
              小学校 外国語活動指導案 

日時：平成 24 年○月○日 
対象：○○立○○小学校 

第 ６ 学 年 ○ 組 

 

１ 単元名 「I can swim. ～できることを紹介しよう～」 “Hi, friends! 2” Lesson3 
 

２ 単元の目標 

・積極的に「できること」を尋ねたり、自分の「できること」や「できないこと」を答えたりしようと

する。〔コミュニケーションへの関心・意欲・態度〕 

・「できる」「できない」という表現に慣れ親しむ。〔外国語への慣れ親しみ〕 

・言語や人、それぞれに違いがあることを知る。〔言語や文化に関する気付き〕 

           

３ 単元観 

本単元では、can を使って自信をもって自分の「できる」ことを言うことで、自己肯定感をもた

せたい。意味を理解しやすい内容ではあるが、自分の「できること」を発表するのは、他人を意識

したり、何をもって「できる」というかという感覚に違いがあったりして、なかなか「できる」と

言いづらい児童もいるのではないかと考えられる。そこで、指導にあたっては、「得意なこと」だ

けでなく、「経験したことがあること」も友達に伝えることを投げかけた上で活動に入る。そして、

決められた表現のみならず、これまでに学んだ表現や興味のある語句を進んで取り入れて表現させ

たい。動作・楽器・スポーツ以外に、けん玉やお手玉等の「遊び」を加えることで興味をもたせる。

自分の「できる」ことを紹介し、友達の「できる」ことを聞くことによってコミュニケーション能

力の素地を養ったり、お互いの違いを知り，その違いを認め合ったりするようにしたい。 

 

４ 教材・教具 

Hi,Friends!2、付属ＣＤ－Ｒ、電子黒板、振り返りカード、フラッシュカード、掲示用絵カード、

インタビューシート、ＣＤ、ＣＤデッキ、「わたしは誰でしょうクイズ」を作るための事前アンケー

ト 

 

５ 単元の評価規準（評価方法） 

観

点 

(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

 

評

価

規

準 

① 自分の思いを様々な表現方

法で伝えようとしている。 

② 積極的にあいさつをしたり

英語表現を使って質問した

り答えたりしようとしてい

る。 

 

① 動作を表す言葉や、「でき

る」「できない」という表現

を繰り返し聞いたり言った

りして慣れ親しんでいる。

（行動観察・振り返りカード） 

① 外国語の言語や文化の違い

に気付いている。 

② スポーツや楽器の名称は、

外来語が多いことに気付い

ている。 

（行動観察・振り返りカード） 



③ 身近な動作やスポーツ、音

楽、遊び等の「できる」「で

きない」という表現を使い

ながら楽しくゲームやクイ

ズに参加している。 

（行動観察・振り返りカード） 

 
６ 本単元における研究主題に迫るための手だて 

(１) 指導方法の工夫  

ア 自分の思いを選択して話す活動 

   単元の第３時、第４時の活動では、慣れ親しんできた語彙や表現を使い、自分の思いを入れて、

伝え合う活動を行う。この活動の中で児童は自己表現の力を高め、本当に自分の言いたいことが「言

えた」「伝わった」という満足感につながると考える。 

イ 全体から個へ 

     活動形態をクラス全体→クラス半分→列→ペア→個人のように段階的に設定することにより、児

童は少しずつ自信が生まれる。児童の不安を取り除くため、スモールステップを踏む。 

ウ  視聴覚教材や ICT の活用 

視聴覚教材や ICT を活用する利点は、言葉が使われる文脈、場面において、外国語を繰り返し提

示できることにある。また画像を伴うことで、話者の表情やシチュエーション等の情報も得ること

が可能になり、児童にとってより理解しやすくなる。ICT 機器を活用することは、児童の興味、関

心を高めるためにも有効である。 

 

(２) 指導内容の工夫 

授業の大まかな流れを黒板に表示することで、児童が見通しをもって活動に参加することがで

きるようにする。また、挨拶→表現の慣れ親しみ→状況設定を知る→ダイアローグを身に付ける

→アクティビティを楽しむ→振り返り→挨拶という基本的な流れを毎時間行うことにより、児童

が安心感をもって活動に取り組めるようにする。 

  本学級の児童で現在個人的に英会話を習っている児童はいない。また、６年生になってからは

羞恥心も出てきて昨年度以上に失敗を恐れる傾向が見られるようになった。この実態を踏まえ、

活動内容についてはハードルを上げずに「わかる・楽しい外国語活動」という視点を大切にして

いく。 

７ 児童の実態 

   （省略） 

 
 
 
 
 
 
 



８ 単元計画・評価計画（全４時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 主な活動内容 ●ねらい ○活動 評価規準[評価方法] 

１ ●動作を表す言葉や「できる」「できない」

という表現を知る。 

○動作や身近なスポーツについて、何ができ

るかできないかを尋ねたり答えたりする。

（活動１）キーワードゲーム 

（活動２）ジョーカーゲーム 

・外国語の言語や文化の違いに気付いている｡ 

･･･(ｳ)①

・スポーツの名称は、外来語が多いことに気付いて

いる。･･･(ｳ)③ 

・相手の話から「～できる」「～できない」の表現

を繰り返し聞いて慣れ親しむ。･･･(ｲ)① 

＜行動観察・振り返りカード＞ 

２ ●動作を表す言葉や「できる」「できない」

という表現に慣れ親しむ。 

○動作や楽器について、できるかできないか

尋ね、答える。 

 （活動１）リスニングクイズ 

（活動２）カード交換ゲーム 

・動作を表す言葉や、「できる」「できない」という

表現を繰り返し聞いたり言ったりして慣れ親しん

でいる。･･･(ｲ)① 

・身近な動作やスポーツ、音楽、遊び等の「できる」

「できない」という表現を聞いたり言ったりしな

がら楽しくゲームに参加している。･･･(ｱ)② 

＜行動観察・振り返りカード＞ 

３ 

本

時 

●自分の「できる」「できない」を伝えたり、

友達に質問したり答えたりする活動を通

して積極的にコミュニケーションを楽し

み、お互いを知ろうとする。 

○遊びや踊り、歌、料理等、自分が考えた質

問で、できるかできないかを尋ね、答える。

（活動１）インタビュータイム 

（活動２）私は誰でしょうクイズ 

・積極的にあいさつをしたり、習った英語表現を使

って質問したり答えたりしようとしている。 

 ･･･(ｱ)② 

・身近な動作やスポーツ、音楽、遊び等の「できる」

「できない」という表現を聞いたり言ったりしな

がら楽しくゲームに参加している。･･･(ｱ)③ 

＜行動観察・振り返りカード＞ 

４ ●自分のできることをショー・アンド・テル

の中で発表したり、友だちの発表を聞いた

りする。活動を通して積極的に交流する。

○ペア→グループ→全体で、６文のショー・

アンド・テルをする。既習のI like～.も

含めて自己紹介を行う。事前に絵や実物を

用意する。 

・自分の思いを様々な表現方法で伝えようとしてい

る。…(ｱ)① 

・動作を表す言葉や、「できる」「できない」という

表現を繰り返し聞いたり言ったりして慣れ親しん

でいる。…(ｲ)② 

＜行動観察・振り返りカード＞ 

 



９ 本時の指導（全４時間中の３時間目） 

（１） 本時のねらい 

自分の「できる」「できない」を伝えたり、友達に質問したり答えたりする活動を通して積極的にコ

ミュニケーションを楽しみ、お互いを知ろうとする。【国際コミュニケーションの素地】 

（２）本時の展開（指導過程） 

過
程
（
分
） 

 

児童の活動 

 

指導者の活動 

○ 留意点 

◎ 具体的な評価規準 

● 教材・教具 

導
入
（
５
） 

１ 挨拶をする。 

 Hello, everyone! 

友達と挨拶を交わす。 

２ 前時までの復習をする。 

 

 

３ 歌ったり、チャンツを言ったり

する。 

・全体に挨拶をする。 

・フラッシュカードを示しな

がら発音する。 

play basketball/ soccer, 

baseball/tennis, 

play the piano/recorder 

歌ったり、チャンツを言った

りする。 

○明るく、楽しく始めるこ

とで、クラスの雰囲気を

盛り上げる。 

●フラッシュカード 

●絵カード 

 

●CD 

展
開
Ⅰ
（
１５
） 

４ 音声教材を聞き、教師用絵カー

ドを見ながら言う。 

 

５ デモンストレーションを見て、

Can you の尋ね方、答え方に慣れ

親しむ。 

デジタル教材の画像を使って、ど

のような状況下での会話かを想像

し、ダイアローグを繰り返し言う。

６ アクティビティ１ 

（１）ワークシートの項目について、

できるかできないか尋ねる。 

※空欄には、尋ねたい項目を自分

で書く。 

（２）友達の答えを聞いて、「できる」

ときは◎、「できない」ときは

△記入する。 

・デジタル教材の画像を見

せ、発音する。 

cook a curry and rice 

swim Battarfly(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ) 

sing kouka（校歌）、 

dance nantyu-souran 

（南中ソーラン）  

・児童数名に質問する。 

Ａ：Hello！  

Ｂ：Hello！ 

Ａ：Can you～？ 

Ｂ：Yes, I can./ No, I can’t. 

Ａ：Thank you.   

Ｂ：Bye. 

○テンポよく発音し、音声

に慣れ親しませる。 

○ジェスチャーをつけた児

童を褒める。 

◎積極的に挨拶をしたり、

慣れ親しんだ英語表現

を使って友達に質問し

たり答えたりしようと

している。･･･(ｱ)② 

○次時に児童がショー・ア

ンド・テルで応用できそ

うな単語を取り上げる。

○アクティビティ１の後

に、コミュニケーション

の良かったところを具

体的に褒めて評価をす

る。 



展
開
Ⅱ
（
１８
） 

７ アクティビティ２ 

わたしは誰でしょうクイズ 

（１）代表者が前に出て、クラスメ

イトの名前と「できること」が書

かれたカードを引く。 

（２）カードの人物になりきって、

「できること」を話す。 

（３）誰であるかをみんなで当てる。

 

・アクティビティ２のやり方

を示す。 

A: I can swim. I can ski. 

 I can play kendama. 

Who am I? 

B: Are you Yumiko? 

A:  That’s right. 

◎自分の思いを様々な表

現方法で伝えようとし

ている。･･･(ｱ)① 

◎身近な動作やスポーツ、

音楽、遊び等の「できる」

「できない」という表現

を使いながら楽しくク

イズに参加している。 

･･･(ｱ)③ 

○児童がしっかりと聞くこ

とに集中するように、画

像を見せるタイミング

を遅らせる。 

ま
と
め(

７) 

８ 授業の感想を書いて発表する。

 

９ あいさつをする。 

 

・友達と今日の成果を認め合

えるようにする。 

Ｔ：That's all for today.  

See you !. 

Ｃ：See you! 

●振り返りカード 

○児童のよかった点につい

て具体的に伝える。 

 

（３）授業観察の視点 

外国語活動を通して、積極的にコミュニケーションを楽しみ、お互いを知ろうとすることができていたか。 

（主体的な学びへの支援：ICT の効果、見通しをもたせる手立て、スモールステップ、児童が自由に質

問を考えることができるインタビューカードの効果） 

 

 


