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第５学年外国語活動（英語活動）学習指導案 
  平成２３年○月 ○○日（○）第○校時 

○○小学校 第５学年○組 計○○名 
ＨＲＴ（学級担任） ○○ ○○ 

ＡＬＴ ○○ ○○ 
 

１ 単元名   自己紹介をしよう 

 

２ 単元の指導目標 （１）積極的に英語で好き嫌いを尋ねたり、答えたりする。 
（コミュニケーション） 

           （２）日本語には様々な英語が起源の言葉（外来語）があることに気付く。 
（言語や文化に関する気付き） 

           （３）英語で自分の好き嫌いを含めて相手に伝えたりすることを楽しむ。 
（外国語への慣れ親しみ） 

 
３ 語い・表現 

  Do you like～？ Yes,I do./No,I don’t.  I like～. 
    Greenpepper ,carrot,potato,tomato,corn,cucumber,eggplant,watermelon,apple,banana, 
  peach,grape 

 
４  教材・教具 
   絵カード(提示用とビンゴ用)、歌詞カード、ビンゴカード、CD 
 
５ 単元の評価規準 

 ア コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 イ 外国語への慣れ親しみ ウ 言語や文化に関する 
気付き 

単
元
の 

評
価
規
準 

好き嫌いを表す表現を知り、

積極的に英語を使い、好き嫌

いを尋ねたり、答えたりして

いる。 

好き嫌いを表す単語を聞き、好き

嫌いを尋ねるや基本的な表現を使

っている。 

外来語と英語との音の違いに気

付き、文化の違いに興味をもつ。 

単
元
に
即
し
た 

具
体
的
な
評
価
規
準 

①好き嫌いを表す表現を知

り、自分の好きなものを含

めて、自己紹介をしようと

する。 
②積極的に、好き嫌いを尋ね

たり、自分の好き嫌いを伝

えようとしたりする。 

①分の好き嫌いを表す単語を聞い

て繰り返す 
②好き嫌いを尋ねる表現を使って

いる。 

①外来語と英語の音の違いに気

付き、ゲームを通してその違

いを楽しむ。 
②ALTと好き嫌いを尋ね合う中

で、文化の違いに興味をもつ。 
 

 
６ 指導観  
(1) 単元について 
 本単元では、すでに学習した「自分の名前」に、「自分の好きなもの」を加えた自己紹介をしたり、 
積極的に友達の好き嫌いを尋ねたり答えたりする態度の育成をねらいとしている。高学年になると 
人前で自信をもって話すことが難しくなる傾向があると言われるが、人前で表現したりすることが

得意でないと思っている児童にも、「自分」の好みを表現する活動を通して、自己表現する喜びを味

わい、友達の好みを聞く活動を通してコミュニケーションを深めてほしいと願っている。 
好きなものは、児童にとって身近な食べ物、飲み物、動物、スポーツに限定する。さらにその中 

で扱う語は、児童がすでに外来語等として触れたことのある語を取り上げる。 
 そして、外来語とそのもとになる語とを比較させ、発音は似ていても、正しくは日本語と英語で

はその音に違いがあることに気付かせ、インタビューやゲーム等で繰り返し触れる中で、自然と聞

いたままに言えるように指導していきたい。 
  

外国語活動 

語彙・表現 

 本単元で主に使う表

現や単語を示す。 

教材・教具 

視聴覚教材を積極的

に活用する。使う目的

や実態に応じたものを

選択する。 

単元について 

 学習指導要領解説等

により、単元がもつ教育

的意義や児童に身に付

けさせたい能力を明ら

かにし、具体的に記述す

る。 

ＨＲＴとＡＬＴ 

 ＨＲＴが指導の中心

となる。ＡＬＴを有効に

活用する。 

外国語活動の指導計画作成の基本的な考え方について 

外国語活動は、外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、

外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことを目標としている。 
指導計画作成にあたっては、学年ごとの目標を児童や地域の実態に応じて適切に定めるとともに、言語や文化については体験的な理解を図

ることとし、指導内容が必要以上に細部にわたったり、形式的になったりしないようにする。そして、指導計画の作成や授業の実施にあた

っては、学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が行う。 
また、外国語活動における道徳教育の指導においては、学習活動や学習態度への配慮、教師の態度や行動による感化とともに、外国語を通

じて、言語や文化に体験的に理解を深め、日本人としての自覚をもって世界の人々と親善に努めることにつながることを明確に意識しなが

ら、適切な指導を行う必要がある。 
 

評価規準 

 単元の目標を踏ま

え、学習活動に即して

具現化し、実際の授業

で活用できるように設

定する。その際、「～が

できる」などのスキル

のみを観点とせず、関

心・意欲・態度等を観

点とするようにする。 

単元名 

活動内容を想起するこ

とができ、児童が興味関

心をもつことができるよ

うに表す。 

指導目標 

 外国語活動の３本柱

について記載する。 

東京教師養成塾作成 
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(2) 児童の実態について 
 １学期は基本的な挨拶や数字の歌、クイズ、ジェスチャーなど様々な活動をしてきた。４月当初 
は、ALTとのやりとりに緊張している児童もいたが、現在では、語いは多くないものの、自分の知

っている言葉を使い、身振り手振りや表情によって意思を伝えようとする姿が見られるようになっ

た。２人組の活動の時間も相手の話をしっかり聞いたり、思いを相手に伝えたりしようとする児童

も多いが、全体の前で発表することを恥ずかしがり、表現しない児童もいる。そこで、まず、教師

自身が英語を楽しもうとし、英語を学ぶモデルとなるようにする。      
また、ペア活動やグループ活動などをとおして表現する機会を増やすことによって、子供たち自

身が自信をもち、英語を楽しみながら進んで発言しようとする姿勢を育てていきたい。 
 
７ 指導計画（４時間扱い） 
時数 学習活動 評価規準（評価方法） 
１ ・友達の好き嫌いを尋ね、自分の好き嫌いを表現する 

 先生の好き嫌い、key word game、タッチゲーム 
ウ－①、ウ－①（観察・発言） 

２ ・自分の好き嫌いを相手に伝える 
好きなものベスト３ 

イ－①、イ－②（観察・発言） 

３ ・友達に好き嫌いを尋ねる 
 Yes,Noクイズ、ビンゴゲーム 

 ア－②（観察・発言） 

４ ・自分の好きなものを含めて自己紹介する 
 自己紹介、私は誰でしょうクイズ 

ア－①（観察・発言） 

 
８ 本時の指導（全４時間中の第３時間目）  

(1) ねらい 

積極的に英語で好き嫌いを尋ねたり、答えたりする。 
 
(2) 展開 

活        動 過

程 
児童 students 学級担任 HRT 英語助手 ALT 

● 留意点 ・教材 
☆評価の観点と方法 

あ

い

さ

つ 

・挨拶をする。 
Hello,Mr./Ｍs.～ 

I ’ m fine,thank 

you.And you? 

・ 全体に挨拶をする。 
Hello,everyone. 
How are you? 
I’m fine. 

・児童に対し、個別にHow are you?と聞く。 

●リラックスして授

業に入ることがで

きるよう笑顔で挨

拶をする。 
●しっかりと声に出

して挨拶できたこ

とを褒める。 
導

入 
・歌を歌う。（３回） 

(If you’re happy 
and know it ,clap 
your hands.) 

・単語を振り返る。 
(12種類の野菜) 

・歌を歌いながら、ジェ

スチャ―の見本をみせ

る。 
Let’s sing a song. 

 
・絵カードを提示しなが

ら、児童とともに発音

する。 

・歌を歌いながら、学級

担任とともに、ジェス

チャーの見本をみせ

る。 
・学級担任の指示を受け

ながら、絵カードの単

語を発音する。 

・絵カード 
●歌は正確に歌うこ

とを目的とするの

ではなく、楽しむこ

とを目的とするよ

うにする。 
●単に繰り返すので

なく、絵カードを提

示する速さを変え

る。 
☆指導者に続き、積極

的に発言しようと

している。 
(ア－① 観察) 

児童の実態について 

 本単元にかかわる既習

事項の習熟の状況や児童

の興味・関心などの実態

や育てたい児童像等を記

述する。 

指導に当たっての配慮事項 

ア 児童の発達の段階を考慮した表現を用い、児童にとって身近なコミュニケーションの場面を設定すること。 
イ 音声面を中心とし、アルファベットなどの文字や単語の取り扱いについては、児童の学習負担を配慮しつつ、音声による

コミュニケーションを補助するものとして用いること。 
ウ 言葉によらないコミュニケーションの手段もコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ、ジェスチャーなどを

取り上げ、その役割を理解させるようにすること。 
エ 外国語活動を通して、外国語や外国の文化のみならず、国語や我が国の文化についても併せて理解を深めることができる

ようにすること。 
オ 外国語でのコミュニケーションを体験させるにあたり、主として次ページ下に示すようなコミュニケーションの場面や働

きを取り上げるようにすること。 
 

指導計画 

 児童や地域の実態に応

じて、児童が進んでコミ

ュニケーションを図りた

いと思うような、興味･関

心ある題材や活動を計画

する。また、他教科等で

得た知識や体験などを生

かして活動を展開する。 

ねらい 

 本時の学習をとおして

児童に身に付けさせたい

能力や指導のねらいを明

確に設定する。 
 

本時の展開 
 ＨＲＴが中心となり授

業を展開する。具体的な

活動場面でＡＬＴを有効

に活用する。 
 事前に、ＨＲＴとＡＬ

Ｔの役割や分担を明確に

しておくことが重要であ

る。 
〈挨拶・導入〉 

 前時までの学習を思い

起こし、楽しい雰囲気で

授業をスタートさせる。

導入の段階でも、外国語

の音声やリズムに慣れ親

しませる。 



 
- 36 - 

展

開 
① 

・教師や児童が持って

いる野菜の絵カード

を Do you like~?の
表現を使い、質問し

Yes か No を予想す

る。 
【Yes/Noゲーム】 
・児童が提示者になる。 

・ゲームの仕方を説明し、

ALTとともに、デモン

ストレーションで示

す。 
Let’s play a game. 

 
 
・児童とALTの質問に対

し、Yes/Noで答える。 

・学級担任とともに、デ

モンストレーション

をする。 
Let’s say. 
Do you like~? 

 

・絵カード 
●ルールを理解し、ゲ

ームに参加できる

ように働きかける。 
 
☆積極的に、好き嫌い

を尋ねたり、自分の

好き嫌いを伝えよ

うとしたりする。 
(ア－② 観察) 

展

開

② 

・12枚のカードから9
枚のカードを選び、

BINGO カードを作

成する。 
・友達に好き嫌いを尋

ね、自分の好き嫌い

を表現し、Yes の答

えを探し BINGO を

完成させる。 
【BINGOゲーム】 
 

・ゲームの仕方を説明し、

ALTとともに、デモン

ストレーションで示

す。 
Lets play  
BINGO game. 

 
・児童とALTの質問に対

し、Yes I do.No,I don’t.
で答える。 

 

・学級担任とともに、デ

モンストレーション

をする。 
Do you like~? 

 

・絵カード 
・BINGOカード 
●Do you likeを使っ

て質問をするよう

に働きかける。 
●アイコンタクトの

大切さについても

指導する。 
☆積極的に、好き嫌い

を尋ねたり、自分の

好き嫌いを伝えよ

うとしたりする。 
(ア－② 観察) 

ま

と

め 

・振り返りをする。 
 
・挨拶をする。 

Good-bye.  
See you. 

・態度や気付きについて、

具体的に日本語で認め

ほめる。 
・挨拶をする。 

・児童の英語のよかった

ところを言う。 
・挨拶をする。 

See you. 
Good-bye. 

●次時の意欲につな

がるように、進んで

コミュニケーショ

ンをとろうとする

態度等、具体的に児

童の良かった点を

具体的に評価する。 
 
(3) 板書計画 

 

自己紹介しよう  

    

    

○ 

 

 

× 

 
 

板書 
 学習で使うカード類を

貼ることが多い。同じカ

ードを何回も使うので、

ラミネート加工し、黒板

に貼れるようにしておく

とよい。見て、すぐに分

かるもの（カラー）がよ

い。 
 

〈展開〉 

 単に言葉や表現を覚え

させるのではなく、児童

が実際に外国語を聞いた

り話したりするなどコミ

ュニケーションを体験す

ることをとおして、日本

語と外国語との違いや言

葉の面白さや豊かさに気

付くようにする。 
 また、目的に応じたゲ

ームを活用し、外国語の

音声やリズムに慣れ親し

ませることが大切であ

る。 
活動中には、ＨＲＴも

ＡＬＴも積極的に外国語

で児童を褒めるようにし

たい。 
〈まとめ〉 

 本時に学習したことを

確認する。また、意欲を

高めるために、具体的な

児童のがんばりを認め

る。 

〔場面の例〕 

(ァ) 特有の表現がよく使われる場面    ・あいさつ ･自己紹介 ・買物 ・食事 道案内 など 

(ィ) 児童の身近な暮らしにかかわる場面 ・家庭での生活 ・学校での学習や活動 ・地域の行事 ・子どもの遊び など 

〔働きの例〕 

(ァ)  相手との関係を円滑にする （礼を言う、褒める、丁寧表現 など） (ィ) 気持ちを伝える   (ウ) 事実を伝える   

(エ) 考えや意図を伝える （発表する）  (オ) 相手の行動を促す （道案内をする） 
 
                      言語活動の充実 

 外国語活動の目標を踏まえ、広く言語教育として、国語教育をはじめとした全ての教育活動と積極的に結びつけることが大

切である。日本語とは異なる外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませることで、言葉の大切さや豊かさに気付かせ、言語

の対する関心を高め、これを尊重する態度を身に付けさせることにつながるものであることから、国語力向上にも相乗的に資

するように教育内容を組み立てることが求められる。 

コミュニケーションの具体例 


