do you want to go? I want to go to Tokyo Tower.

Can you do kendama tricks? Yes, I can. / No, I can’t.

What’ that? / It’s a sensu.

What’ that? / It’s a sensu.

Do you like Japanese animation? / Yes!

英語表現

Welcome to Tokyo 対応表

F4 U 4-2,3,4,5

第4学年

F3 U 4-3,4,5

第3学年

福生型指導案
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① 授業は HRT が行う。
② 児童への指示は原則として英語で行う。
③ 難しい表現は ALT を活用する。
④ 授業の初めと終わりは HRT が英語であいさつをする。
⑤ HRT と ALT との英語によるデモンストレーションを
児童に見せる。
⑥ 安易に日本語に訳さない。
⑦ 絵や画像、実物などを用いて、児童に視覚的、
直観的に理解させる。
⑧ 児童の英語による活動の時間を十分に確保する。
⑨ 単元の終わりには、児童が表現したいことを伝える
活動を行う。
⑩ すべての学年段階で文字を示し、
「読むこと」
「書くこと」への興味を育てる。
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① Be the main teacher.
② Instruct students in English.
③ Ask an ALT for help when you want to use difficult
English phrases.
④ Greet students in English at the beginning and at
the end of the class.
⑤ Demonstrate to the students in English with the
help of an ALT.
⑥ Don’t translate everything into Japanese easily.
⑦ Use pictures or real objects to let the students
understand without using Japanese.
⑧ Give the students enough time to use the English
phrases that they have just learned in class.
⑨ Let the students use English freely at the end of
the class.
⑩ Show the students English words and phrases to
get them interested in reading and writing in
English.
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STs

It’s Friday.
It’s May 11th.
It’s sunny.
Yeah!

What’s the date today?

How is the weather today?

Okay, you all did a great job!
Now let’s start today’s lesson.

I’m fine (good, okay…),
thank you. And(how are)you?

Good morning. Mr. (Ms.) ～.

Now I will ask you something.
What day is it today?

I’m fine, too. Thank you.

How are you today?

Hello.
Good morning (afternoon),class!

HRT

授業のはじまり

See you next time!

Thank you, class.

That’s all for today.

You all did a great job today.

See you, Mr. (Ms.) ～.

STs

今日の目標表現を使ったやりとり ALTと担任 or 担任(ALT)と児童

Today we have learned （今日の目標表現）.

I think it’s almost time.

HRT

授業のおわり

Go (Get) back to your seat.自分の席に戻ってください。

 準備はいいですか。

 ～の後に繰り返してください。

 手を挙げてください。

Look at ～.

Listen to ～.

Are you ready?

Repeat after ～.

Raise your hand.

Be quiet.

Let’s practice ～.

Any volunteers?

3

4

5

6

7

8

9

10

11



誰か手伝ってくれる人はいますか。

 ～を練習しましょう。

 静かにしてください。

 ～を聴いてください。

 ～を見てください。

 座ってください。

Sit down.

2

 立ってください。

Stand up.

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

 ～を始めましょう。

 よくできました。

教科書の～ページを開けてください。

Open your textbooks to page ～. 

 はいどうぞ。

 いくつですか。

Here you are.

How many?

Talk with your partners.パートナーと話してください。

Good job!

名前を書いてください。

今日はこれで終わりです。

Please write your name.

That’s all for today.

 ゲームをしましょう。

 ～を読みましょう。

Let’s play a game.

Read ～.

Let’s begin (start) ～.
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