
外国語活動学習指導案

１ 単元名 Lesson ４（１／４） できることを紹介しよう

２ 本時の目標
「できること」を尋ねたり、「できること」や「できないこと」を言ったりしながら、英語の音声

やリズムに慣れ親しむ。

３ 本時の展開
過程 児童の活動 HRT の活動 ALT の活動 ・指導上の留意点

◎評価規準（方法）
・あいさつをす ・全体にあいさつした後指導者二人で一 ・進んであいさつしている
る。 人ひとりの児童とあいさつをする。 児童を誉め、その大切さ

Hello. に改めて気付くようにす
I'm fine / happy / Hello. る。
hungry. 等 How are you?
【Let's Listen １】
＜動物のできること ・英語ノート P24 を開け、どんな動物 ・CD を聞かせる前に、動
できないことを聞 が出てくるかを話し合わせる。 物などの絵について、共
こう＞ ・児童に、それぞれの動物が何をしてい 通理解を図るようにする。
・動物の言い方を確 るのかを尋ね、動作を確かめさせる。
認する。 ・HRT は CD を聞いて番号を書き込む

・CD を聞いて番号 ように説明する。
を書きこむ。 ・それぞれの動作を英語で教える。

・動作の言い方を知 swim, fly, sing
る。

【Let's Play ※】
＜いろいろな動物の ・ALT の言葉を聞き、どの動物のこと ・動物の名前の言い方を確
できることできな なのかを考えさせる。 認する。
いこと当てクイズ ・can, can't を使った言い方を教え、練 horse,snake,duck
をしよう＞ 習させる。 mouse・・・ etc.

・動物の言い方を練 ・動物絵カードを見せ、できること、 ・can を中心に説明する。
習する。 できないことを、can, can't を使って （混乱を避けるため）

・can, can't の言い 話したり、答えたりさせる。 ・HRT は児童と一緒に考え
方を知り、練習す たり発話したりしながら、
る。 初めての表現への戸惑い

を和らげるようにする。
【Let's Listen ２】
＜二人のできること ・英語ノート P25 を見せ、ALT と ・自己紹介をするように、
できないことを聞 HRT の発音やジェスチャーを参考に できることやできないこ
き取ろう＞ して、男子と女子ができることやでき とを児童に聞かせるよう

・ALT と HRT の会 ないことを聞くように指示する。 にする。
話を聞いて丸を付 ・ALT が児童に英語ノート P25 に出て ◎しっかり聞いたり進んで
ける。 くる動作をできるかできないか尋ね 答えたりしている。

・ALT の質問に答 る。 （行動観察）
える。

【Let's Chant】
・CD にあわせてチ ・絵カードを見せて説明する。 ・うまく言えない児童に教
ャンツを言う。 ・ALT がチャンツを教える。 える。

・感想を書いたり発 ・児童の英語を使 ・児童の活動でよ ・具体的に児童のよかった
表したりする。 おうとする態度 かったところや 点を示し、次時への意欲

面についてよか がんばっていた が高まるようにする。
ったところを言 ところを言う。
う。

・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・相手の目を見て心を込め
Thank you, Thank you, That's all for today. てあいさつし、良い手本

～ sensei. ～ sensei. となるようにする。
See you. See you. See you.
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外国語活動学習指導案

１ 単元名 Lesson ４（２／４） できることを紹介しよう

２ 本時の目標
ジェスチャーを参考にしながら、先生や友達の「できること」や「できないこと」を尋ねたり答

えたりする。

３ 本時の展開
過程 児童の活動 HRT の活動 ・指導上の留意点

◎評価規準（方法）
・あいさつをす ・全体にあいさつした後指導者二人で一人ひ ・進んであいさつをして

る。 とりの児童とあいさつをする。 いる児童を誉め、その
Hello. 大切さに改めて気付く
I'm fine / happy / Hello. ようにする。
hungry / sleepy. 等 How are you?

【Let's Chant】
・♪ I can swim.♪ ・CD をかけ、絵カードを見せながらチャン ・カードを手がかりにし

を言う。 ツを行う。 て楽しく行えるように
する。

【Activity １】
＜ジェスチャー当て ・CD を聞いてどの絵か選び、P26 の□の中に ・児童の様子を見なが

をしよう＞ 出てきた順の番号を書くように指示する。 ら、CD のスピードを
調節する。

＜先生のできること ・ジェスチャーを手がかりに話を聞き、先生 ・ジェスチャーだけでは
を聞こう＞ ができることを当てさせる。 分からないように配慮

し、今までに学習した
I can ～.の表現をおり
交ぜながら話をする。

【Activity ２】 ・知っていることは尋ね
＜友達にインタビュ ・Can you ～?という言い方の練習をする。 ない、ということを確

ーしよう＞ ・P27 のすべての絵について、いろいろな友 認しておく。
達に尋ね、「できる」と答えた友達の名前を ◎進んで尋ねたり答えた

・感想を書いたり発 （ ） の中に書き込んでいくよう指示 りしている。
表したりする。 する。 （行動観察）

・児童の英語を使おうとする態度面について ・具体的に児童のよかっ
よかったところを言う。 た点を示し、次時への

意欲が高まるようにす
る。

・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・相手の目を見て心を
込めてあいさつし、

Thank you, That's all for today. 良い手本となるよう
～ sensei. にする。

See you. See you.
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外国語活動学習指導案

１ 単元名 Lesson ４ （３／４） できることを紹介しよう

２ 本時の目標
ALT に尋ねたり自分たちで練習したりしながら、次時の活動の準備を進んで行おうとする。

３ 本時の展開
過程 児童の活動 HRT の活動 ALT の活動 ・指導上の留意点

◎評価規準（方法）
・あいさつをす ・全体にあいさつした後指導者二人で一人ひ ・進んであいさつをして

る。 とりの児童とあいさつをする。 いる児童を誉め、その
Hello. 大切さに改めて気付く
I'm fine / happy / Hello. ようにする。
hungry / sleepy. 等 How are you?

【Let's Chant】
・♪ I can swim.♪ ・CD をかけ、絵カードを見せながらチャン ・ジェスチャーを付けな

を言う。 ツを行う。 がら楽しく行えるよう
にする。

【Activity ※】
＜ザ・チャレンジの ・ALT と HRT とでやり方を説明する。 ・次時のデモンストレー
準備をしよう＞ ・次時の活動のデモンストレーションを ALT ションをすることで、

・ワークシートに、 と HRT で行う。 本時の活動で何をしな
「ザ・チャレンジ」 ければならないかの見
ゲームの絵を描 ・ALT は、言い方が分からない児童に教える。 通しを持てるようにす
く。 ・HRT は、机間指導しながら 練習の様子を る。

・言い方を考えて、 聞いたりアドバイスしたりする。 ・チャレンジの内容を決
分からない場合は められない児童には、
ALT に尋ねる。 いくつかの例を示し、

・ジェスチャーをつ その中から選ばせる。
けて、わかりやす ・ジェスチャーをしなが
く表現できるよう ら問いかけると、より
に練習する。 良く相手に伝わること

・グループで練習 に気付かせる。
し、アドバイスを ◎ ALT や友達とやりと
もらう。 りをしながら＜ザ・チ

ャレンジ＞の準備を
進んで行おうとしてい
る。 （行動観察）

・感想を書いたり発 ・児童の英語を使お ・児童の英語でよかっ ・具体的に児童のよかっ
表したりする。 うとする態度面に たところを言う。 た点を示し、次時への

ついてよかったと 意欲が高まるようにす
ころを言う。 る。

・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・相手の目を見て心を
込めてあいさつし、

Thank you, Thank you, That's all for today. 良い手本となるよう
～ sensei. ～ sensei. にする。

See you. See you. See you.
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外国語活動学習指導案

１ 単元名 Lesson ４（４／４） できることを紹介しよう

２ 本時の目標
積極的に友達に「できること」を尋ねたり、自分の「できること」「できないこと」をはっきり伝

えたりして、コミュニケーションを図る楽しさを味わおうとする。

３ 本時の展開
過程 児童の活動 HRT の活動 ・指導上の留意点

◎ 評価規準（方法）
・あいさつをす ・全体にあいさつした後、数名の児童とあい ・進んであいさつをして

る。 さつをする。 いる児童を誉め、その
Hello. Hello. 大切さに改めて気付く
I'm fine / happy / How are you? ようにする。
hungry / sleepy. 等

【Let's Chant】
・♪ I can swim.♪ ・CD をかけ、絵カードを見せながらチャン ・ジェスチャーを付けた

を言う。 ツを行う。 り、速さを変えたりし
て楽しく行えるように
する。

【Activity ※】
＜ザ・チャレンジを ・ボランティアの児童と一緒にやり方をデモ ・前時のうちに、チャレ

しよう＞ ンストレーションする。 ンジの内容は、その場
・グループ毎に前に出てきて、一人ずつ順番 でみんなにやってもら

に次のように行う。 えるようなものにする
①"I can ～."と言って、できることをやって ことを確認しておく。

みせる。
②"Let's try."と言ってみんなにもチャレンジ ◎いろいろチャレンジし

してもらうように呼びかける。 ながら、友達とコミュ
③みんなは、"Yes."と言ってチャレンジし ニケーションを図るこ
てみる。 とを楽しもうとしてい

④"Can you ～?" とみんなに尋ねる。 る。 （行動観察）
⑤みんなは、"Yes. / No." で答える。

・感想を書いたり発 ・児童が英語を使おうとしていたことや、お ・具体的に児童のよかっ
表したりする。 互いの「できること」を認め合っていたこ た点を示し、次時への

と等、態度面のよかったところを誉める。 意欲が高まるようにす
る。

・あいさつをする。 ・あいさつをする。 ・相手の目を見て心を込
めてあいさつし、良い

Thank you, That's all for today. 手本となるようにす
～ sensei. る。

See you. See you.
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