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１．はじめに
研究テーマ
児童生徒の英語力向上につながる小中連携をめざして

(1)茨木市の外国語教育の取り組み
今年度、本市の外国語教育では、≪「つけたい力」を明確にした授業づくり～場面設定
を工夫し相手意識をもたせたコミュニケーション活動で「確かな学力」を育成する～≫と
いうテーマのもと、以下の取り組みを中心に行っている。
A 小学校外国語活動の推進
今年度の本市小学校外国語活動では、≪場面設定を工夫し相手意識をもたせたコミ
ュニケーション活動で「確かな学力」を育成する≫というテーマに基づき、各小学校
の外国語活動推進担当者が、お互いの実践を交流したり市主催の研修に参加したりし
ながら、実践についての研究を深めている。また、市内を３ブロックに分け、それぞ
れのブロックから１校ずつ研究授業を行い、さらにその後の研究討議で議論を深める
ことにより、各校の実践に生かしている。
B 大阪府使える英語プロジェクトの実践研究
本市では、太田中学校区内の太田中学校・太田小学校が大阪府の使える英語プロジ
ェクト実践研究校になっており、今年度は３年プロジェクトの２年目にあたる。
太田小学校の≪「伝えたい」場の設定≫という目標と、太田中学校の≪実践的な活
用力の育成≫という目標が、小学５年生から中学３年生までの小中一貫の取り組みで
あるという意識をもちながら、連携会議の場をもち研究授業にも取り組んでいる。ち
なみに、太田小学校では１年生から外国語活動に取り組んでおり、１～４年生まで独
自にカリキュラムを編成している。
C 小学校における専科指導
今年度から、三島中学校区内の小学校（三島小学校、庄栄小学校、西河原小学校）
にて、三島中学校の外国語科教諭が外国語活動の専科指導を行っている。小学校での
専科指導の充実を図ることにより、小中連携だけでなく小小連携をも通じて、校区内
の縦横のつながりを深めている。
D 教職員研修
小学校外国語活動については、大阪成蹊大学の國方太司教授を講師としてお招きし、
夏休みに市内全小学校の外国語活動推進担当者が『Hi, friend!』の１部分を担当し、
短い模擬授業を行った。
中学校外国語については、関西大学の竹内理教授、関西外国語大学の中嶋洋一教授
のご指導ご助言のもと、目的・目標を明確にした授業づくりやリーディング指導、評
価のあり方についての研修を行った。

(2)今年度の本市教育センター言語教育所員会の取り組み
学習指導要領の改訂に伴い、小学校ではすでに昨年度から５、６年生に外国語活動が導
入されている。中学校では、今年度から外国語の授業時数が週３時間から４時間に増え、
教科書の内容もより一層充実したものになり、４技能（「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」）を
バランスよく育成することが求められている。
このような状況の中、昨年度の言語教育所員会では、小・中学校の教員がともに「小学
校５年生から中学校３年生までの５年間を通して、コミュニケーション能力を育成する」
という意識を持つために、小中連携を柱にして３つの主な取り組みを行った。
具体的な取り組み内容は、
①所員の所属校における公開研究授業と研究協議
②小学校外国語活動研修会（Ａ～Ｃブロックの研究授業と研究協議）への参加
③小学校６年生～中学校１年生１学期対象の「文字に慣れるワーク集」の作成
である。これらの取り組みにあたっては、特別講師である大阪成蹊大学の國方太司教授の
ご助言をいただいた。
これまでも、所員会では小中連携は常に大きなテーマとしてとらえていたが、実際に各
中学校区内での連携はというと、現状としてはなかなか具体的な行動へと移っていかない
状況が続いている。
そういった状況から、少しでも取り組みを前にすすめていくために、今年度の所員会で
は、まず(1)で挙げた B と C に注目し、それぞれの小中連携の取り組みを生かしながら進め
ていくことを考えた。よって、所員会のメンバー構成を太田中学校区、三島中学校区の小・
中学校の教員それぞれ１名ずつ計６名とし、所員会で集まるときには常に校区の教員と交
流をするという形にした。そして、講師に関西大学の竹内理教授をお招きし、ご指導ご助
言をいただきながら、大きく２つの取り組みを行った。
①両中学校区内の小中学校目標→外国語活動・外国語科目標→年間実践内容→指導案
の資料作成
②両中学校区の外国語活動、外国語科担当の教員による交流会
①については、各小中学校の外国語活動・外国語科が何をめざしているのかを明確にし、
小学校と中学校がお互いの目標を共有することで、それをお互いの実践内容に生かし、中
学校区内の子どもを小学校の教員と中学校の教員が共に同じ方向を向いて育てていくとい
う意識を持つことを目的として作成した。めざす子ども像が書かれている学校目標からス
タートし、各学年の外国語活動・外国語科の目標、そこから各学年でできるようになって
いることの整理をし、そのためにはどんな授業実践をしたらよいか、という流れになるよ
うに作成している。
②については、実際に中学校区内の外国語活動・外国語科担当の教員間で交流の場を持
つことで、具体的に小・中学校でどのような取り組みが行われ、連携のためには何が必要
かを共有し、実行していくことをねらいとした。交流会では竹内教授からも小中連携のた
めにできることを具体的に提示していただいた。また、各校管理職にも１名ずつご参加い
ただき、校区全体で取り組んでいく必要性や学校間の連携の意識も深まったように思う。
今後は、こういった所員会の取り組みをモデルとすることで、市内全体に発信し、他の
中学校区でも同じような交流が行えるようになることを期待している。

２．太田中学校

目標と実践

～ 「目標」を整理しよう ～
【学校教育目標】

支えあい、学びあい、高めあう

太田中

力を育成する。
・「聞く」「話す」「読む」「書く」「グラマリング」を統合的に活用した授業を
展開し、生徒の英語力を総合的に育む。

［太田中学校３年生の教科目標］

【２学期】
・日本文化、外国文化に関する英文を読んで理解することができる。また日
本文化を英語で紹介することができる。
・クラスメイトが発表した内容を聞いて理解し、共感できる。

［太田中学校２年生の教科目標］
【３学期】
・自分の興味のある外国について調べたこと、そしてその国についての自分
の考えや意見を英語で書き、またスピーチできる力を育む。
・クラスメイトの発表を聞いて理解共有できる力を育む。
【２学期】
・自分の夢についてスピーチ原稿作り、プレゼンテーショできる力を育む。
・クラスメイトの発表を聞いて理解し共有できる力を育む。
【１学期】
・自分から進んで読みや暗唱、発表に対して意欲的に取り組むことができる
力を育む。
・ペアーやグループ活動で協力しあえる力を育む。

◆

【１学期】
・「自分の好きなことば」について、スピーチをすることができる。
・「大切なこと」についてメッセージを伝えることができる力を育む。

具体的なイメージ

【３学期】
・自分の考えを伝えるために、書かれている文章の内容を理解できる。その
内容に対して英語で意見をいうことができる。
・社会で起きているさまざまな出来事に興味をもち、相手の意見を理解、尊
重して自分の意見を伝えることができる。

抽象的なイメージ

・中学校卒業段階で、自分の考えや意見を英語で正確に伝えることができる

◆

≪太田中学校の外国語（英語）における教科目標≫

［太田中学校１年生の教科目標］
【３学期】
・今まで習った表現を使って、友人の紹介をみんなの前で英語で行い、友人から
の質問に英語で答えられる力を育む
・be ～ing を理解し写真や絵を見て表現できる力を育む
・自分の典型的な一日を英語で話せる力を育む
・過去形を理解する
【２学期】
・ＳＶＯの文を理解し表現できる力を育む
・今まで習った表現を使って、自己紹介をみんなの前で英語でできる力を養う
・疑問詞を使った簡単な質問ができ、またそれに答える力をはぐくむ
・can を理解しできること、できないことを英語で表現する力を育む
【１学期】
・小学校で学んだ表現（口頭で言える力、聞いて判断する力）を再チェックする
・Alphabet26 文字を発音できる力を育む
・名詞や形容詞の書きとり練習を通して Alphabet に慣れさせる
・ＳＶＣ（Ａ＝B）の文を理解し表現できる力を育む

～ 「目標」から「できる」ことを整理しよう ～
≪太田中学校の外国語（英語）における教科目標≫
・中学校卒業段階で、自分の考えや意見を英語で正確に伝えることができる力を
育成する。
・「聞く」
「話す」「読む」「書く」
「グラマリング」を統合的に活用した授業を展開
し、生徒の英語力を総合的に育む。

太田中学校３年生が「できる」ようになっていること
【聞く】ゆっくり、繰り返し話されれば、話されていることを理解できる。
１．短い説明文を聞き、文章を理解することができる。
（例：さまざまな観光地の説明）
２．道案内
（例：Go straight and turn left at the second corner.）
３．自己紹介文を聞いて正確にメモをとることができる。
４．クラスメイトの意見を聞いて理解することができる。

【話す】身近な話題に関してやりとりをし、自分の考えや意見を言うことができる。
１．自分の好きなことばについて簡単なスピーチができる。
２．道に迷っている人に道案内ができる。
３．頼みごとをすることができる。 （例：Would you add this card to the box?）
４．相手を誘うこと （例：Why don’t we kick the ball around?）
６．申し出る （例：Shall I take your bag?）
７．クラスメイトに自分の意見を伝えることができる。

【読む】簡単な物語や身近なことに関する文章を理解することができる。
１．身近な話題についての簡単な読み物の内容が理解できる。
（スポーツ、音楽など）
２．日本や外国の文化に関する説明を理解することができる。
３．伝記などの英文を理解することができる。
４．偉人のメッセージを定められた時間で読むことができる。

【書く】自分の考えなどを、英語で書くことができる。
１．自己紹介の文章を書くことができる。
（名前、住んでいるところ、趣味など）
３．
「好きなことば」について、その理由とともに書くことができる。
４．日本の文化について、関係代名詞を使って５文程度で紹介することができる。
５．尊敬する人物について後置修飾を使って書くことができる。

太田中学校２年生が「できる」ようになっていること
【聞く】簡単な文や指示を理解することができる
＊「身近なこと」
１．簡単な自己紹介を聞いて、その内容を理解することができる。
（名前、住んでいるところ、家族）
２．簡単な文を聞いて、その内容を理解することができる。（例：I like dogs, but she likes cats.）
３．簡単な指示を聞いて、その意味を理解することができる。(例：Open your textbook./Close the door, please)
４．人や物の位置を聞いて、理解することできる。(例：The book is on the TV.)
５．クラスメイトのスピーチを聞いて理解できる。
【話す】簡単な文を使って話したり、質問をすることができる。
１．簡単な自己紹介をすることができる。
２．簡単な質問をすることができる。
３．相手の言うことがわからないときに、聞き返すことができる。(例：Pardon?/Could you speak more slowly?)
４．日付や曜日を言うことができる。
５．クラスメイトの前でスピーチができる。
【読む】簡単な文章や表示・掲示を理解することができる。
１．短い手紙（Ｅメール）を理解することができる。
２．イラストや写真のついた簡単な物語を理解することができる。
３．日常生活の身近なことを表す文を理解することができる。(例：Ken went to the park and played soccer with
his friends.)
４．公共の施設などにある簡単な表示・掲示を理解することができる。
（例：No Smoking/Closed/No Dogs）
５．教科書本文を WPM (Word Per Minute) 150 語と同程度の速さで読むことができる。
６．Talk & Talk のモデル文と本文のタイムトライアルにチャレンジできる。
【書く】自分のことや、調べたことについて簡単な文章を書くことができる。
＊「自分のことや、調べたこと」
１．名前、住んでいるところ、家族、趣味など簡単な自己紹介の英文が書ける。
２．食べ物、スポーツ、音楽など物ごとの「好き」
「嫌い」とその理由が書ける。
４．自分の夢や外国について５文以上の英作文を書くことができる。
５．文と文を接続詞をつなげて書くことができる。

太田中学校１年生が「できる」ようになっていること
【聞く】簡単な文や指示を聞きとり理解することができる。
１．授業中の先生の指示を英語で聞いて、理解し行動に移せる。
２．今日の天気、日付、曜日を質問されれば、きちんと答えることができる。
３．友達の自己紹介を聞いて、その内容を理解することができる。
【話す】簡単な文を使って話したり、質問することができる。
１．みんなの前で、簡単な自己紹介が英語でできる。
２．みんなの前で、簡単な友人の紹介が英語でできる。
３．友人に英語でインタビューできる。
４．友人のスピーチに対して、英語で質問できる。
５．対話中に、相手の言葉に相槌を打ったり、わからないときは聞き返すことができる。
（I see. Really? Let’s see … One more time, please. Sorry, I don’t know. など）
６．日付、曜日、天気など英語で言うことができる。
【読む】簡単な文章や表示・掲示を理解することができる。
１．短い説明文、物語や対話文を読んで理解できる。
２．短い手紙（E メール）を理解できる。
３．Talk & Talk のモデル文や問題文、教科書本文の暗誦や読みのタイムトライアルにチャレンジ
できる。
４．既習の単語を使った標識や看板などは理解できる。
【書く】自分のことや、調べたことについて簡単な文章を書くことができる。
１．自分や友達のことを紹介する文が書ける（ＳＶＣ、ＳＶＯ）
２．友人にインタビューする質問文が書ける（疑問詞）。
３．単語を並べ替えて正しい文を作って書くことができる。
４．肯定文を疑問文や否定文などに書きかえることができる。
５．主語の形を変えて与えられた文を書きかえることができる。

１学期実践内容
月

単

元

Talk and Talk 1, 3, 5

単元目標
現在完了形（継続、経験、完

太田中学校

３年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

モデル文暗唱

制限タイム以内で暗唱できる

書き取り

各単元を自学ノートに書いて

使用した語彙

了）を会話文の中で使う
４ 月

チェック
音読テスト
制限タイム以内で課題を達成
できる
Lesson 1 受動態の復習

受動態の復習
少し長い英文の読解

本文暗唱
単語スキルシートの配布

本文が暗唱できる

suggest, remind, importance,

状況を考えた一文が付け足せ

this year, one for all, all for one,

る

remind ~ of …, motto, eaten,
wear, wore, worn, taught,
winner, never, professional, lost,
accident, fighting, true, became,
match, encourage, powerful,

be known for ~, come true,

５ 月

think of ~, come across ~, quit,

We’re Talking 1

道案内

本文暗唱

地図を使って道案内ができる

fighting spirit, major league,
castle, street, left

道案内スピーキング
テスト（５段階評価）

提出物（１週間に２回の提出） furniture, designer, design,
・単語ノート

Lesson 2

現在完了（継続）を含む文章
の理解

本文暗唱

・補習ノート
・自学ノート

especially, since, I’ve, been, be,
lamp, grade, haven’t,
for a long time, desert,
grassland, wood, waterfall,
wave, island,
Nature, daily, midnight, shine,
Sweet, blueberry, care for ~,

Lesson 2

長文の内容理解

音読

長文の内容が理解できている

Ski, northern, light, Finn,

Q&A の問題を解く

かを Q&A 問題を使ってチェ

protect, continue, go ~ing,

本文暗唱

ック
本文暗唱と一文付け足し

matter, headache, nurse, kind,

It’s kind of you.
lucky, ever, forward, Europe,

６ 月

We are Talking 2

look forward to ~, prefecture,

２年の復習

snake, hey, poisonous, bite,
someone, bitten, they’ll, begun,

Lesson 3

現在完了（経験、完了）

英語落語（Web より）
“The zoo”
We’re Talking 3

丁寧な依頼文

hasn’t, Oh, dear., ouch, already,

本文暗唱

提出物

長文読解

・単語ノート

音読

・補習ノート

funny, character, joke, laughter,

長文読解

・自学ノート

I’m glad to ~, impress, spread,

習った表現を使い英語で「落

Q＆A 問題

peaceful, That’s true.

ち」を作る

英語で「落ち」を作れたか

依頼の表現

本文暗唱

done, interview, performance,
perform, performer, sit, cushion,

My pleasure.
chocolate, cake, anything,else,
would, add, box,May I help you?

Talk and Talk 11,12

Lesson 4

Anything else?

７ 月

モデル文暗唱

依頼の表現を使った会話がで

書き取り

きる

音読テスト

制限タイム以内で暗唱できる

The Atomic Bomb Dome, burnt,

call A B

暗唱

各単元を自学ノートに書いて

Embarrass, lunchbox, display,

make A B

Q&A の問題を解く

チェック

Upset, felt, be in shock, easy,

It ~ ( for A ) to …

提出物
・単語ノート

長文の内容理解

Building, destroy, tragedy, shock,

The burnt lunchbox, possible,
The crying people, impossible,
necessary, began, flash, drop,

・補習ノート

survive, elementary school, relay,

・自学ノート

runner, select, sick, sickness,

begin with ~, at least, hope to ~,
receive, crane, hopeful, sadly,
accept, death, statue, wish,
stand, send, get well, memorial,
Hiroshima Peace Memorial Park

２学期実践内容
月

単

元

単元目標

太田中学校

３年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

We’re Talking 4

Why don’t we ~?

提案するときの表現

本文暗唱 ｵﾘｼﾞﾅﾙｽｷｯﾄ

Let’s Read 1

too ~ to…

音読・速読

Read and Think

so ~ that…
Lesson 5

関係代名詞（主格・目的格）

暗唱

本文暗唱

長文の内容理解

日本文化を関係代名詞を使っ

that, who,which

て紹介する。
各国の生活様式の理解
本文暗唱
too ~ to…, so ~ that…を

８

組み合わせた会話ができる。

・

制限時間内で暗唱できる。

９
月

We’re Talking 5

Shall I ~?

Talk and Talk 18,33

too ~ to…,

so ~ that…

関係代名詞（主格）

申し出の表現

制限時間内の音読テスト

モデル文暗唱

提出物

書き取り

・単語ノート

音読テスト

・補習ノート
・自学ノート

使用した語彙
even, exercise, kick,deal,

No thanks.It’s a deal.
Why not?
flying, machine, copy, wing,
common, research, develop,
technology, object, bicycle,
cover, point, direction, smoothly,
technique, umbrella, helmet,
thousands of ~, in ~ direction,
streamline, lotus, tiny, simple,
clever, soft,inside, similar,
outside, come up with ~,
satellite,panel, fold, method,
beetle,discover, wisdom,
too ~ to …,so ~ that …,
almost, roof, collect, mat,solar,
comfortable, relax,writer,
architect, lawyer,carpenter,
politician,gather, gate, ceiling,
carport, round, entrance,
ground, floor, feature, energy,
connect, tent, individual,
connection, be made of ~, ride,
horse, fresh, husband, wife,
marry, suit,take down, put up,
get married, out of ~

Shall I～?Welcome to ~.
That’s a big help.
for now,
June

Lesson 6

後置修飾

暗唱

本文暗唱

アメリカの公民権運動の理解

長文の内容理解

尊敬する人物など、後置修飾
を使って説明する。
提出物

10

・単語ノート

月

・補習ノート
・自学ノート

We’re Talking 6

Would you like ~?

食べ物など丁寧にすすめる表

本文暗唱、スキット作り

現
King 牧師

状況を考えながらのスピーチ

抑揚をつけた表現

“I have a Dream”

スピーチ文暗唱
状況を考えた声の大きさ、抑
揚、発音

11

Lesson 7 GET

want 人 to ~

人に働きかけることば

間接疑問

月

会話文の中での使い方（抑揚
Talk and Talk 15,26,30,31

tell 人 to ~

モデル文暗唱

など）

ask 人 to ~

書き取り

制限時間内で暗唱できる。

want 人 to ~

音読テスト

制限時間内の音読テスト

間接疑問

提出物

後置修飾（動詞の ing 形）

・単語ノート、補習ノート

後置修飾（過去分詞形）

自学ノート

men, dark, side, Chinese,
French, German, Korean,
What about it?equal, American,
free, speech,make a speech,
courage, effort, friendship,
you’ve, teamwork, seat, driver,
through, law, act,give up ~,
movement, refuse, arrest,
support, anyone, got, boycott,
last, won, anywhere,
not～any more,fight for ~, Dr,
front, nation, skin, content,
able,in front of ~, not～but…,
be able to ~, judge, nearly, stood,
freedom, equality, president,
African-American
smell, fry, scramble,

How do you like～?
Would you like～?
even, though, face, root,
difficulty, deeply, nation, creed,
self-evident, slave, Georgia,
former, slave-owner, swelter,
brotherhood, injustice,
Mississippi, oppression,
transform, freedom, judge,
content, character,
abroad,should, both, I’d, aren’t,
would like to ~, Russia, order,
wonder, waste, reduce, reuse,
recycle, graduate, junior, senior,
high school, junior high school,
raise, myself, graduate from,
look for,by myself

Lesson 7 Read

自 分 が で きる 社 会 貢 献を 考

長文の内容理解

内容理解度を Q&A でﾁｪｯｸ
自分ができる社会貢献を英語

え、表現する。

で表現できる。

12

We’re Talking 7

Could you ~?

丁寧に依頼する表現

本文暗唱、スキット作り

Talk and Talk 13

how to ~

how to ~を含む会話表現

会話文の中での使い方（抑揚
など）

月
モデル文暗唱

制限時間内で暗唱できる。

書き取り
音読テスト

制限時間内の音読テスト
提出物
・単語ノート、補習ノート、
自学ノート

poor, young, candle, smoke,
cause, cough, money, windmill,
piece, project,keep ~ing, crop,
piece of, scrap, whole,
understood, company, provide,
distant
afraid, I’m afraid ~.

３学期実践内容
月

単

元

Lesson 8

単元目標

太田中学校

３年

重点指導事項（表現、文法等）

評価基準

how to ~

暗唱

本文暗唱

自分自身にとっての英語とは

まとまった英文の書き方

「自分自身にとっての英語と
は」を 40 語程度の英語で表現
できる。

１
月

We’re Talking 8

約束をする

Talk and Talk 28

The girl is a yellow ribbon ~.

約束をするときの英語表現

本文暗唱、スキット作り

モデル文暗唱

制限時間内で暗唱できる。

書き取り

ノートチェック

音読テスト

制限時間内の音読ﾃｽﾄ

・単語ノート
・補習ノート
・自学ノート
発音、アクセント

２

長文対策

月

まとまった英文を書く

入試対策
３
月

arrive, not ~ at all,
communication, citizen,
human rights, identity, feeling,
difference, step, clearly, simply,
globally, each other, person,
differently, slowly, at first
miss, promise, it’s,

keep in touch, Take care.
It’s time to ~.

提出物

入試対策

使用した語彙

長文対策
まとまった英文を書く

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

Lesson1

規則動詞、不規則動詞、

過去形の復習

Did ~? / didn’t

太田中学校

重点指導事項（表現、文法等）
本文の暗唱テスト

評価規準
暗唱できれば合格

使用した語彙
during, vacation, Hawaii,
aloha,concert, restaurant,

音読チェック
Aloha!

２年

スラスラ読みができたら合格

stadium, train, plane,
dance, hula,tradition,

日記の内容理解

４ 月

単語スキルシート配布と練習

単語のテスト

action, meaning,story,
history, finish, touch

単語ノート、補習ノートは毎
週点検

We’re Talking ①
Talk&Talk Book1

How can I get to ~?

会話文の暗唱

暗唱できているかどうか

little, so, glad, line,

Take ~.

単語スキルシート配布

単語のテスト

Station, a little, get off

21~30

暗唱とノートに文作り
暗唱、ノートチェック

５ 月

単語ノート、補習ノートは毎
週点検
鉄人テスト

授業ノート、自学ノートの点
検（テスト前）

Lesson 2
A calendar of the earth

was, work, can, bottle, were,

長文の内容理解

本文の音読

スラスラ読みができているか

happy, wasn’t, pick up, great,

second-year student, boring,
busy, nervous, find, found, rock,
nearby, old, long ago, video game,

We’re Talking ②
６ 月

Lesson 3 For our future

Why ~? Because ~.

ジェスチャーをつけて暗唱

Will ,

本文の暗唱①②③

be going to

単語スキルシート配布

think that

Talk & Talk Book2

31~33

ジェスチャーをつけて暗唱で

surf, Internet, phone, dinner,

れば合格

brush, tooth, teeth, sleep,
billion, its, understand, born,

暗唱できれば合格
単語のテスト

暗唱とノート作り

音読

billions of ~, ~ kind(s) of…,
dinosaur, million, shape, land,

週点検

change, size, human, monkey,

上記に同じ

tall, grass, small, part,

検（テスト前）
長文の内容理解

disappear, ~ year(s) old, be born,

単語ノート、補習ノートは毎

授業ノート、自学ノートの点

For our future

living, thing, appear, kind, plant,

スラスラ読みで合格

from ~ to…, a part of ~,
musician, because, think,

What ~!I think so.
club, meeting, date, a.m., hall,
speaker, will, overseas, be, it’ll,

Talk & Talk Book 1

34,35,36

暗唱とノート作り

上記に同じ
残りは夏休みの宿題３７～

７ 月

４４

weather, sun, sunny, cloud, rain,
rainy, cloudy, snow, snowy, cold,
warm, test, handout, I’ll, topic
nothing, all day, It’s nothing.
weekend, in the future, pollution,

単語ノート、補習ノートは毎
週点検

the day after tomorrow, global,
global warming, important, rise,
agree, must, hope,presentation,
you’ll, level, floor, environment,
energy, mean(s), reason, become,
village, scientist, world, return,
electricity,

everyday,

example,

because of ~, for example,

２学期実践内容
月

単

元

We’re talking ③

単元目標

太田中学校

重点指導事項（表現、文法等）
If~の英文理解と本文暗唱

If it’s clear,
we’ll play softball.

Lesson 4
There is/are.

動名詞

２年
評価規準

使用した語彙

ペアー暗唱テスト

plan, if, clear, softball, love, idea,

単語テスト

we’ll,Good idea.
peach, famous, farmer,

market,

There is a nice shop in the

ワークシート

town.

単語テスト

there’s,be famous for ~, desk,

in this town.

本文 p.38 の暗唱テスト

I can see why., farmers’ market,

I like playing soccer.

本文 p.40 の音読テスト

fridge, window, vase, vegetable,

There are nice shops

hometown, always, they’re, door,

garden, grow, care,organic, fish,

take care of ~, salad, meat, bake,

９

coffee, apple, pie, bread, fact,

月

each, area, type, product,
colorful, image, in fact,

~type(s) of…, rice, leaf, leaves,

Read
Enjoy Sushi

長文の内容理解

動名詞の復習

音読テスト

単語テスト

Key, give, also, keep, bad, travel,
try, taste,keep~from…, wrap,
flavor

Talk & Talk Book 2
1~5

We’re Talking ④

Lesson 5

have to~ / don’t have to~

不定詞の名詞的用法

We have to read Chapter 9.

Amy wants to read the book.

ワークシート

chapter, textbook, forget, exam,

暗唱テスト

Let’s see.,don’t have to~

単語テスト

ワークシート、本文の暗唱テ
スト、単語テスト

program, farm, store,
department store,
day-at-work program, doctor,
dentist, vet, police, officer, pilot,
policeofficer,astronaut,

不定詞の副詞的用法
10
不定詞の形容詞的用法

月

Tom went to the park to play

本文のペアー暗唱テスト

volleyball.

単語テスト

Miki has something to eat.

本文の音読テスト

6~10

farming,task, compare,

compare~with…,supermarket,

単語テス

convenience store, hospital,

ト

drugstore, office, post office,

単語ノート、補習ノートは毎

library, bookstore, artist, main,

週１回提出
Talk & Talk

interpreter,singer, experience,

自学ノートはテスト前に提出

worth, few, dangerous, pleasure,

worth ~ing, a few, museum,
interested, conclusion, sight,
sound, moment, remain, forever,
mind(s), such, best,

be interested in ~, in conclusion,
in a moment

Read

長文内容理解

不定詞の復習

My Dream
We’re Taking ⑤

音読テスト
単語テスト

May I ~?

May I have more?

ペアーで暗唱テスト

may, certainly, another, cup, tea,

No, thank you.

単語テスト

Lesson 6

SVOO

I will give Koji a book.

ペアーで暗唱テスト,単語テ

looks happy

Miki looks happy.

スト

Read
Uluru

長文内容理解

不定詞、look like SVOC の復習

11

wear, coat, doll, card, gave,
present, native, boomerang,
hunting, unhappy, excited, angry,

ペアーで暗唱テスト、単語テ

sad, sleepy, feel

スト

actually, purple, deeply, respect,

音読テスト、単語テスト

everything,look like~,
Ayers Rock, sacred, the Anangu,

月

visitor, among, culture, while,

We’re Talking ⑥

Will you~?

Will you give him a message,

ペアー暗唱テスト

please

単語テスト
音読テスト

yet, message, course, Of course.,

単語テスト
high, Mt, than, Africa,

Lesson 7

比較級最上級の英文

The tree is taller than the

around the world,

house.

Mt Kilimanjaro, continent,

The tree is the tallest

in our town.

large, heavy, light, low, short,
slow

more most を使った表現

In our class, soccer is more

音読テスト

単語テスト

the United States, prefer,

popular than basketball. In

the Beatles, Elvis Presley, Eagles,

our class, soccer is the most

difficult, useful, expensive,

popular of the three.
同等比較副詞の比較

My bag is as big as yours.

whale, as, communicate, loud, jet,

音読テスト

単語テスト

Tom runs faster than Koji.
Use

長文の内容理解

比較の復習

raph, popular, most,

engine, better, blue whale, worse,
worst, less, least, information,

音読テスト、単語テスト

either, drawing, lake,
quickly,either~or…, effective,

Good Presentations

figure, country, countries,

12

the Pacific Ocean

月

We’re Talking ⑦
Talk & Talk 11~20

too＋形容詞

This shirt is too large.

style, perfect,

I’ll take ~.

３学期実践内容
月

単

元

Lesson 8

単元目標
受身形

太田中学校

重点指導事項（表現、文法等）
The car is washed every day.

２年
評価規準
音読テスト

単語テスト

使用した語彙
note, carefully, spoken, here’s,
rupee, kitchen, dining room,
bedroom, living room, bathroom,
hallway, ticket, film, actor,

１

be made in ~, direct, Hollywood,

受身形の否定文、疑問文

Is the car washed every day?

ペアー暗唱

単語テスト

knew,

known, sang, sung,

月

Yes, it is. No, it isn’t.

spoke, took, taken, wrote,

The car is not washed every

written, build, built, read

day.

The car is washed by

Tom.
Talk & Talk 21 22 23,24

暗唱と自学ノート作り

スピーチの発表

自分の夢についてスピーチ

Read

をする

India, My County

不定詞、動名詞の復習

goodbye, locate, Hindi, tongue,
western, drama,be located in ~,

受身形の復習
長文内容理解

パフォーマンステスト
音読テスト

more than ~, namaste, Asia,
South Asia, Marathi, bandanna,

２ 月

mother tongue, shampoo, major,
British, need, left, newspaper,

need to ~, on TV, a lot

We’re Talking ⑧

付加疑問

The Great Wall is huge, isn’t

ペアー暗唱テスト

the Great Wall

it?
Let’s read 2

huge, seen, space, heard, tour,

landmine, child, force, jungle,

長文内容理解

children, fight, hurt, choice,

Landmines and Aki Ra

thought, normal, war, completely,
Aki Ra,Cambodian, soldier, bury,
buried, surprise, bright, city,

２

cities, met, could, decide, remove,

for the first time, Cambodia,

月

adult, silent, baby, villager, spent,

暗唱と自学ノート作り

spend, search, reach, dead,

Talk & Talk 25 26 27 28 29

between, road, finally, held,

30,31,32,33

run over~, in search of ~,
between ~ and …, as ~ as … can,
oxcart, explode,still, together,
without, peace,
the Landmine Museum

Let’s Read ①
A Pot of Poison

pot, poison, temple, away, over,

狂言のおもしろさを知る

ロールプレイに挑戦

パフォーマンステスト

until, back, master, something,

far away,one day,go away,
over there,get back, priest, hour,
turn, check, delicious, believe,
sugar,check~out,look in, empty,

３

minute, break, stop, broke,

月

trouble, worry, lead,

Wait a minute.,be in trouble,

Talk & Talk34 35 36 37 38
39,40,41,

暗唱とノート作り

just, open, enter, ourselves,

I’m back., punish, Agghhhhhh!

１学期実践内容
月

単

元

Get Ready 1 ~ 4

Phonics

単元目標

太田中学校

１年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

４ 月

小学校の復習

Alphabet のそれぞれの文字の

単語テスト

（英語を聞いて英語で答えられる

発音の仕方を理解させる。

を合格点とする。不合格にな

か？

母音の２種類の読み方

った場合は、放課後等に、英

のか理解できているか？）

子音の読み方

語教室で再テスト。

Alphabet の発音

（Alphabet カルタで練習）

名前読みと仕事読みを理解す

NET の質問に英語で答える

英語を聞いて何を言っている

る
Words

満点の８割以上

使用した語彙
table tennis, running, soccer,
tennis, basketball, skating,
volleyball, swimming, baseball,
judo, rice, sushi, cereal, yogurt,
(miso) soup, salad, curry, pizza,
spaghetti, kimchi, steak, bread,

毎週、決められた日にノート

gratin, milk, fried rice, grapes,

提出

green peppers, tomatoes, carrots,
eggplants, pineapples, bananas,

スペルを間違えずに書く練習

・補習ノート

単語テスト（単語スキルシート

（単語ノートの徹底）

・単語練習ノート

を配布して次時にテストを繰

復習のやり方（補習ノートの徹

・自主学習ノート

giraffes, elephants, tigers, bears,

り返す）

底）

日々の頑張りを平常点として

horses, hippos, lions, koalas,

評価する

camels, pandas, kangaroos, cats,

単語

名詞と形容詞

turnips, peaches, oranges,
lemons, apples, monkeys, birds,

gorillas, penguins, rabbits, dogs,

Lesson 1
I am Tanaka Kumi.

５ 月
数字（numbers）
1～20 までの数字をすらす
ら言えるか？

あいさつ

Hello.

Nice to meet you.

Talk & Talk は、それぞれの

Talk & Talk ①②
①

I am Jack Smith.

Be 動詞の文

モデル文暗唱

A=B の形を説明し、疑問文、否

語訳

A 合格

定文の形、答え方を理解させ

オリジナル文暗唱

易

る。

英＆日訳

B 合格

英語＆日本

② Are you a baseball player ?
モデル文暗唱
問題１～９

英＆日訳

ノート

問題１～９から２問選択し
音読テスト

A 合格と B 合格を

ページで
用意する。

難

→

ペアで取り組む

→

一人で取り組む

I, am, hello, excuse, me, nice, to,
meet, you, too, Excuse me?,

Nice to meet you. China, the,
the USA, Australia, you, are,
from, yes, no, not, oh, you’re, I’m,

be from ~, hot, tired, hungry,
thirsty, good, thank, really, fine,
OK, one, more, time,

Thank you.Really?
One more time.
one ~ twenty

We’re Talking ①

Lesson 2

My School

call AB の言い方のマスター

Talk & Talk ④⑤⑥⑦⑧⑨

Talk & Talk は

sorry, problem, new, here, hi,

状況を理解した上でペアで暗

それぞれのページで、ノート作

期末テストまでに、④～⑨の

please, call,

唱（ジェスチャーして表現）

り

ノート

A 合格、B 合格の基準を準備し

7/20 までに、A,B それぞれの

I’m sorry. No problem.

６ 月

Lesson2(1)~(3) それぞれのペ

て生徒に自由に取り組ませる。 基準をすべて合格することを

My, school, cat, this, is, a, that,

ージをペアで暗唱（ジェスチャ

Be 動詞の文

picture, fox, it, Ms, an, isn’t,

ー付き）

A が I, you, he, she, this, that,

I am ~. You are ~. This is ~.

it のパターン練習

That is ~. It is ~. He is ~.

の疑問文、否定文

A=B の形の理解

目標として取り組ませる。

beautiful, word, what, right,
English, smile, lovely, what’s,

それぞれ

it’s, Mr, table, tennis, baseball,
table tennis, she, he, player,

She is ~.

your, friend, man, teacher, coach

の理解と活用

疑問文とその

答え方
否定文の理解
曜日と教科

数字の書き取りテスト

Talk & Talk⑩⑪⑫

単語テスト

１～２３

I am, You are, He is, She is, It

T&T できる生徒は、T&T を

is,We are, You are, They are

どんどん先に進ませる。スロ

をゲームを通して理解させ覚

ーラーナーは、T&T⑨までの

曜日の書き取りテスト

えさせる。

A 合格はできるようにさせ

industrial, social studies,

教科の書き取りテスト

曜日、教科、時刻等、基本的な

る。

fine arts, industrial arts and

時刻のきき方と答え方

表現を英語でできるようにす

What time is it?

る。

と３０以上の２ケ

タの数字
We’re Talking ②
７ 月

今、何時？

It’s eight o’clock. ペアワーク

８割合格

day, Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, subject, Japanese,
math, science, social, study,
studies, music, PE, art, on, and,

homemaking
Mrs, morning, mom, now,
o’clock, late, Good morning.

It’s OK.

Lesson 3 (1)

一般動詞の導入

２学期につなげるために一般

have, like, play

動詞の導入をしておく

like, have, toy, in, bag, the,
play, every, every day, it

２学期実践内容
月

単

元

Lesson 3 (1) ~ (3)

単元目標
・１学期の復習（ A=B の文）

太田中学校

１年

重点指導事項（表現、文法等）
Ｔ＆Ｔ⑩⑪⑫の音読テスト

評価規準
Ｔ＆Ｔ⑩⑪⑫の音読テスト

know, do, like, fencing,use, for,
practice, after,fun, don’t, rugby,

・一般動詞の文を理解させる
Mini-Project 自己紹介を

L3(2) ペア暗唱ができる

だれ/何がは、どうする、何を（Ｓ

Ｔ＆Ｔ⑯⑰⑱⑲に関しては、

しよう

L3(3) ペア暗唱ができる

ＶＯ）の文のパターン練習

中間テストの範囲として、テ

・疑問詞 What を使った一般動

れぞれの文の疑問文と否定文

そ

詞の疑問文

after school, spaghetti, pick,
hand, cool, traditional, but, well,

ストまでに、ノートと音読テ
ストをチェックする

・自己紹介文を作り、みんなの

スピーチの仕方、大事な点の指導

自己紹介がきちんとできる

前で英語で発表できる

既習の表現を使った質問の仕方

か？

・自己紹介した後に、友達から

Do you ~?

友達の質問に英語で答えられ

の質問に英語で答えることが

What do you ~?

できる

do you ~?

Are you ~?
What＋名詞

るか？

９
月

使用した語彙

Season, month, winter, spring,

季節と月

・季節や月を英語で言える

単語テスト

Summer, fall, autumn, January,
February, March, April, May,
June, July, August, September,
October, November, December

We’re Talking 3

・疑問詞 Where is ~?の理解

We’re Talking 3 のペア暗唱

where, toilet, clerk, under,
stairs, welcome,Excuse me.

That’s right. You’re welcome.

Lesson 4 (1)

・複数形の理解

Lesson 4 (1) のペア暗唱

field, trip, onion, carrot, some,
potato, enough, field trip, shirt
shopping bag, pen, pencil, CD,
book,cap, dog

Lesson 4 (2), (3)

・these と those の理解する

Ｔ＆Ｔ⑯⑰⑱⑲

Ｔ＆Ｔ⑯⑰⑱⑲のノート評価

these, those, pretty,bird, they,

・How many ＋複数名詞～？

一般動詞の肯定文、疑問文、否

A or B 合格

how, many,see, come, south,

定文（do, does の理解）

同じくＴ＆Ｔの音読テスト

・How much ~? を理解する

How many ~?

A or B 合格

・命令文、Don’t ＋命令文、Let’s

How much ~?

(Ａ合格は基本、Ｂ合格は発

paper, we, take, home,

命令文

展)

clean up, All right.

否定命令文（Don’t ~.）

単語テスト

Let’s ~.

格

を理解する
We’re Talking 4

＋動原を理解する

・疑問詞 who, where, when の
理解

（中間テスト）

格、所有代名詞）を理解する

10
月

・代名詞（主格、所有格、目的

Lesson 5 (2), (3)

・主語が三人称単数の時の一般
動詞の文

who, where, when
代名詞

gray, brown, black, white, let’s,
clean, up,wait, wash, dish, all,

各ページ８割合

（８０％以上の点で合格）
Lesson 5 (1)

color,red, blue, green, yellow,

教科書暗唱テストペア＆ソロ

body,head, neck, arm, shoulder,
finger, leg,foot, hair, eye, ear,
nose, mouth, face
any, about, much, dollar,

How about~?

以上をＴ＆Ｔ、教科書を使って
指導する

our, India, who, boy, classmate,
he’s, who’s, How are you?
family,grandfather, father, son,
mother, aunt, uncle,daughter,
brother, sister, favorite, sport,
near, river, when, first ~
thirteenth,twentieth,thirtieth,

We’re Talking 5

birthday, him, woman,her, us,
them,I see.

・中間テスト後のＴ＆Ｔの課題
24 ○
36 ○
37
⑭⑮○

whose,mine, yours, next, his,
hers,ours,

Here you are. Thanks. ~’s
next to ~

My Treasure

本 文 を 参 考 に し て 、 My

24 ○
36 ○
37
Ｔ＆Ｔ⑭⑮○

treasure を英語で表現する。

24 ○
36 ○
37 のノートと
Ｔ＆Ｔ⑭⑮○

treasure, name, live,mountain,

音読テスト

town, Canada, Mexico, Kenya,

Question Race Sheet を使っ
Lesson 6 (1) ~ (3)

三人称単数現在の文

て既習の表現を使った質問と

動詞の文

肯定文、疑問文、否定文の練習

答えのペアワーク（１分間で

leave, breakfast, TV, watch, go,

自分の一日の生活を英語で表す。 疑問詞 where, when を使った

何問いけるか？の反復練習）

bed, at,get up, go to bed, does,

例）I get up at seven o’clock.
I leave home at eight. など

教科書本文の音読テスト
こちらが設定した人物につい

友達の一日の生活を英語で表す。 て、グループで先生に質問をし

11
月

例）Kenji gets up at six.

て、その人物の情報を集めて、

He eats breakfast at six thirty.

グループでまとめ英語で発表

He leaves home at seven.

する

など
疑問詞 Where, When を使っ

友達の一日の生活について、友

て友達のクラブ活動と一日の

達に英語でインタビューして、

生活について、英語でインタビ

情報を集め、友達の紹介文を作

ューできる。

り、発表できる。

また、その聞いた答えをもと
に、友達のことを紹介できる。
(ペアワーク）
・中間テスト後のＴ＆Ｔの課題
24 ○
36 ○
37 のノートと音読テ
⑭⑮○

スト
Ａ合格 or Ｂ合格を目指す。

teach, very well, get, eat, bath,

with, parent, doesn’t, drum,

疑問文とその答え方

I eat breakfast at seven thirty.

期末テスト

the UK, paint, England, very,

主語が三人称単数の時の一般

piano, flute, guitar, volleyball,
basketball, soccer,has, job,
college, look,festival, fantastic,

各ページの単語テスト

night, London, schoolyard, gym
afternoon, evening

26 ○
27 ○
20
Ｔ＆Ｔ○

Ａ合格 orＢ合

格を目指す。

20 ○
26 ○
27 のノートと音読
Ｔ＆Ｔ○

テスト
Question Race Sheet を使っ

We’re Talking 6

疑問詞 Who, What, When,

て既習の表現を使った質問と

Where, Why を使って友達に

答えのペアワーク（１分間で

自由にインタビューし、情報を

何問いけるか？の反復練習）

usually, early, before,class, wow

得る
Let’s Read ( Alice and
Humpty and Dumpty)

What musical instrument can
Can を使った文の理解

you play?

肯定文、疑問文、否定文

What are you good at?

12

When do you practice it?

月

Where do you practice it?

教科書本文の音読テスト

run, rabbit, hold, into, hole,
follow, down, ask, egg, wall, say,
belt, strange, dear,girl, then,

各ページの単語テスト

tie, around

Why do you like ….?
などの質問から情報を得る
Lesson 7 (1), (2)

できるスポーツやできる楽器

member, of, team, can,strong,

を質問し答えることができる

very much, violin, draw, cook,
computer,curry, swim, meter,

Mini-Project 友達の紹介
をしよう

友達へのインタビューを自分
で考えて英語で聞く。その情報
をもとにして友達の紹介文を
英語で書く。

chair, special, wheel, move,
easily, hard, again, join, cannot,
fast, sea, fly,sky, climb, catch,
ball, animal

３学期実践内容
月

単 元

単元目標

太田中学校

１年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

研究授業の準備

Question Race 特別版(先生の

QR より

Question Sheet の結果（記

Mini-Project 友達の紹介

紹介データをみながら質問に

What is his favorite sport?

録）

をしよう

答える)

What club is he a member of?

使用した語彙

What does he want for his
birthday?
Lesson 7 Read

友達のスピーチを聞き、その内

What does he do in his free

車いすバスケットのルールを

people, Japan, shoot,rule, carry,

容について英語で質問をし、や

time? など

英語で話すテスト（ソロ）

their, long,push,own, or,

りとりを楽しむ

can, can’t を使って表現

exciting,game,lap

Lesson7 Read 車 い す バ ス ケ
ットのルールを３つの絵を見

28
T&T○

て英語で説明できる

What are you doing?

１
月

I am playing the piano.
We’re Talking 7

We’re Talking 7 ペアで暗唱で

We’re Talking 7 暗唱テスト

電話をしよう

きる

（ペア）

speak, help,tomorrow, answer,
homework,sure,question,

speak to ~,Speaking.
What’s up?help~with…

Lesson 8 (1)

Lesson 8 (1) 本文をペア・ソロ

Lesson 8 (1) 暗唱テスト

で暗唱できる。

（ソロ・ペア）
28 音読テスト
T&T○

cafeteria, student, buy,
choose, lunch, other,
bring, some ~ other…,
tray, talk, listen, write
read, flower, drink, water,
where’s, talk with ~,

listen to ~, look at ~

２枚の写真を見て暗唱できる（ペ

29 ○
31
Ｔ＆Ｔ○

29 ○
31 の音読テスト
T&T○

sandwich, her, What is ... ~ ing?

ア）

Is she eating a sandwich?

Lesson 8 (2) の暗唱テスト（ペ

taco, letter, noodle, sing, car,

Mini-Project ホ ー ム ペ ー

Read の内容を理解し問題がで

No, she isn’t.

ア）

ジを作ろう！

きる

What is she eating?

授業ノートチェック（Read の問

日本の学校とフィリピンの学校の

She is eating a taco.

題のチェック）

photo, show,sax, trumpet, jazz,

違いを理解する( ALT によるリス

Here are some photos.

ワークシート（リスニングからフ

lot,a lot of ~, Here are ~.

ニング)

The class is a lot of fun.

ィリピンの学校についてシート

language, blackboard,Spanish,

I study Spanish once a week.

にまとめる）

Lesson 8 (2), Read

How

often

do

you

study

song, drive, put, off,shoe,
clothes, room,out, trash,

put on ~, take off ~,take out ~,

foreign, once,week,often,
sometimes, soon, How often ~?

write to ~,

English?
行事の説明のひな形

２

自分たちの学校の行事を英語で

In our school, we have a …..

発表できる（グループワーク）

in ……

In this picture,

students are ing…….

月

グループ発表のチェック
We’re Talking 8 ペア暗唱テス
ト
Lesson 9 (1)(2) のペア暗唱テ
スト

We’re talking 8

We’re Talking 8 をペアで暗唱

How can we go to ~?

できる

How far ~?

park, by,bike, far, only, today,
kilometer, How far ~?
page, album, last, year,visit,

Lesson 9 (1)(2)

Lesson 9 (1)(2) をペアで暗唱で

Did you ~?

place, enjoy, event, share,

きる

I didn’t play tennis yesterday.

memory, last year, yesterday,

過去形(規則変化)を理解できる
過去形の疑問文と否定文（一般
動詞）を理解できる
期末テスト

ago, house, bean, went,did, ate,
had, didn’t, have fun,made,
swam, bought,saw, cookie, pool,
comicbook, movie, shop,
amusement park

eat out, have a good time

Lesson 9 Read

Use Listen / Write

読んで問題に答えることができる

自分の紹介したい行事を既習の

授業ノートチェック

party, cherry, blossom,fell,

ALT に日本でぜひ体験してもら

英語表現を使って書き、スピーチ

スピーチの評価

softly, stay, explain, spirit, fire,

いたい行事を英語で説明する

する

grandparents, guide, custom,
interesting, ancestor,came, ran,

１年間の思い出をグリーティング

race, win,end, everyone, lose,

カードに書く

said, learn,Win or lose, ~
sports day, tug-of-war, clap,
New Year,

３

We’re Talking 9

ペアで暗唱できる

Which do you want, A or B?

ペア暗唱テスト

which,want, beef, chicken,
remember, Now I remember.

A, please.

月

save, lives,start, quietly, earth,

Let’s Read 2

big, earthquake, deep,ocean,

Read and Think を完成する
全文訳を春休みの宿題にする

宿題のチェック

across, Indian, kill, beach, die,
why,later, holiday, walk, hotel,
there, holiday, suddenly, way,
happen,cry, danger, tell, told,
staff, warn, hit, lesson,

１年英語科学習指導案
指導者

茨木市立太田中学校

教諭

石沢耕治
谷 知子

公開授業の詳細について
・日
時
平成２５年１月２１日（月）６時間目（２：３０～３：２０）
・場

所

・学年・組
・単 元 名

茨木市立太田中学校 第１学習室 第２学習室（中央棟４階）
第１学習室（６時間配当の５時間目 指導者 谷、谷花）
第２学習室（６時間配当の６時間目）指導者 石沢、Ｍａｒy)
第１学年３組 分割クラス ２０名ずつ
USE Mini-Project 「友達の紹介をしよう！」
（教材名）NEW CROWN 1 P70, 71

＊本活動は、教科書Ｐ９０までの範囲の表現を使って、友達にインタビューをし、それから
得られた情報をもとにして、スピーチ文を作り、友達の紹介をスピーチし、その後の質問
と答えも英語で行うことを目標とした活動である。
＊配当６時間の計画で実施し、本時は、第１学習室（英語）で５時間目の授業を、第２学習
室（数学）で６時間目の授業を行う。
（生徒数の増加に伴い、分割授業の英語教室が、１つになったため、普段は、特別教室と
自分たちの教室の２つに分けて行っている。本時は、普段教室で行っているクラスが英語
教室の隣の数学教室に入って授業を行う。）
＊１時間目～５時間目を習得の時間とし、６時間目を活用の時間とした。
習得の時間に、ペアワーク、グループワーク、ゲームを通して、友人への質問の仕方
またその答え方を学び、友達や先生の紹介スピーチを聞いて質問をする練習をした。
６時間目の活用の時間は、各自の発表とそのあとのやりとりを英語で行うことを目標に
置いた。
＊太田中の生徒は、素直で真面目な生徒が多い。１年生も同様なことが言えるが、２学期
後半から、思春期（反抗期）に入って授業への姿勢・態度が変わってきた生徒も少なくな
い。 一歩一歩、大人へ近づいている生徒たちであるが、まだまだグループやペア活動が
十分に機能しているとは言えない。お互いが高め合える集団の育成を目指したい。
１．単元の目標
１．疑問詞を用いた疑問文とその答えなどの表現を習得する。
２．習得した表現を使ってインタビューができる。
３．インタビューで得られた情報をまとめて、その人物について班で紹介できる。
４．友達にインタビューした内容をもとにして、友達紹介のスピーチ文が書ける。
５．友達紹介のスピーチをし、その後で内容に関する質問を受け、それに答えることができる。

２．単元について（教材観・指導観）
今までに修得してきた表現を使って友達にインタビューすることで、友達について知らなかった面を知る
ことができる。また、インタビュー内容をもとに友達紹介のスピーチをしあうことで、クラスメートにつ
いてみんなで知り合うことができる。このように、この教材は、クラスの仲間意識を一層高めることがで
きる1年の3学期の活動にふさわしい教材である。
また、スピーチに対して質問を受け、それに答えるという活動を通して、生徒同士の間で簡単な英語の
やりとりができる力を養う。単にYes/ Noで答えるだけで終わるのではなく、一文加えて詳しい情報を付
け加えたり、疑問詞を用いた質問をしたり、それに答える力を養う。

３．単元の評価規準
コミュニケーションへの

言語や文化に関する
外国語表現の能力

外国語理解の能力

関心・意欲・態度

知識・理解

・スピーチやその後のやりとり 疑問詞を用いて英語で質
で間違うことを恐れずに話し 問ができ、その質問に英語
ている。

友達のスピーチを聞き、内

疑問詞を用いた疑問文の理

容を理解する。

解。1 人称、2 人称、3 人

で答える。

称が主語になった文の理解

４．単元の指導計画
ねらい

１

言語材料
What is your favorite …..?

好きなことを聞き、それ

【活動の記録】

詞を用いた表現を理

Where do you …..?

はいつ行うのか、どこで

・疑問詞を用いた疑問文

解する。

When do you …..?

行うのか、なぜ好きなの

を用いてペアで対話が

Why do you …..?

かをペア練習し発表す

できているか。

る。

【評価シート】

４つのジャンルについて

【活動の記録】

ペアで対話する練習する。

・疑問詞を用いた疑問文

How many members are

①学校生活、②一日のスケ

を用いてペアで対話が

on your club ?

ジュール、③家族やペッ

できているか。

What do you do on

ト、④好きな食べ物や音楽

weekends ? 他

など

班で協力しながら積

・習得１，２で学んだ表現

教師の用意した人物（7

【活動の記録】

極的にインタビュー

・Question Race Sheet

班あるので 7 人）につい

スコアシートで各グルー

活動をし、インタビュ

( 既習の表現の疑問文の書かれ

て、各班のメンバーが１

プの発表を評価し、発表

ー結果をまとめ、人物

たプリント

人１つずつ順番にイン

ごとにコメントする。

紹介ができる。

えは自分で考えて返答する)

タビューを行い情報を

・声のボリューム、発表

集めて班で紹介文を作

態度、発音や抑揚、紹介

る。（班員で分担して覚

文の内容、暗記ができて

える。）→発表

いる等

What club are you in ?

る表現（含む疑問詞） Who is your coach ?

３

４

評価方法

今までに習った疑問

イ ン タビ ューで 使 え

２

主な学習活動

を理解する。

それに対する答

・友達にインタビュー

・習得１，２で学んだ表現

先生の用意した質問シ

【ワークシート】

文 を １０ 項目以 上 英

・Question Race Sheet

ートに友達に尋ねる質

・質問シートや

作 文 する ことが で き

問を１０個以上書く。実

スピーチ原稿に正確に

る。

際にインタビューして

英文を書いているか。

・友達にインタビュー

情報を得る。→

し情報を得、それをも

チ文の作成（宿題とし、

と に 紹介 文を作 成 で

JTE の普段の授業でチ

きる。

ェックする）

・教師紹介スピーチに

習得１，２で学んだ表現

対して質問ができ

教師紹介スピーチ
・何人かの生徒が渡された学

る。

５

スピー

年教師の写真を見せなが

・グループ内でのプレ

ら、教師紹介のスピーチを

ゼンテーションで積

し、それを受けていくつか

極的に英語でやりと

質問を出し合う。
（質問に対

りができる。

する答えはＮET がする）
友達紹介スピーチ

【活動の記録】

・個人で友達紹介スピーチの

・積極的にスピーチ練習

練習をする。
・グループで、スピ―チを行
い、それに対して班員がメ
モを取り、質問するなど英

に取り組んでいるか。
【ワークシート】
・メモしたり、質問文を
書いているか。

語でやりとりする。
発表

６

スピーチ文

個人練習後、発表を始め

【活動の記録】

る。he/she が主語にな

・発表についてのスコア

スピーチやその後の

I have a friend. His name is

やりとりを間違いを

～.

恐れずにしている。

His favorite sport is soccer.

問文に対しての答え方

【評価シート】

スピーチ内容を理解

He has two dogs.

などを用いた英語の活

・友達のスピーチに対し

し、質問をするなどの

They are very cute.

動がスムーズに行える

て評価項目に沿って評

やりとりが英語でで

He usually gets up at

ことを目指す。

価できているか。また、

きる。

six o’clock. など

全員、友達の発表の時

スピーチ内容が理解で

は、わかったことをメモ

きているか。

He likes sports.

質問文

る文、疑問詞で始まる疑

What sport does he

し、最低 7 人以上に対し

like?

ては質問文も考える。

How many members are on
his club?
Does she have any brothers?
など

シート

５‐１．
「習得の時間」

第 5 時間目

指導案

(1) 本時の目標
・内容が伝わるようにスピーチができる。
・教師や友達のスピーチに対して、大事なことをメモにとり、質問ができる。
（2） 本時の評価基準
・先生の紹介文を聞き、内容を理解して質問できるか。
・友達の紹介文を書き、スピーチできるか。
・友達からの質問に答えられるか。
(3) 本時の指導計画
生徒の活動

教員の支援

導入

１．ウォームアップをする。 教師からいつもの簡単な質問をする。

指導の留意点
・最初に、簡単な質

（４分）

How’s the weather today?

問をし、雰囲気を和

・あいさつ

What day is it today?

らげる。

What’s the date today?

・Question Race 時

What food do you like?

全員が取り組めて

What do you do in your free time?など

いるか観察する。

・Question Race のプリン

・Question Race を帯び学習に位置づける

トを用いてペアで質問と

相手の質問に対して、正確にはっきりと答えられるように

それに答える練習を行う。

指示する。また、質問する人はプリントを見てもよいが、

①プリントに日付を書く

答える人はプリントを見ないように指示する。

②1 分間で何番までいける
か（自分の記録が向上する
ことが目標）
展開①

２．スピーチの仕方を知る。 ・Do you have any brothers?

・既習の表現が定着

・What does your brother do in his free time?

しているかどうか観

・本日の目標を確認する。

・What club are you in ?

察する。定着してい

・既習の表現を復習する。

・How many members are on your club?などを復習。

ない所は繰り返し練

モデルスピーチ（先生の写真を見せて）

習させる。

・教師のモデルスピーチを

悪い例、良い例を示し、生徒に意見を言わせる。

・スピーチの重要ポ

聞き、良い点、悪い点を交

スピーチの重要ポイントを説明する。

イントが理解できて

（7 分）

流する。

①

はっきりした声で

②

アイコンタクト

③

良い姿勢で

④

スマイル

いるか観察する。

展開②

３．先生についてスピーチ
しあう。（15 分）

・人物カードを見せて、データを見せながら、生徒と共に
紹介文を作る。それをモデルスピーチする。

・楽しい雰囲気作り
のために、普段生徒

人物カード（１年の先生の

・生徒からの質問に応じる。（先生⇔生徒のやりとり）

の知らない先生の一

写真

裏に先生のデータ）

・ボランティアで数人の生徒を前に出して、先生の紹介を

面も紹介する。

を見て、数人の生徒が前に

人物カードを見せて、スピーチさせる。その後、質問に

出て、先生の紹介を行う。

応じさせる。（生徒⇔生徒のやりとり）

それを聞いて、質問する練
習を行う。

・人物カードの裏面

展開③

４.友達紹介のスピーチ練
習をする。
（22 分）

・人物カードの裏面

①

名前、出身地、居住地（市）

は、質問をしやすい

②

スケジュール/暇なときすること

ような内容にしてお

③

特技

く。

④

好きなもの/こと（食べ物、音楽、スポーツなど）

⑤

家族やペット

・１セット目は、班ごとの一斉練習をさせる（1 分間）

全員が、自分のスピ

２セット目は、班の状態で一人ずつ順番にその場に立っ

ーチを一生懸命に行

・班になり、自分のスピー

てスピーチさせる。一人の制限時間は 30 秒で、教師の

っているか、また友

チの個人練習をする。

合図で時間を区切り、次々に順にスピーチさせる。3 セ

達のスピーチを真剣

・班で 1 人ずつ順番に発表

ット目は、制限時間 45 秒で行う。45 秒以内で終わっ

に聞いているか観察

た場合は、次の生徒が立ち上がってスピーチをするよう

し、机間支援をする。

する。
・それぞれのスピーチが終
了後、班のメンバーは
質問し、英語のやりとりを
行う。

に前もって指示しておく。（暗唱を基本とするが、途中
で原稿を見ることも可能とする。）
・ミニプレゼンテーション本番
一人ずつ立ち上がって班のメンバーにスピーチを行う

・評価シートに記入する。

終了後、Do you have any questions? と聞いて質問を
受け、それに答える練習をする。班員は、お互い助け合
い一人のスピーチに対して各々１つは質問するように
促す。
答えるときは、Well,や Let’s see… などの表現、聞こえ
ない時は、Sorry, one more time please. などの表現も
使えるように指示する。

まとめ

5.まとめをする（2 分）

次時につながるよう講評をする。

・講評をする。

スピーチの重要ポイントの確認をする。

・家庭学習の内容を確認す

次時、単語ノート提出、単語テストがあることを連絡する。

る。

５‐２．
「活用の時間」

第６時間目

指導案

(1) 本時の目標
・英語で友達の紹介をクラス全員に対しスピーチする。
・スピーチを聞いて内容を理解し、英語で質問する。
・発表者は、質問に対して、英語で答える。

（2） 本時の評価規準
・クラスの前に出てスピーチができる。
・友達のスピーチを聞き、英語でその内容について質問できる。
・発表者は、友達からの質問に答えることができる。
(3) 本時の指導計画
教員の支援

生徒の活動
JTE(T1)
１．ウォームアップをす

あいさつと

る。
（４分）

How’s the weather today

指導の留意点
ALT(T2)

あいさつ

・生徒の緊張をほぐ
す。

What day is it today?

モデルを示しながら観点

・ショートスピーチ

What’s the date today? など

の説明（簡単に）。

と問答は、全員に理

導

(日付の板書)

入

スピーチ後の質問と答えの会

スピーチ後の質問と答えの会話

り返したり、ポーズ

話の模範を示す。(NET と共に)

の模範を示す。（JTE と共に）

をとる。

机間巡回し支援する

slow learner に個

・Question Race Sheet
でのペアワーク

解させるために繰

1min

×２

２．目標の確認をする

本日の目標を提示する。

（４分）

Score Sheet の配布

スピーチについての説

観点

①声の大きさ/態度

明を聞く。（モデルスピ

②発音/抑揚

ーチとその後のやりと

③内容

りを見る）

④暗唱の力

A : I have a question.
B : Yes, please.
展

A: What is she good at?

開

B:She is good at tennis.

①

A: I see. Thank you.
B: You’re welcome.

Score Sheet に記名。

Score Sheet の回収

３．スピーチの個人練習

机間巡回し支援する

（３分）

別支援をする。

４．スピーチの発表をす
る。
（３７分）

Question Sheet を配り説明。
・最低 7 人のスピーチに
対して質問文を書く。

展
開
②

発表者への支援

生徒 20 名全員が

(途中で忘れた場合はフォロー

質問できるように

する）

配慮する。

・発表者は前に出て、ス

・聞きながらメモする。

発表について、 Score Sheet の

一人の発表者に対

ピーチする。

（日英どちらでもＯＫ）

内容を中心にコメントをする。

して２～３人の質

・スピーチを、Question

質問者への支援

問（前に出された質

Sheet に記入 しながら

きまった生徒ばかりの質問

問に関連した内容

聞く。

にならないように配慮する。

の質問が出される

Slow learner の質問を促す

ように促す。）

・スピーチに対して質問

発表終了後、Question Sheet

をする。

を回収する。

・発表者は質問に対して
英語で答える。

５．まとめをする。

ま

（２分）

と

・講評を聞く。

め

・家庭学習の内容を確認
する。

本時の活動の講評を行う。

家庭学習の課題を提示する。

本時の活動の講評をする

３．太田小学校

目標と実践

～ 「目標」を整理しよう ～
【学校教育目標】

自ら学び自ら考え主体的に判断して行動できる心豊かな人間の育成

◆

子どもたちから聞きたい言葉と目指す子ども像
「もっと知りたいねん！」
（異文化を大切にする子ども）
「もっとやりたいねん！」
（楽しむ子ども）
「これ言いたいねん！」
（表現する子ども）

［太田小学校

６年生の活動目標］

「もっとやりたいねん」
各学習場面で、めあてを持って、ペアやグループ、学級全体で協力して活
動を行う。めあてにそって、自分も友だちも話したり聞けたりできるように
なることや、自分たちの表現が豊かになっていく学習過程を楽しもうとする。

［太田小学校

５年生の活動目標］

「もっと知りたいねん」
日本と外国それぞれの「あいさつ」や「ジェスチャー」、「発音の違い」、
「言葉」、「小学校の生活」「料理」などについて知る中で、その共通点や
違いに気づき、それぞれの文化を大切にしようとする。
「もっとやりたいねん」
各学習場面で、めあてを持って、ペアやグループで共に教えあいながら活
動を行う。めあてにそって学習する過程を楽しみ、協力して活動をすすめる
中で、みんなで伸びていこうとする気持ちを大切にしようとする。
「これ言いたいねん」
ランチメニューを考える際や、クイズを作る際に、学んだ言葉や表現だけ
でなく、身ぶりや手ぶりを使ったり、使いたい表現を教師に聞いたりするな
ど、伝えたいことがより伝わるためにはどうしたらよいのかを考えながら、
活動しようとする。

◆

「これ言いたいねん」
物語を劇化する際や、行きたい国について考えるときに、学んだ言葉や表
現だけを使うのではなく、「このことを伝えたい」という気持ちを持ちなが
ら、身ぶりや手ぶりを使ったり、使いたい表現について自分で調べたり、NET
に聞こうとするなどして、積極的に、伝えたいことがより伝わるためにはど
うしたらよいのかを考えながら、活動しようとする。

具体的なイメージ

「もっと知りたいねん」
日本と外国それぞれの「文字」や「行事」、「人々のくらし」、「物語」、
「職業」などについて知る中で、その共通点や違いに気づき、それぞれの文
化を大切にしようとする。

抽象的なイメージ

≪太田小学校の外国語活動における活動目標≫

～ 「目標」から「できる」ことを整理しよう ～
≪太田小学校の外国における活動目標≫
○子どもたちから聞きたい言葉と目指す子ども像
「もっと知りたいねん！」（異文化を大切にする子ども）
「もっとやりたいねん！」（楽しむ子ども）
「これ言いたいねん！」
（表現する子ども）

太田小学校 ６年生が「できる」ようになっていること

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

あいさつができる。
自己紹介ができる。
得意なことを紹介できる。
誕生日について話すことができる。
簡単な道案内をすることができる。
行ってみたい国について話すことができる。
一日の生活について紹介することができる。
自分たちで工夫して劇を演じることができる。
自分の将来の夢について話すことができる。

・日本と外国の文化を共に大切にすることができる。
・円滑なコミュニケーションが図れるよう、めあてをもって活動に臨め、ルールを守って
活動に参加することができる。
・自分だったら、どうしたいか、何を伝えたいかを考えながら活動することができる。

太田小学校 ５年生が「できる」ようになっていること

① あいさつができる。
② 自己紹介ができる。
③ すきなこと・ものを紹介できる。
④ ２０までの数を数えることができる。
⑤ 友だちのすきなこと・ものを尋ねることができる。
⑥ 友だちとクイズ形式のやりとりをすることができる。
⑦ 時間割についてやりとりをすることができる。
教材名【
⑧１学期に指導する内容と育む生徒の力
自分の食べたいものを伝えることができる。

】

・日本と外国の文化を共に大切にすることができる。
・円滑なコミュニケーションが図れるよう、めあてをもって活動に臨め、ルールを守って
活動に参加することができる。
・自分だったら、どうしたいか、何を伝えたいかを考えながら活動することができる。

１学期実践内容
月

単

元

Lesson1
Do you have “a”?

単元目標
・積極的にある物を持っている
かどうかを尋ねたり答えたり

太田小学校

６年

重点指導事項（表現、文法等）
Do you have ~?
Yes, I do./No, I don’t.

しようとする。
・31～100の数の言い方やアルフ

評価基準

使用した語彙

・自らある物を持っているかど

アルファベット小文字（a

うかを尋ねたり答えたりし

～z）,

ている。

thirty, forty, fifty, sixty,

・31～100 の数を聞いたり、言
ったりしている。

４

ァベットの小文字、ある物を

seventy, eighty, ninety,
hundred

・アルファベットの小文字とそ

持っているかどうかを尋ねる
月

の読み方を一致させている。

表現に慣れ親しむ。

・ある物を持っているかどうか

・世界には様々な文字があるこ

を尋ねたり答えたりしてい

とを知る。

る。
・世界には様々な文字があるこ
とに気付いている。
Lesson3
I can swim.

・積極的に友達に「できること」 I can/can’t ~.

・「できること」や「できない

play, swim, cook, ride,

を尋ねたり、自分の「できる

Can you ~?

こと」について、進んで尋ね

piano, recorder,

こと」や「できないこと」を

Yes, I can./No, I can’t.

たり紹介したりしている。

basketball,soccer,

５

答えたりしようとする。
・「できる」「できない」とい

月

う表現に慣れ親しむ。
・言語や人、それぞれに違いが
あることを知る。

・動作を表す語や「できる」
「で

baseball, badminton,

きない」という表現を聞いた

table tennis, unicycle

り言ったりしている。
・できるかどうか尋ねたり答え
たりしている。
・英語と日本語とでは、言葉の
使い方が違うことに気付い
ている。

Lesson7
Wearegoodfriends.

・積極的に英語で物語の内容を
伝えようとする。

Wearestrong and brave.
We are good friends.

・積極的に声を出し、活動に参
加しようとしている。ルール

・既習内容を使い、自分たちが

を守り、友だちと協力しなが

伝えたいと思う台詞を場面に

ら活動できている。恥ずかし

その他

合った英語で考える。

がらずに、しっかりと相手の

※子どもから出てきた表

６

・外国語活動を通して、外国語
や外国の文化のみならず、国

目を見てやりとりすること
ができる。

月

語や我が国の文化についても

・既習表現の中から適切な英語

あわせて理解を深めることが

表現を使い、自分の伝えたい

できるようにする。

ことを表現しようとしてい
る。
・活動を通して外国と日本の文
化や言語の違い、および共通
点について考え気づくこと
ができる。

７

６月に同じ

dog, monkey, bird, peach

現を大切にする。

月

２学期実践内容
月

単

元

Lesson2
When is your birthday?
友だちの誕生日を調べよ
う
９
月
Lesson4
Turn right.
道案内をしよう

10

単元目標
・積極的に誕生日を尋ねたり、

太田小学校

重点指導事項（表現、文法等）
When is your birthday?

６年
評価基準

使用した語彙

・積極的に誕生日を尋ねたり、 January,February,

誕生日を答えたりしようとす

My birthday is March

誕生日を答えたりしようと

March,April,May,June,

る。

eighteenth.

している。

July,August,September,

・英語で月の言い方や、誕生日

・英語で月の言い方や、誕生日

を尋ねたり答えたりする表現

を尋ねたり答えたりする表

に慣れ親しむ。

現に慣れ親しんでいる。

・世界と日本の祭りや行事に興

・世界と日本の祭りや行事に興

味をもち、時期や季節の違い

味をもち、時期や季節の違い

に気付く。

に気付いている。

・積極的に道を尋ねたり、道案
内したりしようとする。
・目的地への行き方を尋ねたり

Where is the school?
Go straight.
Turn right/left.

・積極的に道を尋ねたり、道案

October,November,
December

park,school,bookstore,

内したりしようとしている。 restaurant,
・目的地への行き方を尋ねたり

police station,

言ったりする表現に慣れ親し

言ったりする表現に慣れ親

convenience store,

む。

しんでいる。

flowershop,hospital,

月

supermarket,fire station,

・英語と日本語とでは、建物の

・英語と日本語とでは、建物の

表し方が違うことに気付く。

表し方が違うことに気付い

department store,

ている。

post office,station

Lesson5
Let’s go to Italy.
友だちを旅行に誘おう

・自分の思いが伝わるように、

～

12

・自分の思いが伝わるように、 country,America, India,

おすすめの国について発表し

Where do you want to go?

おすすめの国について発表

France, Japan, China,

たり、友達の発表を聞いたり

Let’s go.

したり、友達の発表を聞いた

Australia,Egypt, Brazil,

りしようとしている。

Greece, Spain

しようとする。
11

I want to go to France.

・行きたい国について尋ねたり

・行きたい国について尋ねたり

言ったりする表現に慣れ親し

言ったりする表現に慣れ親

む。

しんでいる。

月

・世界には様々な人たちが様々

・世界には様々な人たちが様々

な生活をしていることに気付

な生活をしていることに気

く。

付いている。

３学期実践内容
月

単

元

Lesson6

単元目標
・積極的に自分の一日を紹介し

太田小学校

重点指導事項（表現、文法等）
I get up at seven.

６年
評価基準
・積極的に自分の一日を紹介し

使用した語彙
get up,play basketball,

たり、友達の一日を聞き取っ

eat dinner,swim,

たりしようとする。

たりしようとしている。

take a bath, watch TV,

生活を表す表現や、一日の生

生活を表す表現や、一日の生

clean my classroom,

活についての時刻を尋ねる表

活についての時刻を尋ねる

play the piano,go home,

現に慣れ親しむ。

表現に慣れ親しんでいる。

eat breakfast,

What time do you get up?

たり、友達の一日を聞き取っ

一日の生活を紹介しよう

What time do you go to bed?

１
月

go to school,

・世界には時差があることに気

・世界には時差があることに気

付き、世界の様子に興味をも

付き、世界の様子に興味をも

study at school,

つ。

っている。

play soccer,go to bed,
eat lunch,study at home

Lesson8
What do you want to be?
「夢宣言」をしよう

・積極的に自分の将来の夢につ
いて交流しようとする。

What do you want to be?

・積極的に自分の将来の夢につ

teacher,singer,florist,

いて交流しようとしている。 cabin attendant,baker,
dentist,doctor,cook,

２

・どのような職業に就きたいか

・どのような職業に就きたいか

を尋ねたり、答えたりする表

を尋ねたり、答えたりする表

farmer,comedian,vet,

現に慣れ親しむ。

現に慣れ親しんでいる。

artist, zoo keeper,

月

・世界には様々な夢をもつ同年

・英語と日本語での職業を表す

代の子供がいることを知り、

語の成り立ちを通して、言葉

英語と日本語での職業を表す

の面白さに気付いている。

語の成り立ちを通して、言葉
の面白さに気付く。
３

まとめ

I want to be a singer.

fire fighter, soccer player,
bus driver

月

１学期実践内容
月

単
Lesson 1
Hello!

元

単元目標
・積極的に挨拶をしようとす
る。
・英語での挨拶や、自分の名
前の言い方に慣れ親しむ。

４ 月

・世界には様々な言語がある

太田小学校

重点指導事項（表現、文法等）

５年
評価基準

あいさつ

本単元では、児童がはじめて外

Hello. My name is ~.

国語に出合うことから、原則と

What’s your name?

して評価結果を記録しないが、

Thank you.

目標に向けての指導は行う。

使用した語彙

Goodbye.

ことを知る。

Lesson 2
I’mhappy.

・表情やジェスチャーをつけ
て相手に感情や様子を積極
的に伝えようとする。

How are you?
I’m ~.

・感情や様子を表したり尋ねた
りする表現を聞いたり、言っ
たりしている。

５ 月

・感情や様子を表したり尋ね

・表情やジェスチャーの大切さ

たりする表現に慣れ親し

や、国によってジェスチャー

む。

が違うことに気付いている。

・表情やジェスチャーなどの
言葉によらないコミュニケ
ーションの大切さや，世界
には様々なジェスチャーが
あることに気付く。

happy, fine, sleepy, hungry,
tired, sad

Lesson 3
Howmany?

・積極的に数を数えたり、尋
ねたりしようとする。

How many pencils?
~pencils.

・進んで数を数えたり、尋ねた
りしている。

cat, dog, ball, pencil, apple,
one, two, three, …, twenty

・１～20 の数や数を尋ねる表現

・１～20の数の言い方や数の

を聞いたり、言ったりしてい

６ 月

尋ね方に慣れ親しむ。

る。

・言語には、それぞれの特色
があることを知る。

Lesson 4
Ilikeapples.

・好きなものや嫌いなものに

I like ~.

・好きなものや嫌いなものにつ

strawberry, cherry, peach,

ついて、積極的に伝えよう

I don’t like ~.

いて、積極的に尋ねたり答え

grape, kiwi fruit, lemon,

とする。

Do you like ~?

たりしている。

banana, pineapple, orange,

７ 月

・好きなものや嫌いなものを
表したり尋ねたりする表現
に慣れ親しむ。
・日本語と英語の音の違いに
気付く。

Yes, I do./No, I don’t.

・好きなものや嫌いなものを言

melon, ice cream, milk,

ったり尋ねたりしている。

juice, baseball, soccer,

・日本語と英語の音の違いに気
付いている。

swimming, basketball, bird,
rabbit, dog, cat, spider

２学期実践内容
月

単

元

Lesson5

単元目標
・好きなものについて、積極

太田小学校

重点指導事項（表現、文法等）
What do you like?

評価基準
・好きなものについて、積極的

使用した語彙
[color]

What do you like?

的に尋ねたり答えたりしよ

What animal/color/fruit/

に尋ねたり答えたりしよう

yellow,green,purple,

友だちにインタビューしよ

うとする。

sportdo you like?

としている。

orange,blue,brown, white

う

・好きなものは何かを尋ねる

I like ~.

９ 月

・日本語と英語の音の違いに気

・日本語と英語の音の違いに

Lesson6
What do you want?
アルファベットをさがそう

・アルファベットの大文字を
読む。
・ほしいものを尋ね。答える
表現に慣れ親しむ。
・身の回りのアルファベット

月

に気付く。

・好きなものは何かを尋ねる表
現に慣れ親しんでいる。

表現に慣れ親しむ。

[shape]
big,small,star,heart,
triangle,circle, diamond

付いている。

気付く。

10

５年

What do you want?
The “A”card,please.

・アルファベットの大文字を読
めている。
・ほしいものを尋ね。答える表
現に慣れ親しんでいる。
・身の回りのアルファベットに
気付いている。

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ

Lesson9

・欲しいものについて丁寧に

What would you like?

積極的に尋ねたり答えたり

レストランへ行こう

しようとする。
・欲しいものについての丁寧
な表現の仕方や尋ね方に慣

～

11

月

12

れ親しむ。
・欲しいものを尋ねたり言っ
たりする際、丁寧な表現が
あることに気付く。

What would you like?
I’d like a hamburger.

・相手意識をもって、丁寧な表

restaurant

現で欲しいものを尋ねたり

American,Indian,Spanish,

答えたりしている。

Italian

・丁寧な表現で欲しいものを尋

welcome,sit down, please

ねたり言ったりしている。

Thank you. Menu please.

・英語にも場に応じて丁寧な言

Here you are.

い方があることに気付いて

What would you like?

いる。

I would like ~.
O.K. Wait please.
You’re welcome.
spicy, sweet, salty

３学期実践内容
月

単

元

Lesson7

単元目標
・あるものについてそれが何

What’s this?

かと尋ねたり、答えたりし

クイズ大会をしよう

ようとする。

太田小学校

重点指導事項（表現、文法等）
What’s this?
It’s a piano.

評価基準
・あるものについてそれが何か

triangle,fish,recorder,
glove,beaker,bird,

としている。

textbook,cap,map,apple,

１ 月

んでいる。

しむ。

使用した語彙

と尋ねたり、答えたりしよう
・何かを尋ねる表現に慣れ親し

・何かを尋ねる表現に慣れ親

Lesson8

５年

cup,microscope,frying pan,
shoe,notebook,eraser,
piano,mat,ruler,glove,

・日本語と英語の共通点や相

・日本語と英語の共通点や相違

違点に見つけ、言葉の面白

点に見つけ、言葉の面白さに

tomato,bat,eggplant,

さに気付く。

気付いている。

brush,flower

・時間割について積極的に尋

I study math on Monday.

・時間割について積極的に尋ね

Sunday,Monday,Tuesday,

ねたり、答えたりしようと

What do you study

たり、答えたりしようとして

Wednesday,Thursday,

「夢の時間割」を作ろう

する。

on Tuesday?

いる。

Friday,Saturday,

２ 月

I study Japanese.

・時間割について尋ねたり、答

答えたりする表現に慣れ親

えたりする表現に慣れ親し

science,homeeconomics,

しむ。

んでいる。

Japanese,social studies,

・世界の小学校の学校生活に
興味を持つ。
３ 月

まとめ

schedule, math,music,P.E.,

・時間割について尋ねたり、

・世界の小学校の学校生活に興
味を持っている。

English

第５学年 外国語活動指導案
茨木市立太田小学校
指導者
１．日時

平成２４（２０１２）年

２．場所

茨木市立太田小学校

３．学年・組

第５学年３組（３４名）

４．単元名

「What

５．主な言語材料

（例）What would you like?

would

you

１２月３日（月）第６時限

大井

沙和子

１４時３５分～１５時２０分

英語教室
like？」
I would like ~

６．単元目標
（１）欲しいものについて丁寧に積極的に尋ねたり答えたりしようとする。
（２）欲しいものについての丁寧な表現の仕方や尋ね方に慣れ親しむ。
（３）欲しいものを尋ねたり言ったりする際、丁寧な表現があることに気付く。
７．単元の指導計画（全４時間）
第１次：丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり言ったりする表現を知る。
第２次：丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり言ったりする表現に慣れ親しむ。
第３次：世界には様々な料理があることを知り、丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり言ったりする表現に
慣れ親しむ。
第４次：相手意識をもって、丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり答えたりしようとする。（本時）
８．指導にあたって
本学級の児童は素直で元気がある。学習や係の仕事にも意欲を持って真面目に取り組む姿が見られる。
しかし、学習の場面においては、４月当初から消極的で、自分の意見を述べられる児童がほとんどいなかった。
いつも教師の指示を待ち、言われたことだけを行う姿が多く見られた。
外国語活動においては、なかなか自分から友だちに積極的に声をかけることができず、発表する場面にお
いても、小さな声でしか発表できない様子が見られ、恥ずかしがったり、戸惑ってしまう児童もいる。
このような本学級の児童の実態を、少しでも積極的な姿勢に向かわせ、自分から友だちとコミュニケーショ
ンをとろうとする態度を身につけさせるために、外国語活動の学習に取り組ませたい。そして学習を通して、
コミュニケーションを取ることの楽しさや、表現する楽しさを味わわせ、自信と積極性を培いたい。
レストランという場は、日本にも外国にもある。そして、食べること、レストランへ行くことは子どもた
ちの生活に密着している。そこで、レストランへ行くという設定にすると、
「何と言えば注文ができるのかな？」
「どう言えば伝わるのだろう？」という思いが子どもの中からわいてくるのではないかと考え、この単元を設
定した。
配慮を要する児童や戸惑ってしまう児童について、積極的に学習に取り組むことができるように、ペア学習
（ペア練習）を多く取り入れ、側に行って声をかけるようにした。そして、視覚支援ができるように掲示物を
分かりやすく工夫している。また、今回初めてロールプレイの学習をするので、自分の役割がどういうものか
が分かるような掲示物を工夫し、レストランという場を十分に味わえるような雰囲気作りにも力を入れた。
９．単元の評価規準
①相手意識をもって、丁寧な表現で欲しいものを尋ねたり答えたりしている。
（コミュニケーションへの関心・意欲・態度）
②丁寧な表現で欲しいものを尋ねたり言ったりしている。
（外国語表現への慣れ親しみ）
③英語にも場に応じて丁寧な言い方があることに気付いている。（言語や文化に関する気づき）

１０．学習過程
＜第１時＞めあて
時

丁寧に欲しいものを尋ねたり、言ったりしよう。
HRT の活動

児童の活動

NET の活動

間
１

評価（◎）
１．あいさつ

Good morning.

Good morning.

外国語活動の始まり

Good morning .

How are you?

How are you?

を意識できるように

Good afternoon Mary.

I’m good./OK/hot.

I’m good./OK/hot.

気持ちよく、自分の

I’m good. Thank you.

Thank you.

Thank you.

気持ちを積極的に表

How are you?

20

指導上の留意点及び

現するように促す。

２．ウォームアップ・復習・新出単

どういう場面で新出単

発音の見本

英語を使う雰囲気

語の確認・アクティビティ

語が使えるのか考えさ

食べ物の絵を見せて発

づくりを大切にす

What’s this? /It’s a~ /How many?

せる。

音をする。

る。

What do you want?
I would like~/What would you

What would you like?

like?

I would like~.の発音
の見本。

22

アクティビティ

カードを用いる。

◎意欲を持って取

（クリスクロス）（ウイスパーゲー

line/row/one/your

り組めているか。①

ム）I would like~.

group/nobody/reset

３．レッツプレイ！！

相手に伝わるように練

ランチグループで練習する。

習できているか見回

What would you like?

相手を見て、伝わる
声で発音するよう促

る。

I want~の表現と

発音の手助けをする。

I would like~は同じで

I would like~.

２

発音の見本。

す。

であることを伝える。

◎英語にも、場に応

一回りしたら NET の所へ行ってサ

I want~の表現と

I would like~と I like~

じてていねいな言

イコロを振る。

I would like~は同じで

の表現は同じではない

い方があることに

であることを伝える。

ことも同時に伝える。

気付いているか。③

レストランで実際に食べ物を頼む

丁寧な言い方であるこ

なら、何を頼むか２つ考えて発表す

とを伝える。

自信を持てない子

る。

については、側に行

I would like~and~.

って声をかける。

４．まとめ

振り返り

See you next time!

あいさつ

活動を思い出して
振り返りができる
ように促す。

＜第２時＞めあて
時

お客さんと店員に分かれて、会話をしよう。

児童の活動

HRT の活動

NET の活動

間
１

評価（◎）
１．あいさつ

Good morning.

Good morning.

外国語活動の始まり

Good morning .

How are you?

How are you?

を意識できるように

Good afternoon Mary.

I’m good./OK/hot.

Im good./OK/hot.

気持ちよく、自分の

I’m good. Thank you.

Thank you.

Thank you.

気持ちを積極的に表

How are you?

17

指導上の留意点及び

現するように促す。

発音の見本

英語を使う雰囲気

２．ウォームアップ・復習・新出単

どういう場面で進出

語の確認

単語を使うことがで

づくりを大切にす

What would you like?

きたか、振り返る。

る。

I would like~.

実際に客と店員がど
Welcome! Sit down please.

んな言葉を交わすの

Thank you. Menu please.

か伝える。

Here you are.Thank you.
What would you like?
I would like ~
OK.wait please. OK.
Here you are.Thank you.
You’re welcome.
25

３．ロールプレイ「レストランへ

レストランで客が注

会話を英語でどう表

子どもたちが自信

行こう！」

文をしたり、店員が注

現し発音するか見せ

を持ってロールプ

主にペアで行う。

文を聞いたりする会

る。（HRT と一緒に） レ イ が で き る よ う

Welcome!

話を英語でどう表現

一緒に発音したり、

Sit down please.

するか見せる。

NET の発音をよく

Menu please.

（スペインレストラ

聞いてロールプレ

Here you are. / What would you

ン・アメリカンレスト

イをしようとして

like?

ランの設定で）

いる子どもをほめ

I would like ~

る。

Thank you.

メニューを絵で見せ

You’re welcome.

て、どちらの国の食べ

◎自分なりに工夫

物か？尋ねる。

して、伝えたいこと
を表現しようとし
ているか。②
自信を持てない子
については、側に行
って声をかける。
自分がどのような

役をするのか、分か
るように掲示物を
工夫する。
２

４．まとめ

振り返り

See you next time!

あいさつ

活動を思い出して
振り返りができる
ように促す。

＜第３時＞めあて
時

声の大きさやジェスチャーに気を付けて、ロールプレイをしよう。

児童の活動

HRT の活動

NET の活動

間
１

評価（◎）
１．あいさつ

Good morning.

Good morning.

外国語活動の始まり

Good morning .

How are you?

How are you?

を意識できるように

Good afternoon Mary.

I’m good./OK/hot.

Im good./OK/hot.

気持ちよく、自分の

I’m good. Thank you.

Thank you.

Thank you.

気持ちを積極的に表

How are you?

15

指導上の留意点及び

現するように促す。

発音の見本

英語を使う雰囲気

２．ウォームアップ・復習・新出単語の

店員が客に料理の

確認・アクティビティ

味について尋ねる

づくりを大切にす

Restaurant staff: Welcome!

時の言い方、客がそ

る。

Sit down please.

れを答える時の言

Custmor: Menu please.

い方（表現）につい

ジェスチャーを使

Restaurant staff: Here you are.

て伝える。

うよう促す。

Yes, it’s ok.

カードを用いる。

◎意欲を持って取

No, it’s spicy/salty/sweet.

line/row/one/your

り組めているか。①

What would you like?
Customer: I would like ~. /
Thank you.
Restaurant staff: You’re welcome.
Taste: SPICY, SWEET, SALTY,
Restaurant staff: Is it OK?
Customer: Yes, it’s ok.
No, it’s spicy/salty/sweet.
アクティビティ（クリスクロス）

group/nobody/reset
27

３．ロールプレイ「レストランへ行こ

前時同様、会話を確

会話を英語でどう

子どもたちが自信

う！」

認させて、違う国の

表現し発音するか

を持ってロールプ

見せる。
（HRT と一

レイができるよう

Student A :

I’m hungry!

料理店の設定であ

Student B:

Me too

ることを知らせる。 緒に）

一緒に発音したり、

Student C:

Let’s eat

（イタリアンレス

NET の発音をよく

Student D:

OK!

トラン・インドレス

聞いてロールプレ

Student E:

Let’s go !

トランの設定で）

イをしようとして
いる子どもをほめ

Welcome!

メニューを絵で見

Sit down please.

せて、どちらの国の

Menu please.

食べ物か？尋ねる。

る。
◎自分なりに工夫

Here you are./What would you like?

して、伝えたいこと

I would like ~

デモンストレーシ

デモンストレーシ

を表現しようとし

Thank you.

ョンをする。

ョンをする。

ているか。②

You’re welcome.
自信を持てない子
については、側に行
って声をかける。
自分が、どのような
役をするのか、分か
るように掲示物を
工夫する。
グループで協力し
て活動に取り組ん
でいるか。
２

４．まとめ

振り返り

See you next time!

あいさつ

活動を思い出して
振り返りができる
ように促す。

＜第４時

（本時）＞めあて

時

習ったことを使って、相手に伝わるようにロールプレイをしよう。

児童の活動

HRT の活動

NET の活動

間
１

評価（◎）

１．あいさつ

Good afternoon.

Good afternoon.

外国語活動の始まり

Good afternoon. .

How are you?

How are you?

を意識できるように

Good afternoon Mary.

I’m good./OK/hot.

I’m good./OK/hot.

気持ちよく、自分の

I’m good. Thank you.

Thank you.

Thank you.

気持ちを積極的に表

How are you?

12

指導上の留意点及び

現するように促す。

発音の見本

英語を使う雰囲気

２．ウォームアップ・復習・新出単語

店員が客に料理の

の確認

味について尋ねる

づくりを大切にす

Restaurant staff: Welcome!

時の言い方、客がそ

る。

Sit down please.

れを答える時の言

Customer: Menu please.

い方（表現）につい

ジェスチャーを使

Restaurant staff: Here you are.

て伝える。

うよう促す。

What would you like?
Customer: I would like ~ /Thank

相手の目を見るこ

you.

と、伝わる声の大き

Restaurant staff: You’re welcome.

さで話をするよう
促す。

Taste: SPICY, SWEET, SALTY,
Restaurant staff: Is it OK?
Customer: Yes, it’s OK.
No, it’s spicy/salty/sweet.
カードを用いる。

◎意欲を持って取

アクティビティ（クリスクロス）

line/row/one/your

り組めているか。①

Yes, it’s ok.

group/nobody/reset

No, it’s spicy/salty/sweet.
30

３．「レストランへ行こう！」

前時同様、会話を確

会話を英語でどう

子どもたちが自信

お客役のグループと、店員役のグルー

認させて、違う国の

表現し発音するか

を持ってロールプ

プに分かれて、レストランに行く前か

料理店の設定であ

見せる。
（HRT と一

レイができるよう

ら帰るまでの様子を演じる。

ることを知らせる。 緒に）

一緒に発音したり、

Student A :

I’m hungry!

（スペインレスト

NET の発音をよく

Student B:

Me too

ラン・アメリカンレ

聞いてロールプレ

Student C:

Let’s eat

ストラン・イタリア

イをしようとして

Student D:

OK!

ンレストラン・イン

いる子どもをほめ

Student E:

Let’s go !

ドレストランの設

る。

定で）
Restaurant staff: Welcome!
Sit down please.

◎それぞれの国の
メニューを絵で見

食文化の違いに気

Customer: Menu please.

せて、どちらの国の

付いているか。③

Restaurant staff: Here you are.

食べ物か？尋ねる。

◎自分なりに工夫

What would you like?

して、伝えたいこと

Customer: I would like ~

デモンストレーシ

デモンストレーシ

を表現しようとし

Restaurant staff: OK! Here you are.

ョンをする。

ョンをする。

ているか。②

Customer: Thank you.
Restaurant staff: You’re welcome.

自信を持てない子

Restaurant staff: Is it OK?

については、側に行

Customer: Yes, it’s OK.

って声をかける。

No, it’s spicy/salty/sweet.
Customer: Thank you. Bye.

自分が、どのような

Restaurant staff: You’re welcome.

役をするのか、分か

Good-Bye.

るように掲示物を
工夫する。
グループで協力し
て活動に取り組ん
でいるか。

２

４．まとめ

振り返り

See you next time!

あいさつ

活動を思い出して
振り返りができる
ように促す。

４．三島中学校
～

目標と実践

「目標」を整理しよう

～

【学校教育目標】
・進路を切り拓く確かな学力を持った生徒の育成
・人権を大切にする心を持った生徒の育成
・自分たちで規律を守れる力を持った生徒の育成
・しんどい立場にある仲間を支え、共に育つ生徒の育成

［三島中学校

３年生の教科目標］

１、２年で学んだ英語を基礎にし、様々な意見の中から相手の意図
を読みとり、自分の考えを主体的に判断し、具体的に伝えるコミュニ
ケーションの力を育てる。

【２学期】
・人権を扱った題材を読み、内容を理解し、それについて自分の考
えを表現する力を育む。
・英語の文の構造を理解し、抑揚をつけて読む力を育む。

［三島中学校

２年生の教科目標］

１年で学んだ英語を基礎にし、事実や自分の思い・考えを発信し、
コミュニケーションを図る力を育てる。
【３学期】
・説明文を読み、その内容を理解し、自分の考えを表現する力を育
む。
【２学期】
・登場人物になりきり、英語で表現する力を育む。
・自分の夢について考え、英語の文章で表現する力を育む。
【１学期】
・理由をたずねたり、説明したり、賛成や反対のような自分の考え
を表現できる力を育む。
・未来のことについて、聞いたり、表現する力を育む。

◆

【１学期】
・修学旅行とリンクさせ、平和、戦争についての文を読み、自分の
考えを発表できる力を育む。
・道案内の表現を使って相手に道をたずねたり、教えたりできる力
を育む

具体的なイメージ

【３学期】
・今まで学んだ英語を使って自分の考えをまとまりのある文章で表
現し、聞き手に正確に伝えることができる力を育む。
・スピーチにおいて、発表者の内容を理解した上で、自分の感想や
質問ができる力を育む。

抽象的なイメー

英語を通して、言語や文化についての理解を深める。ま
た 『 話 す こ と 』『 聞 く こ と 』『 読 む こ と 』『 書 く こ と 』 に よ っ
て、コミュニケーション能力の基礎を養う。

◆

≪三島中学校の外国語（英語）における教科目標≫

［三島中学校

１年生の教科目標］

具体的な英語の使い方を理解し、学習した英語を使用し、積極的に
コミュニケーションをする力を育てる。
【３学期】
・過去の表現を使って、この１年間の思い出を表現する力を育む。
【２学期】
・一般動詞を使って自分のことや周りの人について表現する力を育
む。
・いろいろな形の質問をしあうことができ、質問に答えることがで
きる力を育む。
【１学期】
・アルファベットを正しくかけ、言える力を育む。
・身近な単語が理解できる力を育む。
・ｂｅ動詞を使って身近な物、人を紹介できる力を育む。
・音と綴りの関係を理解できる力を育む。

～

「目標」から「できる」ことを整理しよう

～

≪三島中学校の外国語（英語）における教科目標≫
英語を通して、言語や文化についての理解を深める。
ま た 『 話 す こ と 』『 聞 く こ と 』『 読 む こ と 』『 書 く こ と 』 に
よって、コミュニケーション能力の基礎を養う。

三島中学校

『話
・
・
・

す
自
道
身

こ
分
案
近

と
の
内
な

３年生が「できる」ようになっていること

』
ことについて６０語～８０語程度で話すことができる。
ができる。
ことについて簡単なやりとりができる。

『聞くこと』
・身近なことに関する話しや話題について繰り返して、ゆっくり話
されれば理解することができる。
・道案内を聞いて理解することができる。
『読むこと』
・簡単な物語、説明文の内容を理解することができる。
・英語の地図を見て、場所を探すことができる。
『書くこと』
・自 分 の こ と に つ い て ６ ０ ～ ８ ０ 語 程 度 の 文 章 を 書 く こ と が で き る 。
・自分の意見、考えについて簡単な文章を書くことができる。

三島中学校

２年生が「できる」ようになっていること

『話すこと』
・日常生活の行動について言うことができる
・自分の予定を言うことができる。
『聞くこと』
・簡単な文や指示を聞いて内容を理解することができる。
・簡単な相づちをうつことができる。
『読むこと』
・短い手紙、日常生活の身近なことを表す文章を理解することがで
きる。
・写真などのある簡単な物語を理解することができる。
『書くこと』
・短い日記を書くことができる。
・簡単な自己紹介の文章を書くことができる。

三島中学校

『話
・
・
・

す
日
あ
簡

こ
常
い
単

と
生
さ
な

１年生が「できる」ようになっていること

』
活の身近な単語を発音することができる。
つができる。
質問ができ、答えることができる。

『聞くこと
・アルフ
・日常生
できる
・日付や
・簡単な

』
ァ
活
。
曜
文

『読
・
・
・

む
ア
日
日

こ
ル
常
常

と
フ
生
生

』
ァベットや符号がわかる。
活の身近な単語を理解することができる。
活の身近なことを表す文を理解することができる。

『書
・
・
・
・

く
ア
日
自
現

こ
ル
常
分
在

と
フ
生
の
形

』
ァ
活
名
を

ベットを聞いて、どの文字か理解することができる。
の身近な単語を聞いて、その意味を理解することが
日、数字を聞き取ることができる。
や会話を聞いて内容を理解することができる。

ベ
の
前
使

ッ
身
を
っ

ト
近
書
て

を
な
く
簡

活
単
こ
単

字
語
と
な

体
を
が
自

で
書
で
己

書
く
き
紹

く
こ
る
介

ことができる。
とができる。
。
や他己紹介を書くことができる。

１学期実践内容
月

単

元

<NEW CROWN③>
・LESSON1

単元目標
・受け身の表現ができるように
なる。

三島中学校

３年

重点指導事項（表現、文法等）
・受け身
The car is washed ...

４

My Favorite Words

・動詞の過去分詞形を覚える。 ・道案内の表現

The car is washed ~.

・道案内ができるようになる

評価規準
・受け身の形を使って文がつ
くれ、意味がわかり、聞き
取れる。
・道案内ができる。道案内の

・My Favorite Words について

表現を聞いて理解できる。
・My Favorite Words につい

月

表現できるようになる。
・We’re Talking ①

て英作文できる。

使用した語彙
suggest, remind, importance,

this year, one for all, all for one,
remind ~ of …, motto, eaten,
wear, wore, worn, taught,
winner, never, professional, lost,
accident, fighting, true, became,
match, encourage, powerful,

be known for ~, come true,
think of ~, come across ~, quit,

道案内をしよう

fighting spirit, major league,

Could you tell me ~?

castle, street, left

・LESSON 2

・現在完了形（継続用法）の形

・現在完了形（継続）

・現在完了形（継続）の形を

Finland ̶ Living with

に慣れ、意味が理解できるよ

I have lived...

使って文が作れ、意味がわ

Forests

うになる。

Have you lived...?

かり、聞き取れる。

I have lived ~.
５

Have you lived ~?

・日本がどんな国か考えられる
ようになる。

How long have you lived...?

・日本がどんな国か表現でき
る。

furniture, designer, design,
especially, since, I’ve, been, be,
lamp, grade, haven’t,
for a long time, desert,
grassland, wood, waterfall,
wave, island,

月

How long have you

Nature, daily, midnight, shine,

lived ~?

Sweet, blueberry, care for ~,
Ski, northern, light, Finn,
protect, continue, go ~ing,

・We’re Talking ②

・現在完了形（完了用法、経験

どうかしましたか

用法）の形に慣れ、意味が理

I have visited ... once.

の形を使って文が作れ、意

What’s the matter?

解できるようになる。

Have you ever visited...?

味がわかり、聞き取れる。

・現在完了形（経験・結果）

・病気の表現ができるようにな ・病状について尋ねる、説明す
６

・LESSON 3

る。

る表現

・現在完了形（経験・結果）

・病気の時の表現が言え、聞

matter, headache, nurse, kind,

It’s kind of you.
lucky, ever, forward, Europe,

look forward to ~, prefecture,

いてわかる。会話が作れる。 snake, hey, poisonous, bite,

月

Rakugo Goes Overseas

someone, bitten, they’ll, begun,

I have visited ~ once.

hasn’t, Oh, dear., ouch, already,
done, interview, performance,

Have you ever visited ~?

perform, performer, sit, cushion,
funny, character, joke, laughter,

I’m glad to ~, impress, spread,
peaceful, That’s true.

My pleasure.

・We’re Talking ③

・第５文型（S+V+O+C）の形

買い物をしよう

がわかり、使えるようにな

Would you ~?

る。
・Would you ~?の質問と答え

・LESSON 4
７

The Story of Sadako
We call the dog Pochi.

月

The book makes me
happy.

・第５文型（S+V+O+C）

・第５文型（S+V+O+C）の
形がわかり、文章の意味が

・買物の表現（依頼・申し出・

わかる。文が作れる。

承諾）

・Would you ~?の質問と答え
ができる。

ができるようになる。
・

chocolate, cake, anything,else,
would, add, box,May I help you?

Anything else?
building, destroy, tragedy, shock,
The Atomic Bomb Dome, burnt,
embarrass, lunchbox, display,
upset, felt, be in shock, easy,

The burnt lunchbox, possible,
The crying people, impossible,
necessary, began, flash, drop,
survive, elementary school, relay,
runner, select, sick, sickness,

begin with ~, at least, hope to ~,
receive, crane, hopeful, sadly,
accept, death, statue, wish,
stand, send, get well, memorial,
Hiroshima Peace Memorial Park

２学期実践内容
月

単

元

・LESSON 4
The Story of Sadako.

単元目標

三島中学校

重点指導事項（表現、文法等）

８・９

気分転換しよう

It is ~(for A) to ~.

It is ~(for A) to ~.の形がわか

使えるようになる。

提案・承諾・断る表現

り文の意味がわかる。

Why don’t we~?の表現を使え

Why don’t we~?の表現が使

るようになる。

える。

月

・so ~ that…の構文から too ~
Learning from Nature

・LESSON 5
Houses and Lives

・so ~ that…の構文から too ~

to 構文への書き換えができ

to 構文への書き換えができる

る。

ようになる。

・平和について自分の考えを

平和について考えられる。

表すことができる。

・関係代名詞の形がわかり、意

関係代名詞（主格・目的格）

・関係代名詞の入った文の意

味が理解できるようになる。

a book that is fun for ~

味がわかり、聞き取れる。

a book that is fun for ~

a teacher who comes ~

a teacher who comes ~

the letter that Koji received ~

the letter that Koji

the book which I read ~

月

received ~
the book which I read ~

使用した語彙
even, exercise, kick, deal,

No thanks.It’s a deal.
Why not?

文が作れる。

Why don’t we ~?
・LET'S READ 1

10

評価規準

It is ~(for A) to~.の形がわかり

It is ~ for A to ...
・We’re Talking ④

３年

flying, machine, copy, wing,
common, research, develop,
technology, object, bicycle,
cover, point, direction, smoothly,
technique, umbrella, helmet,
thousands of ~, in ~ direction,
streamline, lotus, tiny, simple,
clever, soft, inside, similar,
outside, come up with ~,
satellite, panel, fold, method,
beetle, discover, wisdom,
too ~ to …, so ~ that …,
almost, roof, collect, mat, solar,
comfortable, relax, writer,
architect, lawyer, carpenter,
politician, gather, gate, ceiling,
carport, round, entrance,
ground, floor, feature, energy,
connect, tent, individual,
connection, be made of ~, ride,
horse, fresh, husband, wife,
marry, suit, take down, put up,
get married, out of ~

11
月

・We’re Talking ⑤

関係代名詞の省略を見分けら

関係代名詞（省略）

関係代名詞が省略されていて

バッグを持ちましょうか

れ、意味が理解できるようにな

人に何かを申し出る表現

も文の意味がわかり、聞き取

Shall I ~?

る。

れる。

・LESSON 6

Shall I~?の表現を使って人に

Shall I~?を使って相手に質問

何かを申し出ることができる

できる。

I Have a Dream
The country I want to visit ...

ようになる。

・LESSON 6

分詞の形がわかり、意味が理解

分詞（現在分詞・過去分詞）

分詞、S+V+O+to～の形を使

でき使えるようになる。

S+V+O+to～の形

って文が作れ、意味がわかり

I Have a Dream
the girl playing ~

日本語でスピーチ原稿を作り、 スピーチの仕方

聞き取れる。

a book written by ~

発表できるようになる。

日本語でスピーチができる。

演劇コミュニケーション
からスピーチ原稿を作る。
12

S+V+O+to～の形に慣れる

Shall I～?Welcome to ~.
That’s a big help. for now, June

men, dark, side, Chinese,
French, German, Korean,

What about it?

月

equal, American,free, speech,
make a speech,courage, effort,
friendship,you’ve, teamwork,
seat, driver,through, law, act,
give up ~,movement, refuse,
arrest, support, anyone, got,
boycott,last, won, anywhere,
not～any more, fight for ~, Dr,
front, nation, skin, content,
able, in front of ~, not～but…,
be able to ~, judge, nearly, stood,
freedom, equality, president,
African-American

・LESSON 7
We Can Change Our World

Tom wants me to ~.

abroad, should, both, I’d, aren’t,
would like to ~, Russia, order,

３学期実践内容
月

単

元

三島中学校

３年

単元目標

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

日本語のスピーチから英

今まで習った表現を使ってス

スピーチ作成（私の夢／私の尊

自分のスピーチを暗記して発

語のスピーチを作り、発表

ピーチを作り発表する。

敬する人）６０～８０語

表できる。発表者のスピーチ
を理解し、評価できる。

wonder, waste, reduce, reuse,
recycle, graduate, junior, senior,
high school, junior high school,
raise, myself, graduate from,

間接疑問文の形を理解し、文

look for, by myself, poor, young,

する。
１

・LESSON 7

間接疑問文の形に慣れる。

間接疑問文

月

We Can Change Our World

が作れる。

I don’t know why Amy is ~.

・We’re Talking ⑦
電話をしよう

English for Me

電話での会話

電話での会話ができる。

うになる。

疑問詞＋不定詞

疑問詞＋不定詞の形を使って

味が理解できるようになる。

約束をする時の表現

文が作れ、意味がわかり聞き

約束をします

取れる。
Promise to~の形が使えるよう

Promise to~の形が使える。

になる。

２

Promise to ~
・LET'S READ 2

月

A Moment of Peace

whole, understood, company,
provide,distant
afraid, I’m afraid ~.

疑問詞＋不定詞の形に慣れ、意

Koji is learning how to ~.
・We’re Talking ⑧

money, windmill,piece, project,

keep ~ing, crop,piece of, scrap,

電話での会話表現ができるよ

Could you ~?
・LESSON 8

candle, smoke,cause, cough,

arrive, not ~ at all,
communication, citizen,
human rights, identity, feeling,
difference, step, clearly, simply,
globally, each other, person,
differently, slowly, at first
miss, promise, it’s,
keep in touch, Take care.

It’s time to ~.

時間内に英文を読み取れるよ

時間内に英文の内容を読み取

うになる。

ることができる。

close, Christmas, exchange,
darkness, silence, enough to ~,
shout, same, flag, wine, sausage,
trick, call out, Happy Christmas,
Same to you., stand up, turn to ~,
Who knows? Who cares? shook,
address, barber, magic, brought,
football, shake hands, approach,
bring out ~, wonderful, pass,
set, star, shot, come out, be over,
Bye now.one last time,

the day before

・Further Reading

時間内に英文を読み取れるよ

時間内に英文の内容を読み取

if, dad, scary, weak, notice,

うになる。自分の考えを表現で

ることができる。２０語程度

surely, handle, fought, reconcile,

きる。

で自分の考えを表現できる。

repay, prison, release, several,
broken, policeman, could tell ~,
hide, behind, banker, bank,
be proud of ~, toward, shut, lock,

３

faint, voice, rose, what I can,
pocket, vest, skill, look ~ over,
mistake, sir, vulture, northeast,

月

promise, suffer from ~, hunger,
photographer, be aware of ~,
face, themselves, view, shocking,
photograph, so were ~, weak,
dying, in need, instead of ~,

right away, wrong, decision,
What would you do?

１学期実践内容
月

単

元

・1 年の復習
（過去形を中心に）
・LESSON1 Aloha！
４ 月

（一般動詞の過去形
Amy played…）

三島中学校

単元目標

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

・過去形（不規則動詞と規則動

・過去形（不規則動詞と規則

・過去形（不規則動詞と規

during, vacation, Hawaii,

則動詞）が理解できる。

aloha,concert, restaurant,

詞）を理解させ定着を図る。
・多文化理解教育ではハワイの
文化や言語事情に関心を持
たせる。

動詞）
・ハワイの文化や言語事情
・交通手段をたずねたり、説
明などの表現

・ハワイの文化や言語事情
に関心を持てる。
・交通手段をたずねたり、
説明などの表現ができ

・交通手段をたずねたり、説明
・We’re talking①

２年

(be 動詞の過去形
Koji’s grand-fatherwas…/

dance, hula,tradition,
action, meaning,story,
history, finish, touch
little, so, glad, line,
Station, a little, get off

How can I get to…）
A Calendar of the Earth

stadium, train, plane,

る。

などの表現を身につける。

（交通手段のたずね方
・Lesson2

使用した語彙

・過去形（be 動詞）を理解させ
定着を図る。
・理由を尋ねたり、説明する表
現を身につける。

・過去形（be 動詞）
・理由を尋ねたり、説明する
表現

・過去形（be 動詞）を理解
できる。
・理由を尋ねたり、説明す
る表現ができる。

was, work, can, bottle, were,
happy, wasn’t, pick up, great,

second-year student, boring,
busy, nervous, find, found, rock,
nearby, old, long ago, video game,

５ 月

Koji’s grandparentswere…/

surf, Internet, phone, dinner,

When my mother came～,

brush, tooth, teeth, sleep,

I was watching…)

billion, its, understand, born,

・We’re talking②
（理由のたずね方
why…?/Because…）

living, thing, appear, kind, plant,
disappear, ~ year(s) old, be born,

billions of ~, ~ kind(s) of…,
dinosaur, million, shape, land,
change, size, human, monkey,
tall, grass, small, part,

from ~ to…, a part of ~,
musician, because, think,

What ~!I think so.

・Lesson 3 For Our Future
（未来を表す表現

・未来形を理解させ定着を図
る。

It will be…/I amgoing

・環境問題

to visit…/I think that…）

・場合に分けて説明する（if）

・未来形

・未来形が理解できる。

club, meeting, date, a.m., hall,

・環境問題

・環境問題について考える

speaker, will, overseas, be, it’ll,

・if 表現

ことができる。
・if 表現ができる。

表現を身につける。

weather, sun, sunny, cloud, rain,
rainy, cloudy, snow, snowy, cold,
warm, test, handout, I’ll, topic
nothing, all day, It’s nothing.

６ 月

・We’re talking③

weekend, in the future, pollution,

（場合に分けての説明表現 If

the day after tomorrow, global,
global warming, important, rise,

it’s clear…）

agree, must, hope, presentation,
you’ll, level, floor, environment,
energy, mean(s), reason, become,
village, scientist, world, return,
electricity,

everyday,

example,

because of ~, for example,
plan, if, clear, softball, love, idea,
we’ll,Good idea.

・Lesson 4 Enjoy Sushi

・動名詞・there is［are］~の

・動名詞

(there is[are] ~／

構文を理解させ、定着させ

・there is［are］～の構文

動名詞 I like ~ing)

る。

・日本の食文化

・日本の食文化

・動名詞が理解できる。

peach, famous, farmer,

・there is［are］～の構文

hometown, always, they’re, door,

がわかる。
・日本の食文化について知

７ 月

る。

market,

there’s,be famous for ~, desk,

I can see why., farmers’ market,
fridge, window, vase, vegetable,
garden, grow, care, organic, fish,

take care of ~, salad, meat, bake,
coffee, apple, pie, bread, fact,
each, area, type, product,
colorful, image, in fact,

~ type(s) of…, rice, leaf, leaves,
Key, give, also, keep, bad, travel,
try, taste,keep ~ from…, wrap,
flavor

２学期実践内容
月

単

元

単元目標

８・９

・We’re talking④

have to ~の形がわかり使える

（We have to～）

ようになる。

・Lesson 5

不定詞（名詞的用法）の形がわ

My Dream（不定詞

三島中学校

２年

重点指導事項（表現、文法等）
have to ~

不定詞（名詞的用法）

かり、使えるようになる

評価規準

使用した語彙

have to ~を使って文が作れ

chapter, textbook, forget, exam,

る。

Let’s see., don’t have to ~

不定詞（名詞的用法）の形が
わかり、意味が理解できる。

Amy wants to read ~.）

program, farm, store,
department store,
day-at-work program, doctor,
dentist, vet, police, officer, pilot,

月

policeofficer, astronaut,
interpreter,singer

・Lesson 5

10

不定詞（副詞的用法、形容詞的 ・不定詞（副詞的用法、形容詞

不定詞（副詞的用法、形容詞

experience, farming,task,

的用法）の形がわかり、意味

compare,compare ~ with…,

月

My Dream（不定詞

用法）の形がわかり、使えるよ

Tom went to play ~. /

うになる。

が理解できる。

something to eat ）

自分のなりたい職業について

不定詞の３つの用法を理解

考える。

し、文が作れる。

library, bookstore, artist, main,

自分のなりたい職業について

worth, few, dangerous, pleasure,

表現できる。

worth ~ing, a few, museum,

的用法）

supermarket,convenience store,
hospital,
drugstore, office, post office,

interested, conclusion, sight,
sound, moment, remain, forever,
mind(s), such, best,

be interested in ~, in conclusion,
in a moment

may, certainly, another, cup, tea,

を求める会話ができるように

を求める会話ができる。

No, thank you.

なる。

第４文型・第２文型の形がわ

May I~?の表現を使って許可

（許可を求める表現
May I ~?）
11

May I~?の表現を使って許可

・We’re talking ⑤

・Lesson 6 Uluru

第４文型・第２文型を理解さ

（第４文型

せ、定着させる。

May I ~?の表現

第４文型・第２文型

かり、意味を理解し、文が作
れる。

wear, coat, doll, card, gave,
present, native, boomerang,
hunting, unhappy, excited,

月

I will give Koji a book./

angry,sad, sleepy, feel, actually,

第２文型

purple, deeply, respect,
everything,look like ~,

Miki looks happy.）

Ayers Rock, sacred, the Anangu,
visitor, among, culture, while,

・Let’s read 1

登場人物にできる限りなりき

pot, poison, temple, away, over,

ようになる。

り、劇ができる。

until, back, master, something,

演劇コミュニケーション

Will you ~,please?を使って依

Will you ~,please?を使って

から劇を発表する。

頼することができるようにな

依頼することができる。

・We’re talking ⑥

る。

“A pot of Poison”.

12

（依頼する時の表現

月

Will you ~, please?）

登場人物らしく対話ができる

登場人物らしく表現する方法

far away,one day,go away,
over there,get back, priest, hour,
turn, check, delicious, believe,
sugar,check ~ out,look in,
empty,minute, break, stop,
broke,trouble, worry, lead,

Wait a minute.,be in trouble,
just, open, enter, ourselves,

I’m back., punish, Agghhhhhh!
yet, message, course, Of course.

３学期実践内容
月

単

元

・Lesson7
Good Presentations

単元目標
比較の形を覚え、それを使って

三島中学校

重点指導事項（表現、文法等）
比較

表現できるようになる。

２年
評価規準

使用した語彙

比較の形を理解し、文が作れ、 high, Mt, than, Africa,
意味がわかり、聞き取れる。

（比較級 taller than ~ /

around the world,
Mt Kilimanjaro, continent,
large, heavy, light, low, short,

１

the tallest/

slow, graph, popular, most,

more popular than ~ /

the United States, prefer,
the Beatles, Elvis Presley,

月

as big as ~）

Eagles, difficult, useful,
expensive, whale, as, loud,
jet,communicate, engine, better,
blue whale, worse,worst, less,
least, information,either,
drawing, lake, quickly,either ~ or

…, effective, figure, country,
countries, the Pacific Ocean

・We’re talking⑦

too~で苦情をいう表現ができ

（苦情をいう時・提案する

るようになる。

too~

時の表現 It’s too ~.）
・Lesson8
２

India, My Country

月

（受け身
The car is washed ~.）

受け身の形に慣れ、意味が理解
できるようになる。過去分詞形
を覚える。

受け身

style, perfect, I’ll take ~.
note, carefully, spoken, here’s,
る。
rupee, kitchen, dining room,
bedroom, living room, bathroom,
受け身の形がわかり、意味が hallway, ticket, film, actor,
be made in ~, direct, Hollywood,
理解できる。
knew, known, sang, sung,
過去分詞形が言えて、書ける。 spoke, took, taken, wrote,
written, build, built, read,
goodbye, locate, Hindi, tongue,
western, drama,be located in ~,
more than ~, namaste, Asia,
South Asia, Marathi, bandanna,
mother tongue, shampoo, major,
British, need, left, newspaper,
need to ~, on TV, a lot

too~で苦情をいう表現ができ

・We’re talking ⑧

「～ですね」の表現を使って同

（同意を求める時・確認す

意を求めることができるよう

る時の表現 It’s ~, isn’t

同意、確認の表現

・
「～ですね」の表現を使って

huge, seen, space, heard, tour,

同意を求めることができる。

the Great Wall

になる。

landmine, child, force, jungle,

it?）
・Let’s read 2
Landmines and AkiRa

children, fight, hurt, choice,

内容を自分で読み取れるよう

・英文の内容を自分で読み取

thought, normal, war,Aki Ra,

になる。

れる。

completely,Cambodian, soldier,

３

bury,buried, surprise, bright,
city,cities, met, could, decide,

月

remove,for the first time,
Cambodia,adult, silent, baby,
villager, spent,spend, search,
reach, dead,between, road,
finally, held,run over ~,

in search of ~, between ~ and …,
as ~ as … can,oxcart, explode,
still, together,without, peace,
the Landmine Museum

１学期実践内容
月

単

元

<E-NAVI（秀学社）>
・アルファベット
（大文字小文字）
・アルファベットを使った

単元目標
・アルファベット（大文字小
文字）が読め、聞き、言え、
書けるようになる。

三島中学校

重点指導事項（表現、文法等）
・アルファベット
（大文字小文字）
・あいさつ

４ 月

<NEW CROWN①（三省堂）>

・Get Ready ①～④

評価規準
・アルファベット（大文字小
書ける。
わかる。
・あいさつができる。

・あいさつができるようにな

使用した語彙
table tennis, running, soccer,

文字）が読め、聞き、言え、 tennis, basketball, skating,
・身近なものの単語を聞いて

・身近なものの単語を聞いて
わかるようになる。

ゲーム

１年

volleyball, swimming, baseball,
judo, rice, sushi, cereal, yogurt,
(miso) soup, salad, curry, pizza,
spaghetti, kimchi, steak, bread,
gratin, milk, fried rice, grapes,
green peppers, tomatoes, carrots,

る。

eggplants, pineapples, bananas,
turnips, peaches, oranges,
lemons, apples, monkeys, birds,
giraffes, elephants, tigers, bears,
horses, hippos, lions, koalas,
camels, pandas, kangaroos, cats,
gorillas, penguins, rabbits, dogs,

<E-NAVI（秀学社）>
・アルファベット
（大文字小文字）
・ヘボン式ローマ字
５ 月

・英単語（フォニックスを使
って）ライティング
<NEW CROWN①（三省堂）>

・LESSON

1

・アルファベット（大文字小 ・アルファベット（大文字小文
文字）が読め、聞き、言え、
書けるようになる。
・アルファベットの音読みが
できるようになる。
・自分の名前をヘボン式ロー
マ字で書けるようになる。
・自己紹介ができるようにな

I am Tanaka Kumi.

る。

字）
・アルファベット（音よみ）
・I am Tanaka Kumi. I am ~.
You are ~. Are you ~?
I am not ~.
数字
This is ~. Is that ~?
What is this? This is not ~.

I am ~. You are ~.

He is ~. She is ~.

Are you ~?

曜日と教科

I am not ~.

・アルファベット（大文字小

I, am, hello, excuse, me, nice, to,

文字）が読め、聞き、言え、 meet, you, too, Excuse me?,
書ける。
・アルファベットの音読みが
できる。
・自分の名前をヘボン式ロー
マ字で書ける。
・自己紹介ができる。

Nice to meet you. China, the,
the USA, Australia, you, are,
from, yes, no, not, oh, you’re, I’m,

be from ~, hot, tired, hungry,
thirsty, good, thank, really, fine,
OK, one, more, time,

Thank you. Really?
One more time.

・LESSON 1

・自己紹介ができるようにな

I am not ~.

る。

・WORDS＆SOUNDS①

・１～１０の数字が書けるよ

・I am not ~.

・自己紹介ができる。

・数字

・１～１０の数字が書ける。

・This is ~. Is that ~?

・１０００までの教科書にあ
る数字は聞きとれる。

うになる。

数字

・This is . Is that ...?の形が書

・１０００までの教科書にあ
６ 月

・We’re Talking ①

け、言える

る数字は聞きとれるように

Please call me ~.

・This is ~. Is that ~? の形が

My School

sorry, problem, new, here, hi,
please, call,

My, school, cat, this, is, a, that,

書け、言え、聞き取れるよ
・LESSON 2

hundred, thousand,

I’m sorry. No problem.

なる。

はじめまして

One ~ twenty, thirty ~ ninety,

picture, fox, it, Ms, an, isn’t,

うになる。

beautiful, word, what, right,

This is~. Is that ~?

English, smile, lovely, what’s,
it’s, Mr, table, tennis, baseball,
table tennis, she, he, player,
your, friend, man, teacher, coach

・LESSON 2

My School

・時刻をたずね、聞けるよう

・What is this? This is not ~.
He is ~. She is ~.

・時刻をたずね、聞ける。

day, Sunday, Monday, Tuesday,

・What is this? This is not ~.

Wednesday, Thursday, Friday,

What is this?

になる。

This is not ~. He is ~.

・What is this? This is not ~.

・曜日と教科

の形が書け、言え、聞き取

She is ~.

の形が書け、言え、聞き取れ

・What time is it?

れる。

７ 月

るようになる。
・WORDS＆SOUNDS②
曜日と教科
・We’re Talking②
今、何時？
What time is it?

Saturday, subject, Japanese,
math, science, social, study,
studies, music, PE, art, on, and,

・曜日と教科が書け、言える。 industrial, social studies,

・曜日と教科が書け、言える

fine arts, industrial arts and

ようになる。

homemaking
Mrs, morning, mom, now,
o’clock, late, Good morning.

It’s OK.

２学期実践内容
月

単

元

・LESSON 3

I have ~.

三島中学校

単元目標

重点指導事項（表現、文法等）

Do you know ~?

I have ~.

Do you know ~?

１年
評価規準

使用した語彙

I have ~. Do you know ~?

like, have, toy, in, bag, the,
play, every, every day, it

８・９
月

I Like Kendama.

I do not play ~. What do you

I do not play ~.

I do not play ~. What do you

I have ~.

have ~? の形が書け、言え、聞

What do you have ~?

have ~? の形が書け、言え、

Do you know ~?

き取れるようになる。

季節と月

聞き取れる。

I do not play ~.

季節と月が書け、言えるように

Where is ~?

季節と月が書け、言える

hand, cool, traditional, but, well,

What do you have ~?

なる。

Where を使ってたずね、答え

Season, month, winter, spring,

られる。

Summer, fall, autumn, January,

・ WORDS ＆ SOUNDS ③

どこにありますか

practice, after, fun, don’t, rugby,
after school, spaghetti, pick,

February, March, April, May,

季節と月
・We’re Talking③

know, do, like, fencing, use, for,

June, July, August, September,

Where を使ってたずね、答え

October, November, December

られるようになる。

where, toilet, clerk, under,
stairs, welcome, Excuse me.

Where is ~?

That’s right. You’re welcome.

・LESSON4 Field Trip

10
月

two bags, How many ~?

複数形

two bags, How many ~?

field, trip, onion, carrot, some,

two bags

Use ~. / Don’t ~. / Let’s ~. の

命令文

Use ~. / Don’t ~. / Let’s ~. の

potato, enough, field trip, shirt

How many ~?

形が書け、言え、聞き取れるよ

形が書け、言え、聞き取れる。

Use ~. / Don’t ~. /

うになる

名詞の複数形が作れる。

Let’s ~.

名詞の複数形が作れるように

come, south, color, red, blue,

なる。

green, yellow, gray, brown, black,

shopping bag, pen, pencil, CD,
book, cap, dog, these, those,
pretty, bird, they, how, many, see,

white, let’s, clean, up, wait,
wash, dish, all, paper, we, take,
home, clean up, All right.
body, head, neck, arm, shoulder,
finger, leg, foot, hair, eye, ear,
nose, mouth, face

・LESSON 5
Our New Friend from
India
Who is ~?
11

Who is ~? Where do you ~?

Who is ~? Where do you ~?

Who is ~? Where do you ~?

our, India, who, boy, classmate,

When do you ~? Whose ~ is

When do you ~? Whose ~ is

When do you ~? Whose ~ is

he’s, who’s, How are you?

this?の形が書け、言え、聞き

this?

this?の形が書け、言え、聞き
取れ、答えられる

取れ、答えられるようになる。

family, grandfather, father, son,
mother, aunt, uncle, daughter,
brother, sister, favorite, sport,

Where do you ~?

near, river, when, first ~

When do you ~?

thirteenth, twentieth, thirtieth,

月

him / her

・代名詞を覚える。

代名詞

代名詞が言えて、書ける。

birthday, him, woman, her, us,
them, I see.

・We’re Talking⑤
これだれの？

whose, mine, yours, next, his,

Whose ~ is this?

hers, ours,

Here you are. Thanks. ~’s
next to ~

・We’re Talking④
買い物をしよう

自分の役割の表現を覚え、会

any, about, much, dollar,

きるようになる。

話を発表できる。

How about~?

英文の内容を読み取れるよう

英文を読んで情報を読み取る

になる。

ことができる。

客と店員になりきり会話がで

買い物の会話表現

How much is ~?
演劇コミュニケーショ
ンから買い物の会話を
12

発表する。

月

・Start Reading
My Treasure

treasure, name, live, mountain,
town, Canada, Mexico, Kenya,

３学期実践内容
月

単

元

単元目標

三島中学校

１年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

動詞の三人称単数現在形の形

Miki plays ~.

動詞の三人称単数現在形の形

the UK, paint, England, very,

My Family in the UK

が言えて書けるようになる。

Does Miki play ~?

が言えて書ける

teach, very well, get, eat, bath,

Miki plays ~.

Miki plays ~.

Miki does not play ~.

Miki plays ~.

Does Miki play ~?

Does Miki play ~?

Where / When does Miki ~?

Does Miki play ~?

Miki does not play.

Miki does not play ~.

代名詞

Miki does not play ~.

piano, flute, guitar, volleyball,

Where / When does

Where / When does Miki ~?

Where / When does Miki ~?

basketball, soccer, has, job,

Miki ~?

の形が書け、言え、聞き取れる

の形が書け、言え、聞き取れ

college, look, festival, fantastic,

ようになる。

る。

代名詞の格変化表が言えて、書

・代名詞の表が言えて書ける。

・LESSON6

leave, breakfast, TV, watch, go,

１

bed, at, get up, go to bed, does,
with, parent, doesn’t, drum,

月

night, London, schoolyard, gym
afternoon, evening

けるようになる。

２
月

・We’re Talking⑥
何時に起きるの？
What time do you ~?
・LET’S READ 1
Alice and Humpty
Dumpty
・LESSON 7
Wheelchair Basketball
Koji can play ~.
Can Koji play ~?
Koji cannot play ~.
・We’re Talking⑦
電話をしよう Can you ~?
・LESSON 8
School Life in the USA
Tom is playing ...

What time do you ~?を使って

What time do you ~?

What time do you ~?を使っ

たずね、答えることができるよ

Can

てたずね、答えることができ

うになる。

現在分詞形

る。

物語のあらすじを読み取れる

物語のあらすじを読み取れる

ようになる。
Can の使い方を理解し、文が作

Can の使い方を理解し、文が

れ、いみがわかるようになる。

作れ、意味がわかる。

動詞の現在分詞形を作れるよ

動詞の現在分詞形が作れる。

うになる。

usually, early, before, class, wow
run, rabbit, hold, into, hole,
follow, down, ask, egg, wall, say,
belt, strange, dear, girl, then,
tie, around
member, of, team, can, strong,
very much, violin, draw, cook,
computer, curry, swim, meter,
chair, special, wheel, move,
easily, hard, again, join, cannot,
fast, sea, fly, sky, climb, catch,
ball, animal, people, Japan,
shoot, rule, carry, their, long,
push, own, or, exciting, game, lap
speak, help, tomorrow, answer,
homework, sure, question,
speak to ~, Speaking.

What’s up? help ~ with …

現在進行形の形を理解し、意味

現在進行形

現在進行形の形を理解し、意

School Life in the USA

がわかり、文がつくれるように

過去形

味がわかり、文がつくれる。

Tom is playing ~.

なる。

交通手段、好みの会話表現

動詞の過去形が作れる。

・LESSON8

Is Tom playing ~? /

Amy played ~. Did Amy play

Tom is not playing ~.

~? / Amy did not play ~. /

What is ... ~ing?

Amy went ~. の形が書け、言

・We’re Talking⑧

え、聞き取れる。

公園に行こう

How can we go to ~?

How can we go to ~?

Which ..., A or B?を使って会
動詞の過去形が作れるように

話ができる。

Four Seasons in Japan

なる。

・英文の内容を自分で読み取

Amy played ~.

Amy played ~. Did Amy play

れる。

Did Amy play ~? /

~? / Amy did not play ~. /

Amy did not play ~. /

Amy went ~. の形が書け、言

Amy went ~.

え、聞き取れるようになる。

・LESSON9
３
月

・We’re Talking⑨

How can we go to ~?

お昼ごはんを食べよう
Which ~, A or B?
・LET’S READ 2
A Girl Saved Many Lives
ある少女の奇跡

Which ~, A or B?を使って会話

which, want, beef, chicken,

ができるようになる。

remember, Now I remember.

内容を自分で読み取れるよう
になる。

save, lives, start, quietly, earth,
big, earthquake, deep, ocean,
across, Indian, kill, beach, die,
why, later, holiday, walk, hotel,
there, holiday, suddenly, way,
happen, cry, danger, tell, told,
staff, warn, hit, lesson,

cafeteria, student, buy, choose,
lunch, other, bring, tray, talk,
some ~ other …, listen, write
read, flower, drink, water,
where’s, talk with ~, listen to ~,
look at ~, sandwich, her,
What is ... ~ ing? taco, letter,
noodle, sing, car, song, drive, put,
off, shoe, clothes, room, out,
trash, put on ~, take off ~, take
out ~, photo, show, sax, trumpet,
jazz, lot, a lot of ~, Here are ~.
language, blackboard, Spanish,
foreign, once, week, often,
sometimes, soon, How often ~?
write to ~,
park, by, bike, far, only, today,
kilometer, How far ~?
page, album, last, year, visit,
place, enjoy, event, share,
memory, last year, yesterday,
ago, house, bean, went, did, ate,
had, didn’t, have fun, made,
swam, bought, saw, cookie, pool,
comic book, movie, shop,
amusement park
eat out, have a good time
party, cherry, blossom, fell,
softly, stay, explain, spirit, fire,
grandparents, guide, custom,
interesting, ancestor, came, ran,
race, win, end, everyone, lose,
said, learn, Win or lose, ~
sports day, tug-of-war, clap,
New Year,

英語科学習指導案
茨木市立三島中学校
１．日時

平成 24 年 12 月 20 日（木） 第４時限

２．場所

茨木市立三島中学校 １年２組教室

３．学年・組

第１学年２組（34 名）

４．単元名

NEW CROWN ENGLISH SERIES 1

11:55～12:45

We’re Talking 4 買い物をしよう

５．単元目標
・積極的に英語でコミュニケーションをとり、場面にあった台詞を表現しようとする。
・英語での買い物の表現の知識を身につけ、会話をすることができる。
６．単元の評価規準
コミュニケーションへ 外国語表現の能力
の関心・意欲・態度
≪言語活動への取組≫
間違うことを恐れず積
極的に値段をたずねた
り、説明したりする会
話に取り組んでいる。

理解の能力

言語や文化についての知
識・理解

《話すこと》
How much ~? で値段
をたずねたり、It's ~.
で値段を説明したりす
る会話をすることがで
きる。

≪言語についての知識≫
How much ~? を使って値
段をたずねたり、It's ~. な
どで値段を説明したりす
る表現の知識を身につけ
ている。

７．単元の指導と評価の計画（２時間）
評価規準

使用表現・語彙

●How much is it?
●It’s five dollars.
●Excuse me?
●Do you have any ~?
２ 英語での買い物の表現 ●How about this one?
の知識を身につけ、場面にあ ●I like it.
った台詞を表現しようとし
ている。
（本時）
１ 値段をたずねたり説明
したりするときの表現を知
り、積極的に使おうとしてい
る。

関 表 理 言 評価の方法
○ ○

◎ 行動観察
プリント・ノート記
入確認

◎ ◎

○ 発表観察

８．本時の目標
・買い物のスキットを演じ、場面にあった台詞や言い方の表現を工夫する。
・間違いをおそれず積極的に値段をたずねたり説明したりする会話に取り組む。

９．本時の展開
time
10 分

活動内容

使用する英語表現

※評価

・注意事項

T: Good afternoon.

●あいさつ

How are you?
S: I’m fine, thank you.
And you?
●前時の復習
P52 「買い物をしよう」の本文を読
む。はじめは指導者のあとに続いて読
み、その後ペアで Yuka と Clerk に分か

Yuka: Excuse me.
Do you have any caps?
Clerk: Yes, we do.
How about this one?

れて音読する。

Yuka: I like it.

・音声ＣＤを再度聞か
せたり、ピクチャーカ
ードを黒板に貼ったり
して買い物の場面の表
現を思い出させる。

How much is it?

●めあての共有
めあて

Clerk: It’s five dollars.

間違いをおそれず積極的に、買い物の

Yuka: OK.

場面を工夫して演じてみよう
・演じる際に手助けと
30 分

●スキットの発表

なるよう、店員が座る

・前時に覚えてくるように指示された

レジの机、小道具（複

本文のスキットをペアで演じる。クラ

数の帽子）等を準備す

スの全ペアが発表する。

る。

・役割はペアで分担し、覚えてきたも

・大げさなジェスチャ

のを演じる。値段等は変えても良い。

ーやセリフの言い回し

・その後、発表するペアによって場面

を求めるのではなく、

設定を少しずつ変えて、どのように演

セリフの内容や場面に

じ方が変化するかを考えて演じ、発表

あった自然な動きをす

する。

るように伝える。

（例）・Yuka は小さな子どもである。

・演じたペアの演技が

・店員の雰囲気がノリが良い。

どうだったか、生徒た

・二人はお互いがどこかで会った

ちにも聞き、その都度

ことがあるような気がしている。

評価を行う。

など
10 分

●ふりかえり

※気持ちを込めて言っ

・自分たちのペアで工夫できたところ、

たり、ジェスチャーや

もっと工夫が必要だったところや友達

表情を工夫して表現し

のペアの良かったところ、気づいたこ

たりしている（発表観

となどを振り返り、振り返りシートに

察）

記入する。班やクラス全体で記入した

※友達の発表に対する

ことを発表し合い、共有する。

意見を積極的に述べて

●あいさつ

T: Goodbye, everyone.

・英語でのあいさつ

S: Thank you, see you.

いる（行動観察）

５．三島小学校
～

目標と実践

目標を整理しよう

～

【学校教育目標】
たがいの人格を尊重し、ともに学び、ともにきたえ、ともに伸びよう

◆

・ NET と の ふ れ あ い を 生 か し 、 英 語 を 主 と す る 外 国 語 や 異 文 化 に つ い て
学ぶ活動を通して、より豊かな人権尊重の精神を養う。
・コミュニケーションを中心とした活動を行うことで、外国語に対して
の興味・関心を高める。
・外国語を通して、自己表現をする楽しさを感じ、自尊感情を育てる。

［三島小学校６年生の活動目標］

【１学期】
・世界のあいさつ、自己紹介、動物や食べ物の言葉など、身近な英語
の表現を知ることで、外国語に親しみを持つことができる。
・ NET の 先 生 と の あ い さ つ や や り と り を 英 語 で す る こ と を 楽 し む こ と
ができる。
【２学期】
・アルファベットを読んだり、身の回りの物の言い方を知ったりする
こ と が で き る 。覚 え た 言 葉 を 使 っ て 、
「 こ れ は 何 ？ 」と 質 問 し あ っ た
り、クイズ大会をしたり、すすんで話そうとすることができる。
【３学期】
・身近な言葉を学んだり、自分のほしいものについて英語を使って表
現したりすることができる。友だちと伝え聞きあうことができる。

◆

［三島小学校５年生の活動目標］

具体的なイメージ

【３学期】
・ 自 分 の 将 来 の 夢 に つ い て 考 え 、 友 だ ち や NET の 先 生 と イ ン タ ビ ュ ー を
したり、英語を使ってスピーチしたりすることで表現することができ
る。
【２学期】
・世界のいろいろな国について知って興味を持ち、行ってみたい国やそ
の理由などを、英語を使って表現する力を育む。
・自分のオリジナルの物語を創作して、伝えたり聞いたりすることがで
きる。
【１学期】
・身近な言葉やあいさつを英語で話すことができる。自分のできること
を英語を使って表現したり、友だちの話していることを聞き取ったり
することができる。
・ NET の 先 生 と の あ い さ つ や や り と り を 英 語 で す る こ と を 楽 し む こ と が
できる。

抽象的なイメージ

≪三島小学校の外国語（英語）活動における活動目標≫

～

「目標」から「できる」ことを整理しよう

～

≪三島小学校の外国語（英語）活動における活動目標≫
・ NET と の ふ れ あ い を 生 か し 、 英 語 を 主 と す る 外 国 語 や 異 文 化 に つ い て
学ぶ活動を通して、より豊かな人権尊重の精神を養う。
・コミュニケーションを中心とした活動を行うことで、外国語に対しての
興味・関心を高める。
・外国語を通して、自己表現をする楽しさを感じ、自尊感情を育てる。

三 島 小 学 校 ６ 年 生 が「 で き る 」よ う に な っ て い る こ と

・あいさつ
・自己紹介
自分の好きな食べ物、ほしいもの、できることについて言うことができる。
行ってみたい国を言うことができる。
将来の夢を言うことができる。
・友 だ ち の 好 き な 食 べ 物 、ほ し い も の 、で き る こ と に つ い て 聞 き 取 る こ と が で き る 。
・教科、曜日、月の言い方を聞き取ることができる。
・ 道 案 内 の 文 を 聞 き 取 っ て 、 目 的 地 に 着 く こ と が で き る 。（ 教 科 書 を 使 っ た ゲ ー ム ）
・ NET の 先 生 と 話 そ う と し た り 、 友 だ ち と イ ン タ ビ ュ ー し あ っ た り す る こ と が で き
る。

三 島 小 学 校 ５ 年 生 が「 で き る 」よ う に な っ て い る こ と

・あいさつ
・ジェスチャーをつけて、自分の気持ちや体調を伝えることができる。
・英語で１～１０まで言うことができる。
・自分の好きなものを言ったり友達の好きなことをたずねたりすることができる。
・色や形についての単語を言うことができる。
・アルファベットの大文字が読める。
・あるものについて、それが何かを尋ねたり答えたりすることができる。
・時間割について、その表現や尋ね方を言うことができる。
・欲しいものについて、尋ねたり答えたりすることができる。

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

三島小学校

６年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

Good morning /

Lesson 1
①あいさつをしよう
名前を書こう
４
月

使用した語彙

・声に出してあいさつや自己
紹介ができる。

・My name is ~.
I like ~.

・声に出してあいさつや自己
紹介ができる。

afternoon / evening.
Nice to meet you.
What’s your name?

②100 までの数字の
言い方を知ろう

・数字の読み方を知って、声
に出すことができる。

・1 ~ 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

・数字の読み方を知って、声
に出すことができる。

My name is ~.
How many ~?

・絵の中から英語の言葉を見
③アルファベットで遊ぼう

・絵の中から英語の言葉を見

・お店の名前など

つけることができる。

a~b

つけることができる。

Christmas, Halloween,

Lesson 2
①行事・日付の言い方を
知ろう

A~Z

・月の呼び方を覚えることが ・１月から 12 月までの月の言葉
できる。

・季節の主な行事の名前

・月の呼び方を覚えることが
できる。

New Year, January,
February, March,
April,May, June, July,
August,September,

５
月

②誕生日を言えるように
なろう

・自分の誕生日を言うことが

・My birthday is March 9.など

・自分の誕生日を言うことが
できる。

できる。

October, November,
December,spring,
summer, Autumn

③友だちの誕生日を聞いて
みよう

・友だちにインタビューして

・When is your birthday?

・友だちにインタビューして

誕生日を聞き取ることがで

誕生日を聞き取ることがで

きる。

きる。

I, he, you, can, can’t,

Lesson3
・I can ~. / I can’t ~.

①②できること、できない

・can を使って自分のできるこ

ことを言ってみよう。

とを紹介することができ

ことを紹介することができ

piano, table tennis,

る。

る。

guitar, swim,

・can を使って自分のできる

play, soccer, baseball,

６
月
③友だちにインタビュー
してサインをもらおう。

・友だちにインタビューして

・Can you ~?
・友だちにインタビューして

できることを聞き取ること

できることを聞き取ること

ができる。

ができる。

restaurant, police, box,

Lesson 4
①道案内をしよう１

・道案内の文を聞き取り、目

・Go straight.

的地に行くことができる。

・Turn right.
・Turn left.

・道案内の文を聞き取り、目
的地に行くことができる。

hospital, fire station,
bank, post office, park,
bookstore, train
station,

７

department store,

月

school,flower shop
１学期のふりかえり
Where is ~?
Turn right/left.
Go straight. / Stop.

２学期実践内容
月

単

元

友だちを旅行にさそおう
Lesson5
Let's go to Italy.
９

単元目標

重点指導事項（表現、文法等）

What time do you get up?

Italy, Japan, China,

て発表し、友だちの発表を積

・I want to go to Italy.

表を聞いたりしてコミュニ

Korea, Brazil, Egypt

極的に聞こうとする。

・Where do you want to go?

ケーションを図っている。

Australia, France,

・Let's go.

・行きたい国について尋ねた

India, America, Spain

言ったりする表現に慣れ親し

り答えたりする表現に慣れ

など

む。

親しんでいる。

・それぞれの国の有名な

・積極的に自分の一日を紹介し

・世界では様々な人々が生活

・what time is it?

建築物の名前、食べ物

をしていることに気づいて

の名前など

いる。

世界遺産の名前

・積極的に自分の一日を紹介

time, dinner, lunch,

たり、友だちの一日を聞き取

・It's eleven o'clock.

したり、友だちの一日を聞

breakfast, life, school,

ったりしようとする。

・What time do you get up?

きとったりしようとしてい

home, homework, TV,

・I get up at seven.

る。

morning, eat, get up,

の生活についての時刻を尋ね
月

・country

的に発表したり友だちの発

・生活をあらわす表現や、一日
10

使用した語彙

ように、おすすめの国につい

していることに気づく。

Lesson6

評価規準
・おすすめの国について積極

・世界には様々な人たちが生活

一日の生活を紹介しよう

６年

・自分の思いがはっきり伝わる

・行きたい国について尋ねたり

月

三島小学校

る表現に慣れ親しむ。
・世界には時差があることに気
づき、世界の様子に興味をも
つ。

・生活を表す表現や一日の生
活についての時刻を尋ねる

go, play, clean, swim,
take a bath, watch

表現に慣れ親しむ。
・世界には時差があることに

Beijing, Sydney,

気づき、世界の子どもたち

Moscow, Russia,

の様子に興味を持つ。

London, UK,
New York, Canada
数字 one ~ sixty

オリジナルの物語を作ろう
Lesson 7
We are good friends.

11
月

・世界のいろいろな物語を知る。 ・We are ~.
・物語のあらすじを英語で聞い

・Let's go to ~.

・世界の様々な物語を知る。
・物語のあらすじを英語で聞

・今まで慣れ親しんだ言
葉

たり内容やいろいろな表現を

・See you.

いたり内容やいろいろな表 ・物語のセリフに合わせ

見つけたりする。

・Look！

現を見つけたりする。

て自分たちで英語で
何というか調べたり

・オリジナルの物語について友

・オリジナルの物語について

だちと話し合い、セリフを考

友だちと話し合い、セリフ

えたり積極的に表現したりす

を考えたり積極的に表現し

monkey, dog, bird,

る。

たりする。

peach, friend, strong,

した。

brave,
Here you are.
Take care.
Please stay here.
We are very happy.
Lesson 7 のつづき
発表会

12
月
２学期のふりかえり

３学期実践内容
月

単 元

単元目標

三島小学校
重点指導事項（表現、文法等）

６年
評価規準

使用した語彙

Lesson 8
「夢宣言」をしよう
What do you want be?

・職業や仕事の名前を表す言葉に
慣れ親しむ。
・英語で自分の夢やなりたいもの
についてすすんで表現する。

１

・友だちの夢宣言をしっかり聞き

月

取る。

What do you want be?
I want be ～

・職業や仕事の名前を表す言
葉に慣れ親しむ。

仕事の名前
baker, farmer,

・英語で自分の夢やなりたい

firefighter, scientist,

ものについてすすんで表現

artist, dentist, cook,

することができる。

soccerplayer,

・友だちの夢宣言をしっかり
聞き取ろうとする。

zoo keeper, singer,
teacher, comedian, vet
busdriver

２月以降も夢宣言の準備を
すすめたり、表現に慣れ親し
２

んだりする。

月

夢宣言の発表会をする。

３
月

など

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

三島小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

Lesson 1
・あいさつをしよう
・世界のあいさつを知ろう

・英語であいさつをすることが
できる。

・Hello.
・My name is ~.

・世界のいろいろなあいさつに
４
月

My name is ~.

について知ることができ

Lesson 2
親しもう

ができる。

Hello.

・世界のいろいろなあいさつ

ついて知ることができる。
・感情や様子の表現に

・英語であいさつをすること

る。
・英語で今の自分の気持ちや体
調を伝えることができる。

・How are you?
・I'm fine.

How are you?
・英語で今の自分の気持ちや
体調を伝えることができ

Happy, hungry, sleepy,
sad, fine, tired

る。

・ジェスチャーで自分の気持 ・ジェスチャーをつけて、英語
ちを表そう

で自分の気持ちや体調を伝

・How are you?
・I'm fine.

えることができる。
５
月

・ジェスチャーをつけて、英
語で自分の気持ちや体調を
伝えることができる。

Lesson 3
・数の言い方を知ろう
・数で遊ぼう１～２

・英語で１～１０まで言うこと
ができる。

・one ~ ten までの単語

・英語で１～１０まで言うこ
とができる。

one, two, three, four,
five, six, seven, eight,
nine, ten

Lesson 4
I like ~.

・果物などの食べ物、動物の言

・食べ物や動物の言い方を

I don’t like ~.

葉

知ろう

Do you like ~?
６

Yes, I do / No, I don’t.

月

apple, banana, orange,
・好きなものを英語で言って
みよう

・I like ~.を使って自分の好き

・I like ~.

なものを言うことができる。

・I like ~.を使って自分の好き

pineapple, strawberry,

なものを言うことができ

milk, bird, cat, dog,

る。

fish, rabbit, baseball,
soccer, swimming
basketball, tennis

・自己紹介、インタビューを
しよう１

・友だちの好きなことをたずね

・Do you like ~?

・友だちの好きなことをたず

I like ~.

たり聞き取ったりすること

・I like ~.

ねたり聞き取ったりするこ

I don’t like ~.

ができる。

・My name is ~.

とができる。

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

７
月

apple, banana, orange,
・自己紹介、インタビューを
しよう２

pine apple, strawberry,
milk, bird, cat, dog,
fish, rabbit, baseball,
soccer, swimming
basketball, tennis

・自己紹介、インタビューを
しよう３

２学期実践内容
月

単

元

Lesson 5
What do you like?

単元目標
・好きなものについて積極的に
尋ねたり答えたりする。

三島小学校

重点指導事項（表現、文法等）
・What do you like?
・I like ~.

使用した語彙

・好きなものについて積極的

・色
red, yellow, green, blue,
purple, orange, pink,
black, white, brown,
light-blue, yellow-green
・形
triangle(s), star, heart
shape, circle
・その他
milk, pizza, fruit,
cat(s), bird(s), animal,
big, small, sports, food,
pet(s)

に尋ねたり答えたりするこ
・色や形、好きなものは何か

尋ねる表現に慣れ親しむ。

を尋ねる表現に慣れ親し

・日本語と英語の音の違いに気

む。

づく。

月

評価規準

とができる。

・色や形、好きなものは何かを

９

５年

・日本語と英語の音の違いに
気づくことができる。

Lesson 6
What do you want?

・積極的にアルファベットの大
文字を読んだり、欲しいもの
を尋ねたり答えたりする。
・アルファベットの文字と読み
方を一致させる。

10
月

・欲しいものを尋ねたり答えた
りする表現に慣れ親しむ。
・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
のがあることに気づく。

・What do you want?
・I want ~.

・積極的にアルファベットの ・A～Z までのアルファベ
ット
大文字を読んだり、欲しい
apple, book, crayon, egg,
ものを尋ねたり答えたりで
fish, gorilla, hat, ink,
きる。
jet, king, lemon, monkey,
・アルファベットの文字と読 pig, queen, rabbit, sun,
み方を一致させることがで notebook, tree,
umbrella, violin, watch,
きる。
box
・欲しいものを尋ねたり答え
など
たりする表現に慣れ親し
む。
・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づく。

Lesson 7
What's this?

・ある物について積極的にそれ
が何かと尋ねたり答えたり
しようとする。

～

11
12
月

・What's this?
・It's ~.

・ある物について積極的にそ

recorder, beaker, glove,

れが何かと尋ねたり答えた

map, cap, cup, textbook,

りしようとする。

microscope, shoe, eraser,
piano, mat, bat, ruler,

・ある物が何かと尋ねたり答え

・ある物が何かと尋ねたり答

たりする表現に慣れ親しむ。

えたりする表現に慣れ親し

eggplant, pineapple,

む。

guitar, sunflower, nice,

・日本語と英語の共通点や相違
点から、言葉のおもしろさに
気づく。

・日本語と英語の共通点や
相違点から、言葉のおもし
ろさに気づく。

music
など

３学期実践内容
月

単

元

単元目標

三島小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

Japanese, math,

Lesson 8
「夢の時間割」を作ろう

・時間割について積極的に尋ね

What do you study?

たり答えたりしようとする。 I study ～
・時間割についての表現や尋ね

music, calligraphy,

る。

home economics,

・世界の小学校の学校生活に

味を持つ。

science, social studies,

ねたり答えたりしようとす

ね方に慣れ親しむ。

・世界の小学校の学校生活に興

月

・時間割について積極的に尋

・時間割についての表現や尋

方に慣れ親しむ。

１

使用した語彙

興味を持つ

English, P.E.,
arts and crafts
first, second, third,
forth, lunch time,
cleaning time, fifth,
sixth
hamburger, omelet,

Lesson 9
ランチメニューを作ろう
What would you like?

・欲しいものについて丁寧に積

月

・欲しいものについて丁寧に

hamburger steak,

極的に尋ねたり答えたりし

I like ~.

積極的に尋ねたり答えたり

spaghetti, hot dog,

ようとする。

Here you are.

しようとする。

pizza, sausages,

・ほしいものについての丁寧な
２

What would you like?

Thank you.

・ほしいものについての丁寧

fried chicken, sushi

表現の仕方や尋ね方に慣れ

な表現の仕方や尋ね方に慣

curry and rice, natto,

親しむ。

れ親しむ。

french fries, miso soup,
rice, bread, cake, beef,

・世界の料理に興味を持ち、欲

・世界の料理に興味を持ち、

しいものを尋ねたり言った

欲しいものを尋ねたり言っ

sandwichis, pudding,

りするときに、丁寧な表現が

たりするときに、丁寧な表

salad, yogurt, parfait,

あることに気づく。

現があることに気づく。

orange juice, fruit jelly,
buttered corn, potato,
chocolate milk, fish,
water, kimchi, namul,

Lesson 9 のつづき
３
月

１年間の振り返り

第６学年 外国語活動 学習指導案
三島小学校
１．日

時

平成 25(2013)年１月 22 日（火）第４時限

２．学年・組

第６学年２組（31 名）

３．単元名

「Lesson 8 『夢宣言』をしよう」

１１：３５

～

１２：２０

４．単元目標
・職業や仕事の名前を表す言葉、なりたいものを尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。
・英語での夢やなりたいものについてすすんで表現する。
・友だちの夢宣言をしっかり聞き取る。
５．単元の評価規準
・職業や仕事の名前を表す言葉に慣れ親しむ。
・英語で自分の夢やなりたいものについてすすんで表現することができる。
・友だちの夢宣言をしっかり聞き取ろうとする。
６．単元の指導と評価の計画（４時間）
活動内容
１

使用表現・語彙

評価規準

仕事や職業を表す言葉を

baker, farmer, firefighter,

いろいろな言葉を聞

聞いたり読んだりして慣

scientist, artist, dentist,

いて、すすんで話そ

れ親しむ。

cook, soccer player,

うとする。

評価の方法
行動観察

zoo keeper, singer, teacher,
２（本時）
３

なりたい夢を尋ねたり答え

comedian, vet, bus driver

活動を通して、友だ

たりする表現に慣れ親しみ、

など

ちと積極的に英語の
表現を話そうとした

インタビューやゲームなど
を通して話したり聞いたり

What do you want be?

り聞こうとしたりす

する。

I want be ～

る。

スピーチの準備をする。

行動観察

自分の将来の夢を話

行動観察

すための表現を考え
る。今まで使った表
現を参考にする。
４

スピーチ大会をする。

スピーチで大切なポ
イントをおさえて話
そうとする。友だち
のスピーチの内容を
しっかり聞き取ろう
とする。

スピーチ評価シート

７．本時の目標
・活動を通して、なりたい夢について尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。
・積極的に英語で話そうとしたり、しっかり聞き取ったりしようとする。
８．本時の展開
準備物：パソコン、テレビ、ビンゴカード
time
５分

活動内容
●あいさつ

英語であいさつ

使用する英語表現

※評価・注意事項

Good morning/afternoon

今までの復習を兼ねて

How are you?

一人ひとりなるべくた

I’m ～

くさん答えられるよう

How is weather today?

にする。

It’s ～

●すすんであいさつを

What day is it today?

したり返事をしたりし
ようとしているか。

20 分

●今日のめあて確認
I want to be a～と、みんなの前で伝え
よう。
仕事の名前を英語で言おう。
●教科書の絵カードを見て、仕事の名

What is this?

前を復習する。

Farmer Baker
Doctor

●復習も兼ねて何度も
Cook

練習できるようにする。

Singer など

Repeat after me.
今まで耳にしたり口に

●クイズ

20 分

キーワードを３つ聞いて何の仕事か

例）

したことがある単語を

英語で答える。

Uniform/Helmet/Water

キーワードとしてヒン

→Fire fighter

トに出す。

●ビンゴゲーム

●英語で答えようとし

カードに番号をかき、黒板には番号と

What do you want to be？

ているか。

仕事の絵カードを合わせてはる。

I want to be～.

●友だちの言葉をしっ

一人ずつ前に出て、くじを引いて該当

かり聞き取ろうとして

する番号と仕事を確認する。

いるか。

全員で What do you want to be?と聞
き、I want to be ～と答える。
仕事の名前を聞き取り、自分のカード
にあればチェックする。→続ける
●次回の予告
あいさつ

Good-bye everyone.
Thank you, see you.

６．庄栄小学校
～

目標と実践

「目標」を整理しよう

～

【学校教育目標】
すべての教育活動を通して豊かな表現力を育てる

◆

・小 学 校 卒 業 段 階 で 、積 極 的 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 ろ う と す る 態 度
を育成する。
・言語や文化について体験的に理解を深め、関心・意欲を高める。

［庄栄小学校６年生の活動目標］

【３学期】
・ランチメニューを紹介できるようにする。
・教科、曜日の言い方を知り 時間割を発表できる力を育む。
【２学期】
・色や形の言い方を知り聞きあう力を育む。
・アルファベット文字に慣れ親しむ。
【１学期】
・世界のあいさつを知り、自己紹介しあう力を育む。
・ 数 や 食 べ 物 、動 物 の 言 い 方 に 慣 れ 、イ ン タ ビ ュ ー す る 力 を つ け る 。

◆

［庄栄小学校５年生の活動目標］

具体的なイメージ

【３学期】
・職業の言い方に慣れ親しみ、自分の夢を発表できる。
・物語の内容を伝え聞く力を育む。
【２学期】
・ 国 名 や 国 旗 を 知 り 、行 き た い 国 を 尋 ね た り 答 え た り す る 力 を 育 む 。
・世界のさまざまな物語を知る。
【１学期】
・建物の名前を知り、道案内ができる力を育む。
・行事、日付の言い方を知り 誕生日を聞き合える力を培う。
・できること、できないことをスピーチする力を育む。

抽象的なイメージ

≪庄栄小学校の外国語（英語）活動における活動目標≫

～

「目標」から「できる」ことを整理しよう
≪庄栄小学校の外国語（英語）における活動目標≫

・小学校卒業段階で、積極的にコミュニケーションを図ろうとする
態度を育成する。
・言語や文化について体験的に理解を深め、関心・意欲を高める。

庄栄小学校６年生が「できる」ようになっていること
・自己紹介
元気にあいさつができる。
できること、できないことが言え誕生日も言える。
・スピーチ
行きたい国とその理由が言える。
自分の生活が紹介できる。
将来の夢について発表できる。
・道案内ができる。
・オリジナルの物語を作ることができる。

庄栄小学校５年生が「できる」ようになっていること
・自己紹介
元気にあいさつができる。
すきなもの、食べ物、動物が言える。
・アルファベット大文字であそぶことができる。
・時間割が作れる。
・身の回りのものの言い方がわかり、クイズ大会ができる。
・スペシャルランチを紹介できる。

～

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

Lesson 1
①「あいさつをしよう」
「名前を書こう」
４ 月

②「１００までの数字の言い

庄栄小学校

重点指導事項（表現、文法等）
あいさつ

・積極的に挨拶しようとする。 Good morning/afternoon/
英語での挨拶や自分の名前

evening.

の言い方、書き方に慣れ親し

名前の聞き方、書き方

む。

Nice to meet you.（握手）

・数字の言い方を知る。

評価規準
・積極的に挨拶しようとしてい
たか。

＜行動観察＞

使用した語彙
Good morning/
afternoon/evening.
Nice to meet you.

・数字の言い方に関心が持て表
現できていたか。

What’s your name?

＜行動観察＞

What’s your name?
My name is ~.
How many~?

My name is ~.

方を知ろう」

How many~?
③「アルファベットであそぼ ・アルファベットに親しみ読み
う」

６年

方を一致させる。

~ s.
アルファベット大文字

・アルファベット文字に興味を
持ち活動できていたか。

A~Z
a~b

＜行動観察・振り返りカード＞

アルファベット小文字
Lesson 2

行事の表現

①「行事・日付の言い方を知 ・日本の季節や行事の特徴、月

Christmas/Halloween/

ろう」

の言い方を知る。

New Year

Christmas,Halloween,
・行事・日付の言い方に興味を
もって練習していたか。

Day/January～December

＜行動観察＞

New Year, January,
February, March,April,
May, June,July,August,

５ 月

September, October,
②「誕生日を言えるようにな ・誕生日を尋ねたり答えたりす
ろう」

る表現に慣れ親しむ。

When is your birthday?
My birthday is ～.

・楽しく誕生日を尋ねたり答え
たり前向きにゲームを楽しん
でいたか。

③「友だちの誕生日を聞いて ・積極的に誕生日を尋ねたり答
みよう」

えたり交流する。

＜行動観察・振り返りカード＞

November, December,
spring,summer, Autumn

Lesson 3

Can の導入

①「できること、できないこ ・動作を表す語や「できる」
「で

I can ~. He can ~. You can ~. ・いろいろな動作の表現ができ

I, he, you, can, can’t,

きない」という言い方を知

Ican’t ~. He can’t ~.

play, soccer, baseball,

る。

You can’t ~.

とを言ってみよう１」

ていたか。

＜行動観察＞

piano, table tennis,
guitar, swim,

②「できること、できないこ
６ 月

とを言ってみよう２」
・積極的に相手のできることを
③「友だちにインタビューし ・自分ができることを考え、友
てサインをもらおう」

だちと積極的に交流しょう

Can you ~?

聞こうと楽しく活動できて

Yes, I can./ No, I can’t.

いたか。

＜行動観察＞

とする。
・自分のできることをしっかり

④「自分の紹介をしよう」
・自分ができることを考え発表

I can ~.

発表できていたか。
＜行動観察＞

する。
Lesson 4
①「建物の名前を知ろう」

・いろいろな建物の名前が表現
できる。

７ 月

②「道案内をしよう

１」

・方向や指示する表現を聞いて
理解する。

restaurant/police / box/

２」

・方向や指示する表現を使っ

restaurant,police,box,

hospital/fire station/

を持ち、すすんで表現できて

hospital,fire station,

bank/post office/park

いたか。

bank,post office,park,
bookstore,train station,

bookstore/
department store/
train station/school/

③「道案内をしよう

・いろいろな建物の名前に興味

・方向や指示する表現を聞いて
しようとしていたか。

department store, school,
flower shop

flower / shop
・方向や指示する表現を使っ

て、相手に目的地を伝える。
Where is ~?
Turn right/left.
Go straight. /Stop.

て、相手に目的地を伝える。 Where is ~?
＜行動観察・振り返りカード＞

Turn right/left.
Go straight. /Stop.

２学期実践内容
月

単

元

単元目標

庄栄小学校

６年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

Ghana,France,Korea

Lesson 5
①国の名前、国旗を知ろう

・様々な国や国旗があることを
知る。

What country is this?

・進んでいろいろな国や国旗につ

I want to go to Italy.

いて知ろうとしていたか。
＜行動観察・ワークシート＞

②行きたい国を尋ねたり、
答えたりしよう１
９
月

③行きたい国を尋ねたり、

紹介しよう

て発表できる。

China, Egypt, Japan
green,yellow,blue,

I want to go to Italy.

答えたり楽しく会話できてい

stars,circle, diamond,

I want to eat pizza.

たか。

center

答えたりしよう２
・行きたい国やその理由につい

Australia,Brazil,

・行きたい国について尋ねたり、 white, red, black

・行きたい国について尋ねたり、 Where do you want to go?
答えたり楽しく会話できる。

④行きたい国とその理由を

使用した語彙

＜行動観察・ワークシート＞

pizza,soccer,camel,

・行きたい国やその理由について

beach,pyramid,koala,

発表でき、交流できていたか。 kangaroo,mountain,

I like ~.

castle,

I want to see ~.

panda,Mt.

Fuji,kimchi, baseball
Lesson 6
①時刻を表す言い方を知ろ

・時刻の言い方、尋ね方を知る。 What time is it now?
It’s 8:00.

う
②動作や生活を表す表現を
知ろう
10
月

・時刻の言い方、尋ね方に興味を

③1 日の生活についての時
刻を聞いてみよう
④世界の時刻を言ってみよ
う

・１日の生活を表す表現に慣れ
る。
・１日の生活についてコミュニ
ケーションを図ろうとする。
・世界のいろいろな国の時刻を
調べ、世界には時差があるこ
とに気づく。

⑤自分の生活を紹介しよう

・自分の生活表を作り、交流を
楽しむ。

What

time

持っていたか。
do

you

toschool?
School?

go

＜行動観察・発表＞
・１日の生活を表す表現に慣れ親
しんでいたか。

It’s 7:00.

go to school, wash,
eat breakfast,
watch TV,read a book
eat dinner,take a bath
go to bed, go home,

I go to school at 8:00.
What time is it in Japan?

数字１～６０

・世界に時差があることに気づい
ていたか。
＜行動観察・発表＞

clean the room,
cook, eat lunch

Lesson 7
①世界の様々な物語を知ろ
う

・世界のいろいろな物語につい
て話し合う。
（言語や文化）
・英語での「桃太郎」のあらす

11

②お話を聞こう１

じをくりかえし聴く。

Momotaro,Grandpa,

・世界のいろいろな物語について

Momotaro,grandpa,

Grandma,Monkey,

興味を持ち話し合えていたか。 grandma,monkey,

Dog,Bird,

（言語や文化）

brave,strong,friends

月

dog,bird,brave,

＜行動観察・発表＞

strong,friends

・興味を持って物語を聞いていた
か。

③お話を聞こう２

＜行動観察・ワークシート＞
④お話を聞こう３
⑤オリジナルの物語を作っ
てみよう

・オリジナルの物語を演じなが

Hello. How are you?

月

Hello. How are you?

ら、友だちと積極的に交流を

What’s this?

スチャーを加えて表現したり

What’s this?

楽しんでいる。

It’s a kibidango.

楽しく演じていたか。

It’s a kibidango.

A kibidango, please.
12

・気持ちを込めて言ったり、ジェ

OK. Here you are.

＜行動観察・ワークシート
発表・劇＞

A kibidango, please.
OK. Here you are.

Thank you.

Thank you.

We are good friends.

We are good friends.

Let’s goto Onigashima.

Let’s goto

I’m strong and brave.

Onigashima.

Let’s go.

I’m strong and brave.
Let’s go.

３学期実践内容
月

単

元

単元目標

庄栄小学校

重点指導事項（表現、文法等）

６年
評価規準

使用した語彙

Lesson 7
⑥物語の内容を伝え聞こう
⑦オリジナルの物語を演じ
１

よう

・オリジナルの物語を発表した

・オリジナルの物語を発表した

り、ほかのグループの発表を

り、 ほかのグループの発表を

見たりして友だちと積極的に

見たりして友だちと積極的に

交流を楽しむ

交流を楽しむことができたか。
＜行動観察・ワークシート＞

月

Lesson 8
①職業の言い方を知ろう

・様々な職業の英語の言い方を
知る。

②将来就きたい職業を言っ
２
月

てみよう
③将来就きたい職業につい
てインタビューしょう

・将来就きたい職業の言い方に
慣れる。

teacher,doctor,singer
racing driver,cook, nurse
tennis player, farmer,

・職業について尋ねたり、答え
たりする。

興味を持っていたか。
＜行動観察＞

teacher,doctor,singer
racing driver,cook,
nurse, tennis player,

scientist, fire fighter,

farmer, scientist

engineer, post officer

fire fighter, engineer
・友だちの将来就きたい職業に

・友だちの将来就きたい職業を
聞く表現に慣れ親しむ。

・様々な職業の英語の言い方に

What do you want to be?

ついて尋ねたり答えたり楽し

I want to be a teacher

く交流できていたか。

when I grow up.

＜行動観察・ワークシート＞

post officer

④自分の夢宣言をしよう

・スピーチメモをもとに理由を
含めて自分の夢を紹介する。

I want to be a soccer player

の

Hello

when I grow up.

職業について夢を発表できて

My name is ~

I like soccer.

いたか。

I want be a teacher.

I want to~.

⑤スピーチ大会

・自分なりに心を込めて将来

＜行動観察・ワークシート＞

I like English.

３

I want to speak English.

月

Thank you.
⑥ふりかえり

・外国語活動を振り返る。

１学期実践内容
月

単

元

Lesson 1

単元目標
・積極的に挨拶しようとする。

①あいさつをしよう

あいさつ
Good morning/afternoon/

い方に慣れ親しむ。

evening.

４ 月

とを知る。

５年

重点指導事項（表現、文法等）

英語での挨拶や自分の名前の言
・世界には、様々な言語があるこ

②世界のあいさつをしよう

庄栄小学校

評価規準
・積極的に挨拶しようとして

What’s your name?

＜行動観察＞
・世界の言語について興味、
関心がもてていたか。
＜行動観察＞

名刺交換
Here you are.
Thank you.

Lesson 2

・楽しく友だちと関わろうと
していたか。
＜行動観察・振り返りカード＞

・相手に感情や様子を積極的に伝
えようとする。

もう
②ジェスチャーをつけてあ

How are you?

Nice to meet you too.
Hello.My name is~.
I don’t like ~.
I’m from ~.
This is my ~.
How are you?

感情の表現

①感情や様子の表現に親し

My name is ~.

I like~.

・積極的に挨拶しようと活動する。 Nice to meet you too.

よう

Nice to meet you.
What’s your name?

My name is ~.
③自己紹介・名刺交換をし

Good morning/
afternoon/evening.

いたか。

名前の聞き方、答え方
Nice to meet you.（握手）

使用した語彙

・ジェスチャーをつけながら

Happy, hungry, sleepy,

I’m happy/hungry/sleepy/

表現できていたか。

sad, fine,tired

sad/fine/tired.

＜行動観察＞

Rock,scissors,paper,

５ 月

one,two,three

いさつしよう
Lesson 3

・外国語でのじゃんけん、数の数

①数の言い方を知ろう
②数で遊ぼう

１

③数で遊ぼう

２

え方に慣れ親しむ。
・積極的に数を数えたり、尋ねよ
うとしたりする。

じゃんけんの表現
Rock,scissors,paper,
one,two,three!
How many?

・楽しく前向きにゲームを楽
しみ、活動していたか。
＜行動観察・振り返りカード＞

How many?

Lesson 4
①食べ物や動物の言い方を ・身近な物の単語の言い方を知る。 I like ~.
I don’t like ~.

知ろう
②好きなものを英語で言っ
てみよう

・好きな物や嫌いな物を表す
表現に慣れ親しむ。

６ 月

④自己紹介・インタビューを

Yes,I do. / No, I don’t.
What sports do you like?

しよう２

・積極的に相手のすきな物を

現できていたか。

Do you like~?

③自己紹介・インタビューを
しよう１

・いろいろな物の言い方が表
＜行動観察＞
・好きな物や嫌いな物を表す

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

表現に慣れ親しんでいた

apple,banana,orange,

か。

pineapple,strawberry,

I like ~.

＜行動観察＞

milk, bird,cat,dog,
fish,rabbit,baseball,

聞こうとする。
・積極的に相手のすきな物を

soccer,swimming

聞こうと楽しく活動できて

basketball,tennis

いたか。
＜行動観察・振り返りカード＞

①自己紹介・インタビューを
しよう３
②自己紹介・インタビューを
７ 月

しよう４

・自分の好きなこと、物を相手に
紹介することができる。

I like ~.
I don’t like ~.

・自分の好きなこと、物を相

I like ~.

手に紹介することができて

I don’t like ~.

いたか。

Do you like~?

＜行動観察・振り返りカード＞

Yes,I do. / No, I don’t.
apple,banana,orange,
pineapple,strawberry,
milk, bird,cat,dog,
fish,rabbit,baseball,
soccer,swimming
basketball,tennis

２学期実践内容
月

単

元

単元目標

庄栄小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価基準
color

Lesson 5
①色や形の言い方を知ろう

９
月

②どのような色や形がすき
か聞いてみよう

・好きな色や形の英語表現を通し

I like No.___T shirt.

く。

Why?

・友だちと好きな色や形を尋ねた

Because I like blue.

・進んで発表し合っていたか。 red, blue, yellow, pink,
＜行動観察＞
・楽しく交流できていたか。
＜行動観察＞

・友だちと会話しながらＴシャツ
・友だちに何が好きかインタビュ

green, brown, orange,
purple, black, white
shape
heart, star, circle,

り答えたりして積極的に交流を

をつくる。
④インタビューしよう

Which T-shirt do you like?

て日本語と英語の違いに気づ

楽しむ。
③Ｔシャツを作ろう

使用した語彙

What shape(color)do youlike?

I like circles.（blue）
How many circles?
Five,please.

・会話しながらＴシャツを作
っていたか。＜行動観察＞

triangle,
animal, sport, food

・積極的に友だちにインタビ
ューできていたか。
＜行動観察・ワークシート＞

ーをして交流を楽しむ。
Lesson 6
①アルファベットの大文字
を読んでみよう
②アルファベットの大文字
で遊ぼう１
③アルファベットの大文字
10
月

で遊ぼう２
④ほしいものを言ったり聞
いたりしよう１
⑤ほしいものを言ったり聞
いたりしよう２

・アルファベットの大文字の読み

What do you want?

・アルファベットの大文字の

方を知り、読み方と文字を一致

The<C>card,please.

読み方と文字を一致させよ

させる。

Here you are.

うとしている。

Thank you.

＜行動観察・ワークシート＞

だり、ほしいものを尋ねる表現

What do you want?

・進んでアルファベットを尋

に慣れ親しむ。

The<D>card,please.

・アルファベットの大文字を読ん

・好きなアルファベットを尋ねあ
うことで友だちと積極的に交流
する。
・アルファベット辞典づくりを通
して身の回りには、いろいろな
国の言葉があることに気づく。

ねたり答えたりしている。

Here you are.

＜行動観察・ワークシート＞

Thank you.

・進んで身の回りのアルファ
ベット大文字を探し、書き
写している。

アルファベットの大文字

A~Z

triangle, fish, recorder,

Lesson 7
①身の回りの物の言い方を
知ろう
②これはなに？と聞いたり
答えたりしよう１
11
月

③これはなに？と聞いたり
答えたりしよう２
④クイズ大会をしよう

・英語と日本語の共通点や相違点
に気づく。

・What’s this?

・積極的に発音していたか。

It’s a notebook.

・クイズを通して言葉の面白さに
気づく。
・クイズづくりを通して友だちと
積極的に交流を楽しむ。
・クイズ大会を通して友だちと積

＜行動観察＞

bird, textbook, map,

・英語と日本語の共通点や相

piano, apple, shoe, bat,

違点に気づき、発表してい

tomato, ruler, eraser,

たか。

cap, microscope,

＜行動観察・ワークシート＞

flower,

・What’s this?の表現を用い

banana, baseball,

クイズ大会を楽しんでいた

極的に交流を楽しむ。

glove, cup, pan,baker,

peach

か。
＜行動観察・ワークシート＞
Sunday, Monday,

Lesson 8
①教科の言い方を知ろう

12
月

・曜日や教科名の英語表現を知り

Do you have Japanese on

それらを聞いたり言ったりす

Monday?

る。

Yes, I do. /No, I don’t.

・教科を表す言葉を聞いて発
話しようとしていたか。
＜行動観察・ワークシート＞

Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday
Japanese, science,
math, social studies,
P.E., arts, and, crafts,
First, second, third,
fourth, fifth, sixth
lunch time,
Cleaning time

３学期実践内容
月

単

元

単元目標

庄栄小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価基準

Sunday, Monday,

Lesson 9
②曜日の言い方を知ろう

・外国の学校ではどのような教科
を学習しているのかを知り、教

What subject do you like?
I like English.

科の違いや共通点に気づく。
③好きな教科と理由を言っ
１

てみよう

・日本と外国との学校生活の

Thursday, Friday,

発表したりしている。

Saturday
Japanese, science,
math, social studies,

りしながら会話を楽しむ。
・夢の時間割について積極的
・夢の時間割作りを通して友だち

Tuesday, Wednesday,

共通点や違いを考えたり、
＜行動観察・ワークシート＞

・好きな教科名を聞いたり話した

月
④夢の時間割を作ろう

使用した語彙

P.E., arts, crafts

What do you study?

に聞いたり話したりしてい

and

I study Japanese science…

る。

first, second, third,

＜行動観察・ワークシート＞

と積極的に交流を楽しむ。

fourth, fifth, sixth
lunch time,
cleaning time

・夢の時間割作りを通して友

⑤夢の時間割を紹介しよう

だちと

積極的に交流を楽

しんでいる。
＜行動観察・ワークシート＞
apple, banana, peach,

Lesson 10
２
月

①食べ物の言い方を知ろう

・食べ物の言い方に慣れる。

I eat fruit and cereal
in the morning.

②ほしいものをていねいに

って、練習している。

What would you like?
・組み合わせを考えながらランチ

orange, pain, cherry,
melon, bread, cheese,
rice, curry and rice,

・注文の仕方を知り、慣れる。

尋ねてみよう
③ランチメニューを作ろう

・食べ物の言い方に興味を持

I’d like juice.

・注文の言い方に積極的に声
を出している。
＜行動観察・ワークシート＞

メニューを作る。
What would you like?
I’d like sausages.

tea, menu,
fried chicken,
hamburger, fruit,
yogurt, sausage, lunch

④スペシャルランチを紹介
しよう

・その人に合ったランチメニュー
を考え発表する。

What would you like?

・その人のことを考えたメニ

What would you like?

I’d like milk.

ューを作り、楽しく発表でき

I’d like milk.

ているか

apple, banana, peach,

＜行動観察・ワークシート＞

orange, pain, cherry,

３

melon, bread, cheese,

月

rice, curry and rice,
tea, menu,
fried chicken,
hamburger, fruit,
yogurt, sausage, lunch

外国語活動

学習指導案
茨木市立庄栄小学校

１．日

時

平成２４年１１月２８日（水）第５時限

２．場

所

６年１組教室（南館３階）

３．学年・組

６年１組（２９名）

４．単元名

「What time do you get up?」

午後１時３５分～２時２０分

Hi friends!

Lesson 6

５．単元目標
①積極的に自分の一日を紹介したり、友だちの一日を聞き取ったりしようとする。
②生活を表す表現や、一日の生活についての時刻を尋ねる表現に慣れ親しむ。
③世界には時差があることに気づき、世界の様子に興味を持つ。
６．指導にあたって（児童観・教材観・指導観）
本学級の児童は、個々にはとても明るく素直で何事にも真面目に丁寧に取り組む子が多い。
しかしながら集団となると思春期特有の「恥じらい」が目につき自分の思いや考えを全体の
場で発表することに消極的な児童も少なからずいる。本活動を通して子どもたちが自信を持
って積極的にいろいろな人と英語で楽しくコミュニケーションできるように支援していき
たいと考えている。
英語活動に関しては、５年時は、ＡＬＴと担任による英語の授業を合わせて年間２０時間
受けてきた。平成２２年度より週１時間担任主導による英語の授業を進めているところであ
る。（年間３５時間）
本単元「What time do you get up?」では、生活を表す表現に慣れ、時刻を聞き取り自分の生
活を発表できることを目標とした。ゲームやチャンツを使って生活の表現や時刻の言い方を
楽しく練習できるよう工夫していきたい。また本時では、教師の起床、登校、就寝時刻を予
想して書き、先生の生活に興味を持たせ時刻を尋ねさせることにした。また より関心を高
めるためクラスで一番早起きは誰かという question をゴールにして場の設定を設けた。
子どもたちの聞きたい、伝えたい思いが自然に英語で表現することにつながり、人とかか
わっていく楽しさを味わってほしいと願っている。
７．主な言語材料
【語彙】 get up / play basketball / eat dinner / swim / take a bath / watch TV
clean my classroom / play the piano / go home / eat breakfast / go to bed
go to school / play soccer / eat lunch / study at home
【表現】 What time is it? It’s eleven.
What time do you get up? I get up at seven.
What time do you ～？

８．単元指導計画

（全４時間）

目標・活動
１

・時刻を聞き取って時計に
針や数字を書こう。

評価規準
・時刻の言い方に興味を持ち、積極的に

評価方法
行動観察

表現しようとしている。

・生活を表す表現に慣れる。
・楽しくゲームに参加しようとしている。 プリントチェック
＜おはじきゲーム＞
＜ミッシングゲーム＞
＜ビンゴゲーム＞
２

・生活を表す表現の日本語との違いに
気づく。

・友だちの起床、登校、就寝 ・時刻を表す表現に興味を持ち、友だちの
の時刻を聞き取る。

振り返りカードチェック
行動観察

生活に興味を持ち積極的に聞き取ろう
としている。

本

＜キーワードゲーム＞

時

＜ミッシングゲーム＞
＜インタビューゲーム＞

３

４

・生活を表す表現の日本語との違いに気が
つく。
・楽しくゲームに参加しようとしている

・世界の時刻を聞いて空欄に ・時差があることを知り、世界では様々な
記入し、地図の都市と絵を

人がそれぞれの地域で様々な暮らしを

線で結ぶ。

していることに気づく。

・日課表に自分の生活時刻を ・今まで習った生活を表す表現、時刻の言
書き込み、紹介する。

振り返りカードチェック

行動観察
振り返りカードチェック
行動観察

い方を積極的に用い、発表を楽しんでい
る。

振り返りカードチェック

・友だちの生活に興味を持つ。

９．単元の評価基準
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】
・積極的に英語を使って自分の生活を発表しようとする。
・時刻をたずねたり、聞き取ったりして時刻の言い方に慣れる。
・友だちの日課を聞いたり、確認したりしながら、正しい情報を伝えコミュニケーションを図る
大切さを知る。
【外国語への慣れ親しみ】
・生活を表す表現を通して、英語の音声やリズムに慣れ親しむ。
【言語や文化に関する気づき】
・時差の違いに気づく。

10．本時の指導目標
①さくらの起床、登校、就寝の時刻を聞きとる。
②先生の一日を予想してインタビューすることができる。
③相手の顔を見て、にこやかに交流することができる。
11．本時の展開
過程

児童の活動

指導上の留意点（●で表す）、

主な評価の観点＜方法＞

理解の不十分な児童への
てだて（★で表す）
挨拶
2分

・挨拶をする。

●全体に挨拶をした後、日直等

・これから授業が始まることを意

Hello, how are you?

数人に日付、曜日、天気の確

識させるように指導者は、一人

Hello. I’ｍ good /

認などする。

ひとり見回しながら元気よく挨

fine / sleepy / hungry.
ウォーム

【Look and Guess】（推測）

アップ

・絵カードの一部の写真を見

5分
復習 1

●様々な動作の表現の復習を
する。

＜行動観察＞

・英語と日本語とでは、動作の表
し方が違うことに気づいている

て生活の表現を答える。
【Let’s Chant】

♪ナンバーゲーム
リズムで１～６０までの
5分

拶する。

数字を復習する。
慣れてきたら３の倍数は、

＜行動観察＞
●この活動を通して数字の表
現に慣れ親しませ、時刻の言 ・数字の言い方が発話できている。
い方をしっかりさせる

＜行動観察＞

★とまどっている児童には、一
緒にそばでくりかえす。

手をたたく。
展開

【Let’s listen】

15 分

・さくらの起床、登校、就寝
を聞いて（

●さくらの生活に集中して聞
き取り、時刻を書かせる。

・しっかり聞き取り、かきこめて
いる。

＜Hi, friends 2 への記入＞

）に記入する。

・さくらより早起きか早寝か

★分かりにくい児童には、ジェ

など尋ねて各自の生活と比

スチャーをつけて言ってみ

較する。

る。

【Activity 1】
先生の起床、登校、就寝の時

・先生の生活を予想して記入でき
●興味を持って聞き取らせる。

刻を予想して書き、実際の時

【Activity 2】

15 分

友だちの生活を聞いて回り、
一番早起きの人、一番夜更か
しの人を探す。

挨拶

・本時の振り返りをする。

３分

・挨拶をする。
Good-bye. See you.

た。

＜行動観察＞
＜Hi, friends 2 への記入＞

刻を尋ねる。
発展

＜行動観察＞

・意欲を持って取り組めている。
●友だちと楽しく交流させる。

＜行動観察・振り返り＞

予想させながら進める。
●児童の態度や英語面につい
て、良かったところを具体的
にほめ、児童の次時への意欲
を高めるようにする。

・時刻の聞きあいを楽しむことが
できたか。
＜振り返りカード＞

７．西河原小学校
～

目標と実践

「目標」を整理しよう

～

【西河原小学校教育目標】
自ら学び

心豊かに

たくましく生きる子どもの育成

・積極的にコミュニケーションを図り、外国語活動を楽しむ。
・外国語の音声やリズムなどに慣れ親しみ、言葉の面白さや豊かさに気付く。

［西河原小学校６年生の活動目標］

【３学期】
・自分で時間割やランチメニューを作り、友だちに紹介する力を育む。
・他の国の学校の様子やランチについて調べ、それを伝える力を育む。
【２学期】
・絵や図などの資料を見ながら自分がどのようなものが好きか、どのよう
な物が欲しいか具体的に外国語で説明したり、友だちに聞いたりする力
を育む。
・教科や曜日の言い方を知る。
【１学期】
・世界には、様々な言語があることを知り、自分のことを紹介できる力を
育む。
・ジェスチャーを交えながら、相手に感情や様子を積極的に伝えようとす
る力を育む。
・自分が好きなものを紹介したり、インタビューをしながら外国語に慣れ
親しむ。

◆

［西河原小学校５年生の活動目標］

具体的なイメージ

【３学期】
・自分で作った物語を演じる中で、ジェスチャーを加えたり行動を促す表
」
現をしたりして、発話する力を育む。
・なりたい職業について尋ねたり答えたりして、お互いの将来の夢につい
て話し合う力を育む。
【２学期】
・時刻や動作を表す表現を使って自分の一日を紹介したり、友達の一日を
聞いたりする力を育む。
・世界には様々な人々が様々な生活をしていることに気づき、その国々の
文化について理解を深める。
【１学期】
・自己紹介の仕方を知り、ともだちの「できること」や「できないこと」
を聞き分ける力を育む。
・月名や序数を使ったゲーム等をしながら、進んで交流を深めようとする
力を育む。
・友達と道案内の活動を通して、方向や進み方の表現に慣れ親しむ。

抽象的なイメージ

・外国語活動を通じて、その国の言葉や文化について知る。

◆

≪西河原小学校の外国語（英語）活動における活動目標≫

～

「目標」から「できる」ことを整理しよう

～

≪西河原小学校の外国語（英語）における活動目標≫
・外国語活動を通じて、その国の言葉や文化について知る。
・積極的にコミュニケーションを図り、外国語活動を楽しむ。
・外国語の音声やリズムなどに慣れ親しみ、言葉の面白さや豊かさに気付く。

西河原小学校６年生が「できる」ようになっていること
・あいさつすることができる。
・自己紹介することができる。
・３１以上の数を数えることができる。
・アルファベットには大文字と小文字があることを知り、一致させることができる。
・月名を言うことができる。
・誕生日を紹介したり、聞いたりして理解することができる。
・季節や行事を言うことができる。
・「できること」「できないこと」を紹介することができる。
・建物や店の名前を言うことができる。
・方向や進み方を英語で伝え、道案内することができる。

西河原小学校５年生が「できる」ようになっていること

・あいさつができる。
・自己紹介ができる。
・自分の気持ちを表現することができる。（ジェスチャー付き）
・数を数えることができる。
・いくつあるのか、数を尋ねることができる。
・自分の好きな食べ物を言うことができる。
・自分の好きなスポーツを言うことができる。
・自分の好きな色を言うことができる。
・英語でじゃんけんをすることができる。

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

西河原小学校

６年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

Lesson 1
①あいさつをしよう
名前を書こう

・積極的に挨拶をしようとす
る。
・英語での挨拶や、自分の名

４ 月

前の言い方に慣れ親しむ。

My name is ~.
Good morning/afternoon/
evening.
How are you?

・自分から挨拶をしようとして
いるか。
・自分の名前をローマ字で書こ
うとしているか。

morning
afternoon
evening
hungry

I’m ~.

sleepy

Nice to meet you.

sad

Goodbye.

fine

Thank you.

tired

See you.

②１００までの数字の言い
方を知ろう
③アルファベットで遊ぼう

・数字の言い方を知り、How

How many ~?

many ~?の表現に親しむ。

・積極的に活動に参加している
か。

数字 one ~ hundred
アルファベット A ~ Z,a ~ z

・アルファベット（大文字、小

・アルファベットに親しみ、

文字）が読めているか。

文字と読み方を一致させ
５ 月

る。
月 January ~ December

Lesson 2
①日付、行動の言い方を知ろ
う
②誕生日を言えるようにな
り、友達の誕生日を聞いて
みよう

・日本の行事、月の言い方を
知る。
・友達に誕生日を尋ねたり、
答えたりしようとする。

When is your birthday?

・月の名前が言えているか。

行事 New year’s festival,

My birthday is~?

・積極的に活動に参加し、誕

Christmas, Halloween

生日の聞き合いができてい
るか。

Lesson3
①できること、できないこと
を言ってみよう

・「できる」「できない」とい
う表現を知る。

６ 月

②友達にインタビューして、 ・自分のできることを考え、
サインをもらおう
③自分の紹介をしよう

交流しようとする。

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

・自分のできることを紹介しよ
うとしているか。

play,can,soccer,baseball,
cook,swim

・ゲームや活動に積極的に参加
できているか。

・できるかどうかを尋ねたり、
答えたりしようとする。

Lesson4
①建物の名前を知ろう
②道案内をしよう

・建物の言い方と、道案内の
仕方を知る。

７ 月

・目的地への行き方を尋ねた
り、言ったりする表現に慣
れ親しむ。

Where is the ~?

・建物の名前が言えているか。 park, school, flower shop,

Go straight.

・目的地への行き方を表す表現

Stop.
Turn right/left.

が分かっているか。
・ゲームや活動に積極的に参加
しているか。

hospital, book store,
restaurant, super market,
fire station, police station,
convenience store,
department store

２学期実践内容
月

単

元

Lesson 5
Let’s go to Italy.

単元目標
・自分の思いがはっきり伝わ

西河原小学校

重点指導事項（表現、文法等）
I want to go to ~.

・おすすめの国について発表し

使用した語彙
国名 Italy,Japan,China,

Where do you want to go?

たり聞いたりして積極的に

Korea,Brazil,Egypt,

ついて発表したり、友達の

Let’s go to ~.

コミュニケーションをはか

Australia,France,India

っているか。

など

・行きたい国について尋ねたり

ようとする。

答えたりする表現に慣れ親

・行きたい国について尋ねた

しんでいるか。

り言ったりする表現に慣れ

月

評価規準

るように、おすすめの国に
発表を積極的に聞いたりし

９

６年

・世界には様々な生活をしてい

親しむ。

る人がいることに気づいて

・世界には様々な人が様々な
生活をしていることに気づ

いるか。

く。

（行動観察、発表観察、ふり
かえりカード、Hi, friends!記
入点検）

Lesson 6
What time do you get up?

10
月

・積極的に自分の一日を紹介

What time is it?

したり、友達の紹介を聞き

－ It’s ~ o’clock.

聞いたりしてコミュニケー

life,time,dinner 等

取ったりしようとする。

What time do you ~?

ションをはかっているか。

生活を表す動詞

・生活を表す表現や、一日の

－I get up at seven.

・生活を表す表現や、時刻を尋

・積極的に一日を紹介したり、 名詞

get up,eat,go to bed 等

生活についての時刻を尋ね

ねる表現に慣れ親しんでい

国や地域の名前

る表現に慣れ親しむ。

るか。

Sydney,Beijing,Moscow,

・世界には時差があることに

・世界の時差に気づき、世界の

気づき、世界の様子に興味

子ども達の様子に興味をも

をもつ。

っているか。
（行動観察、発表観察、ふり
かえりカード、Hi, friends!記
入点検）

Russia,London,UK 等

Lesson 7
We are good friends.

・積極的に英語で物語の内容

～

12

・英語を使ってオリジナルの物

登場人物

We are good friends.

語を作り、演じながら友達と

dog,grandfather,

Take care.

コミュニケーションをはか

grandmother,monkey,

て内容が分かり、場面にあ

See you.

っている。

bird

った台詞を言う。

Let’s go to Onigashima.

を伝えようとする。
・まとまった英語の話を聞い

11

We are strong and brave.

・世界の物語に興味をもつ。

・英語の物語を聞いて内容が分
かり、場面に合った台詞を表
現したりしている。
・世界の様々な物語に興味をも

月

っている。
（行動観察、発表観察、ふり
かえりカード、Hi, friends!記
入点検)

擬音語など

３学期実践内容
月

単

元

Lesson8
What do you want to be?

単元目標
・積極的に将来の夢について交流

西河原小学校

６年

重点指導事項（表現、文法等）
職業を表す語

・自分の将来の夢について、

尋ねたり答えたりする表現に慣

What do you want to be?

り、友達の夢を聞いたりし

baker,dentist,doctor,

－I want to be a ~.

て積極的にコミュニケーシ

cook,farmer, artist,

ョンを図っている。
（関心・ comedian,vet,

１

意欲・態度）

会話表現

～ ２

の子どもがいることを知り、英

Nice dream.

語と日本語での職業を表す語の

Good luck.

かを尋ねたり答えたりする

成り立ちを通して言葉の面白さ

Thank you.など

表現を、発話して表現して

・どのような職業につきたい

いる。（慣れ親しみ）

に気づく。
月

・世界には様々な夢をもつ同
年代の子どもがいることを
知り、英語と日本語での職
業を表す語の成り立ちを通
して言葉の面白さに気づい
ている。
（言語や文化に関す
る気づき）
・小学校外国語活動の復習
・中学校にむけて

３
月

・既習事項を思い出し、中学校に
向けての不安を取り除く。

teacher,singer,florist,
cabin attendant

れ親しむ。
・世界には様々な夢をもつ同年代

使用した語彙

理由をふくめて紹介した

しようとする。
・どのような職業に就きたいかを

評価規準

・アルファベット
・行事、月
・できること
・行きたい国
など

zookeeper, fire fighter,
bus driver,
soccer player

１学期実践内容
月

単

元

単元目標

西河原小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

Lesson 1
①あいさつをしよう

・積極的に挨拶をしようとする。

Good morning.

・英語での挨拶や、自分の名前の

Good afternoon.

言い方に慣れ親しむ。

Good evening.

４ 月

My name is ~.

・自分から挨拶をしようとし
ているか。
・自分の名前をローマ字で書
こうとしているか。

good, morning,
afternoon, evening,
my, name, is, nice,
to, meet, you, good-bye,
thank, see

Nice to meet you.
Goodbye.
Thank you.
See you.

②世界の挨拶を知ろう

・世界にはさまざまな言語がある

My name is ~.

いるか。

ことを知る。
③自己紹介、名刺交換をし
よう

・世界の挨拶に興味を持って
・自己紹介や、名刺交換を積

・積極的に自己紹介をしようとす

極的にやろうとしている

る。

５ 月

か。
Lesson 2
①感情や様子の表現に親し
もう

・相手に感情や様子を積極的に伝
えようとする。
・国によるジェスチャーの違いを

②ジェスチャーをつけて挨
拶をしよう

知る。

How are you?
I’m ~.

・ジェスチャーをつけて、応
答ができているか。
・活動に積極的に取り組もう
としているか。

happy, hungry, sleepy,
sad, fine, tired

Lesson3
①じゃんけん、数の言い方
を知ろう
②・③数で遊ぼう

・さまざまな国のじゃんけんのや
り方を知る。
・１～２０の数の数え方を知り、

６ 月

慣れ親しむ。

Rock,scissors,paper
one,two,three!
How many ~?
.

・じゃんけんや、数の応答が
できているか。
・ゲームに積極的に参加して
いるか。

night, ten,eleven,
twelve,thirteen,
sixteen,seventeen,

りする。

eighteen,nineteen,

Lesson4
知ろう

five, six, seven, eight,

fourteen,fifteen,

・数を数えたり、尋ねようとした

①食べ物や動物の言い方を

one, two, three, four,

・好きなものや嫌いなものを表す
表現に慣れ親しむ。

I like ~.（食べ物、動物）
I don’t like ~.

・I like ~.で好きなものを言

twenty

えているか。

②好きなものを英語で言っ
てみよう
③・④自己紹介、インタビ
ューをしよう

・相手の好きなものを積極的に聞
こうとする。
・自分の好きなものを相手に紹介

７ 月

することができる。

Do you like~?

・活動に積極的に参加し、好

スポーツ

Yes,I do./No, I don’t.

きなものを尋ねたり、答え

soccer,tennis,

What sport do you like?

たりできる。

basketball 等
食べ物
apple,orange, candy 等
色
red,blue,yellow 等
square,triangle 等

２学期実践内容
月

単

元

単元目標

西河原小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）

評価規準

使用した語彙

Lesson 5
Whatdo you like?

・好きなものについて、積極的に

What T-shirt (animal/color/

尋ねたり答えたりしようとす

fruit) do you like?

る。

I like white T-shirt.など

・色や形、好きなものは何かを尋
ねる表現に慣れ親しむ。

９

しているか。
・色や形、好きなものは何か

red,blue, yellow,pink,
green,brown,orange,
purple,black,white)

でいるか。

形

ころや違いに気づいている

く。

色

を尋ねる表現に慣れ親しん
・英語と日本語の似ていると

・日本語と英語の音の違いに気づ

月

・積極的に尋ねたり答えたり

heart,star,circle,
triangle,diamond 等

か。
（行動観察、発表観察、ふ
り か え り カ ー ド 、 Hi,
friends!記入点検）
Lesson 6
Whatdo you want?

・積極的にアルファベット大文字
を読んだり、ほしいものを答え
たりしようとする。
・アルファベット大文字とその読

10
月

・アルファベット大文字
・Whatdo you want?

・積極的に友達とコミュニケ
ーションを図っているか。

－I want ~.

・アルファベット大文字やほ

－~, please.

しいものを尋ねたり答えた

み方を一致させ、ほしいものを

りする表現に慣れ親しんで

尋ねたり答えたりする表現に慣

いるか。

れ親しむ。

・身の回りにはアルファベッ

・身の回りにはアルファベットの

トの大文字で表現されてい

大文字で表現されているものが

るものがあることに気づけ

あることに気づく。

たか。
（行動観察、発表観察、ふ
り か え り カ ー ド 、 Hi,
friends!記入点検）

アルファベット大文字
A~Z
数字 one ~ thirty

Lesson 7
What’s this?

・あるものについて、積極的にそ
れが何かを尋ねたり答えたりし

What’s this ?
－ It’s a(an) ～.

ようとする。

tomato,bat,bird,cup,

か。

map,mat,cat など
身の回りの名詞

答えたりする表現に慣れ親

たりする表現に慣れ親しむ。

しんでいるか。

・日本語と英語の共通点や相違点

月

triangle,glove,

ケーションをはかっている
・あるものが何かと尋ねたり

・あるものが何かと尋ねたり答え
11

・積極的に友だちとコミュニ

・身の回りのものの日本語と

から、言葉のおもしろさに気づ

英語の言い方の共通点や相

く。

違点から言葉のおもしろさ
に気づいているか。
（行動観察、発表観察、ふりかえ
りカード、Hi, friends!記入点検）

Lesson7(つづき)
What’s this?
Lesson8
I study Japanese.

・時間割について積極的に尋ねた
り、答えたりしようとする。
・時間割についての表現や尋ね方

12
月

に慣れ親しむ。
・世界の小学校の学校生活に興味
をもつ。

What subject do you like?

・夢の時間割を作成し、発表

・曜日

－I like ~.

する活動を通して、友達と積

・序数

What do you study (on

極的にコミュニケーションを

・教科

Monday)?

はかっているか。

・国名

－I(we) study ~.

・時間割についての表現や尋

Australia,China,Kor

ね方に慣れ親しんでいるか。

ea

・世界の子ども達の学校生活
に興味をもち、日本と外国の
共通点や相違点に気がついて
いるか。
（行動観察、発表観察、ふりかえ
りカード、Hi friends 記入点検）

３学期実践内容
月

単

元

Lesson 8
I study Japanese.

単元目標
・時間割について積極的に尋ねた
り、答えたりしようとする。
・時間割についての表現や尋ね方
に慣れ親しむ。
・世界の小学校の学校生活に興味
を持つ。

１
月

西河原小学校

５年

重点指導事項（表現、文法等）
What subject do you like?
What do you study?

評価規準
・夢の時間割を作成し、発表

使用した語彙
曜日

する活動を通して、友達と

Sunday, Monday,

積極的にコミュニケーショ

Tuesday, Wednesday,

ンを図っている。
（関心・意

Thursday, Friday,

欲・態度）

Saturday

・時間割についての表現や教
科名を聞いたり答えたりす

科目

る表現に慣れ親しむ。
（外国

Japanese, math,

語への慣れ親しみ）

science, social studies,

・世界の子ども達の学校生活

music,arts and crafts,

に興味を持ち、日本と外国

P.E., home economics,

の小学校で学習する教科の

English

違いや共通点に気づいてい
る。
（言語や文化に関する気
づき）

Lesson8
What would you like?

・欲しいものについて丁寧に積極

What would you like?
－I’d like ~.

・友達に欲しい食べ物を尋ね

果物

たり、自分が欲しい食べ物

apple,peach,

を答えたり、ランチメニュ

pineapple,cherry,

・ほしいものについての丁寧な表

ーを作ったりして友達と積

grape,kiwifruit,

現の仕方や、尋ね方に慣れ親し

極的にコミュニケーション

melon 等

む。

を図っている。（関心・意

食べ物

欲・態度）

ice cream,milk,pizza

的に尋ねたり答えたりしようと
する。

２

・世界の料理に興味を持ち、ほし

～ ３

いものを尋ねたり言ったりする

・ランチメニュー作りの時に、 等

際、丁寧な表現があることに気

欲しい食べ物を尋ねたり答

づく。

えたりする丁寧な表現

月

“What would you like?”
“I’d like ~.”で交流してい
る。
（外国語への慣れ親しみ）
・世界の料理に興味をもち、
日本と外国の休職の違いや
共通点に気づいている。
（言
語や文化に関する気づき）

第５学年

外国語活動学習指導案
茨木市立西河原小学校

１．単元名

Hi, friend!

Lesson 5

What do you like?

２．単元目標
・好きなものについて、積極的に尋ねたり答えたりしようとする。
・色や形、好きなものは何かを尋ねる表現に慣れ親しむ。
・日本語と英語の音の違いに気づく。
３．単元の評価規準
・積極的に尋ねたり答えたりしているか。
・色や形、好きなものは何かを尋ねる表現に慣れ親しんでいるか。
・英語と日本語の似ているところや違いに気づいているか。
４．単元指導計画（４時間）
活動内容
１

２（本時）
３

使用表現・語彙

評価規準

評価の方法

好きな色や形の英語

Color

日本語と英語の音

行動観察

表 現 を 通 し て ，日 本 語

(red, blue, yellow,

の違いに気づき、

Hi, friends!

と英語との違いに気

pink, green, brown,

色や形の言い方に

記入点検

づく。

orange, purple,black,

慣れ親しむ。

“What ~ do you like?”

white)

どのようなものが

行動観察

“I like ~.”の 表 現 を 発

Shape

好きか尋ねる表現

Hi, friends!

話 し 、音 声 や リ ズ ム に

(heart, star, circle,

に慣れ親しむ。

記入点検

慣れる。

triangle, diamond

(本 時 )

友達と会話しながら

など)

どのようなものが

行動観察

好きな色や形を使っ

What T-shirt/animal/

好きか尋ねる表現

Hi, friends!

て T シャツを作る。

color/fruit do you like?

に慣れ親しむ。

記入点検

“What do you like?”

－ I like white T-shirt.

“What color do you

など

友達に何が好きかイ

好きなものについ

発表観察

ン タ ビ ュ ー を し て 、積

て、積極的に尋ね

Hi, friends!

極的に交流を楽しむ。

たり答えたりしよ

記入点検

うとする。

振り返りカード

like?” “I like ~.”の 表
現を発話しながら、
英語の音声やリズム
に慣れ親しむ。
４

５．本時の目標
・ “What do you like?”“What color do you like?”“I like ~.”の 表 現 を 発 話 し な が ら 、
英語の音声やリズムに慣れ親しむ。
６．本時の展開
時間

活動内容

5分

●あいさつをする
英語でのあいさつ

使用する英語表現

※評価・留意点

Good morning/afternoon.

・子どもが元気よく言える

How are you? – I’m ~.

ように、一緒に元気よく
あいさつする。
※目と目を合わせてあいさ
つできたか。
・楽しい気持ちで歌えるよ

●チャンツ

うな雰囲気を作る。

色の歌（復習）
10 分

●めあてを共有する
めあて

好きな色や形などを

たずねてみよう。

●形・色の単語を知る
・発音の確認をする

・ Shape
(heart,star,circle,
triangle,diamond な ど )

・教師の出した絵カードを
見ながら反復練習する。
・大きな声でしっかり発音

・ color

できている児童は褒め

(red,blue,yellow,pink,

る。

green,brown,orange,
purple,black,white)
15 分

● What ______do you
like?の 表 現 導 入

What(color/animal) do
you like?

色、形のピクチャーカードを － I like ________.
見て、どれが好きかを尋ねる
表現を練習する。
10 分
●ペアを作り、お互いの好きな
色・形をききあう

（例）
What color do you like?

ーしあっている

－ I like________.

（行動観察）

What shape do you like?
5分

●振り返りカードに記入

※進んで友達とインタビュ

※好きな物を言ったり尋ね

－ I like________.

たりすることができる

Thank you.

（振り返りカード）

各自この単元の振り返りを
する
●あいさつ
英語でのあいさつ

Goodbye, everyone.
Thank you, see you.

８．太田・三島中学校区外国語教育実践交流会
日

時：平成 24 年（2012 年）12 月 21 日（金）15：00～17：00

場

所：太田中学校（視聴覚室）

講

師：関西大学外国学部

目

的：各中学校区内で、各小中学校の目標や目標に基づいたカリキュラムをお互いに

教授

竹内

理

氏

共通理解し、小学５年～中学３年の５年間で子どもの外国語の力を育てる意識
を持つ。
目

標：小中お互いの取り組み内容を共有する。
小中連携の重要性について深める。
校区内で連携する場を今後も持ちたいと思えるような会にする。

参加校：太田中学校区→太田中学校

太田小学校

西河原小学校

三島中学校区→三島中学校

三島小学校

庄栄小学校

参加者：管理職６名

西河原小学校

教員１８名

【研修会の流れ】
①あいさつ
②竹内先生より
③グループ討議、発表
④竹内先生より
⑤まとめ

１）小中連携のために知っておきたいこと
小学校
・外国語活動に慣れ親しむ
（音声、意欲、体験）
※英語っておもしろいなあ～
楽しいな～
※習得が目的ではない
※文字は指導しない

中学校
・教科として存在し、評価も決まっている
・総合的な活用が求められている
※文章を読んで意見を言ったり、聞いたこ
とを書いたりする力
→４技能の中の２つ以上の組み合わせ
のプロジェクト型
４技能（聞く、話す、書く、読む）
・文字と音の関係について学ぶ

・現在週に１時間
５年生６年生で 70 時間

・週に４時間

年間 420 時間

・単語数 1200 語

・単語数 250～300 語
（単語は使わせながら学ばせていく）

・小・中・高

合計 3500 語の単語数

２）小中連携のヒント
①めあて（目標）を互いに共有する
「何月は何をする」といった計画を文字にして共有する。→年間指導計画
例）６年生の１月「夢」＝中学２年生「My Dream」とつながる。
小学校で「自分の夢」について発信→単元の構成（慣れる、ドリル、使ってみる）
→中学校へ引き継ぐ。

②タスク（活動）について→タスクの見せ合い、活動の交流
小学校・・・コミュニケーション活動、必然性のある活動を行う。
ダイアログ（対話）からスタートする。
中学校・・・必然性のあるやりとりをする
（会話の流れが自然であること）。

③使わないと外国語は上達しない（必然性）
英語を使わざるをえない活動を行うことを心がける

④「気づき」をどう促すか
～振り返り～
小学校

中学校
・Can do list でチェック

・活動ができたかどうか

・話せたかどうかなど、ポイントをしぼる （振り返っていますか？）
（何を学ん でいるのか を子どもた ちは分
かっているのか）

※小学校と中学校でやり方がガラっと変わることは好ましくない。
小学校外国語活動では「１つでもわかったらそれでＯＫ」、中学校外国語では「１つで
も間違ったら×」というとらえ方がある。→このような考え方の違いも認識しておく。
外国語活動で使える活動は中学校でも活用していく。
例）３ヒントクイズなら中学校でも使える…など

↓
★

小学校の活動を中学校につなげて高度化していく

★

３）グループ討議で出た意見
※グループ討議の柱
「２）の４点をふまえて、３学期以降具体的に取り組んでいけることは何か」
・中学校の授業の中にも必然性を取り入れることが
必要である。
・子どもたちに聞いてほしい部分を丁寧に発音する。
・教材の読み込みが足りず、現状では５，６年の先生
だけが知っている。誰がやっても大丈夫なように、
他学年の先生にも見てもらいたい。
・小学校のロールプレイが、中学校での活動で知的
レベルの高いスピーチやプレゼンテーションにつながっていく。
・小学校と中学校の教師がお互いに授業を見に行くことが大事である。
・小学校にも中学校の教科書がほしい。６年生に中学２年生でやる内容が伝われば、子
どもたちに「つながっているんだ！」という意識が生まれる。
・小学校で相槌のうち方などが習慣づいていけば、中学校でも自然にできる。

４）まとめ
・まずはお互いに「授業を見る」こと（ビデオでも OK）。
↓
見た後に共有することが重要→小・中でお互いに
何をやっている？
しゃべり合う場の設定を行う。
・制度的な改革を行う。
→誰かがパイプ役となって小・中をつなげる。
定期的に日付を設定し、交流の場を持つ。
事例①小学校と中学校で全教科にわたって連携の場を持つ。
事例②市内の小・中学校の先生が交流の場を持つ「英語サミット」の開催。
事例③小学６年生が中学校へ授業を受けに行く。
（小学生の発話を聞いて、中学生が危機感を持つようになる。）
・使用テキストの共有
同じ内容が小学校でも中学校でも出てくる→中学校の簡易バージョンが小学校。
お互いの教科書をもっておくことは、共有のための良い手段である。
・文字の指導
小学校では子供が興味を持てば文字を教えてもよい。
ただし、教え込むのは×で、興味をもたせること。
→文字の読み方の気づきは小学校で、文字の読み方の知識は中学校で身につける。

・具体的な活動の共有
小学校でクリスクロスを行っている→中学校では…？
コミュニケーションのステップ
あいさつで、小学校では握手だけのところを中学校では握手＋一言そえる。
→小中で認識されていれば、習得の際のステップになる。
聞き取り指導では、ゆっくり聞かせてあげるというのはよくない。
→スピードはそのままにして、所々でポーズをとる。
一語でもわかればいいという視点をもつ。
何を聞き取れたか、あるいは聞く前に何を聞きとる必要があるかを明示しておく。
・小学校の外国語活動における生徒カルテを中学校へおくる
小学校の段階で何ができるようになっているのか、中学校入学段階でどのようにスタ
ートすればよいのかを把握する。

５）参加者の感想
１．交流会を通して得られたこと
・小学校で取り組んでおかないと！と思う事柄を知ることができた。外国語教育だけでは
なく他教科についても、小中の指導の違いや日常生活の中で普通のことだと思ってして
いることの交流など、もっと深めていきたい。
・改めて小学校の目標が自分の中で分かるようになった。アクセントや毎回のあいさつな
ど、ちょっとしたことでも授業に取り入れ、何回も繰り返すことが必要だと感じた。
・中学校の学習と小学校の学習の中身がつながっているんだと気づくことができてよかっ
た。また、違う小学校がどんな活動をしているのか聴くことができて、自分の学校でも
やってみようかなと思った。
・自分が無意識に授業で取り入れていたことを意識してまとめることができた（中学校の
授業でもシチュエーションをとり入れるなど）。
・“めあて”を共有し合い、それぞれの活動内容を把握することが重要だと思う。
・外国語活動が小学校で定着して、中学校につなげる視点を持って教える段階まで来てい
ることがよく分かった。全学年の教員が同じ視点同じ熱意を持って進んでいくことが大
切だと考える。
・小中連携を進めていく際の視点、目標の共有、活動の共有、評価の共有という視点につ
いて、得られたように思う。
・小中連携のために互いの授業を見ることの大切さを学んだ。小学校で身につけておくこ
とで、中学校でのスタートがスムーズになる内容（受け答え、反応、クラスルームイン
グリッシュ）もわかった。
・校区の小・中学校がそれぞれ感じていた事なども話の中で分かり、一歩前に進めたよう
な気がした。
・教科書の内容も、学年があがるにつれて同じ内容がスパイラルでくり返し出てきたりし

て、そこを知っていると、それぞれの学校で取り組んでいくときに便利だと思った。
・クラスを分割して２０名で授業を行うなど、初めて知ることがたくさんあった。授業を
見てお互いにどんなことを学んでいるか共有することが大切だと改めて感じた。
・中学との連携はとても難しいことだと思っていましたが、交流し、共有しあうことで可
能に思えてきた。
・今まで小中交流は必要だと思ってはたが、なかなか自分からは動けなかったが、今回の
交流会を聞いて気持ちが変わった。
２．交流会を通して改めて認識された今後の課題について
・時間を取ることの難しさは、本当に現場の方では何ともしにくい状況である。
・同じ学年の先生にどう広げていくか、話をする機会をもっていく必要性は感じる（中学
校の先生たちとも）。
・英語お手上げ状態の子に自分がどう間に入るか、「自信」と「ことばのひきだし」をどう
つけていくか。→「全部わかろうとしなくてもＯＫ」のメッセージは良いと思う。
・他の学年の教師もこういう機会を持つことが大切だと感じる。
・具体的な方法はいろいろ見えてきたものの、“誰が”“何を”“どうするのか”というとこ
ろまで決めないと動いていかないということ。ただ、それを自分発信でやっていけば変
わるかも！と前向きな気持ちにもなった。
・今回学んだことを学校に持ち帰り、学校全体のものとし、高学年任せの傾向を改めてい
けたらと思う。
・中学校の先生に小学校に来ていただいているのが、一つの連携の軸になっているが、が
いつまでも続くわけではないので、制度等を作っていく必要がある。
・小・中各校で１人中心になって活動できる先生を作る。長く続けられる人が良い。
・スムーズに、尚且つ効率的に連携を進めていくには、無駄や重複を省き、確かなシステ
ムの開発が必要だと感じる。
・定期的な交流の場面をいかに作り出していくか。
・担当者や管理職が変わっても連携が続けていけるような制度や仕組みづくり。
・小学校で学んできたことをうけとめ、中学校ではさらに知的好奇心をくすぐるような
communication 活動及び、speech、show & tell が必要と思われる。
・いろんな学校のことを知り共有していくために、市教育研究会なども活用していければ
よいと思った。
・毎月の学習目標などを小・中学校が回覧（おたよりでもＯＫ）などし、教員が理解でき
ると良いと思った。

