
 
 
１ 単元名   Lesson6 「外来語を知ろう」 
２ 単元の目標 
（１）身近な外来語に興味を持つ。 
（２）積極的に好きな物を尋ねたり，注文したりする。 
（３）日本語と英語の発音の違いに気付く。 
３ 本単元について 
① 主としてコミュニケーションに関すること 
  ・欲しいものを尋ねたり，要求したりして，楽しくフルーツパフェを作る体験をすること。 
  ・積極的に欲しいものを尋ねたり，答えたりすること。 
  ・積極的にコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。 
  ・自分の思いをはっきりと伝える大切さを知ること。 
② 主として言語や文化に関すること 
・外来語とそのもとになる言葉では発音に違いがあることなどの面白さに気付くこと。 
・外来語は様々な国から日本に伝わってきた言葉であることを知ること。 
・外国の食べ物を尋ねるなどして，文化に対する理解を深めること。 
○話題  ：身の回りにある外来語  
○場面  ：好きな食べ物を注文する。  
○表現  ： What do you like?  I like ～.  What do you want?  Melon, please.  Thank you. 
○主な語彙： kiwi, peach, melon, cherry, grape, lemon, tomato, cabbage, pizza, salad, steak, pudding, cake,  donut,  

soccer, ball, basketball, glove, gorilla, koala, kangaroo, TV, camera, calendar, piano, guitar, want, 
please, and, Yes, Yeah, I see, Well, Really, By the way, Pardon 

 2学期における英語ノートの指導計画は以下のとおりである。 
月 Lesson タイトル 時 指導内容 使用表現等

９

月 
5 I don’t like~. 

いろいろな国の

衣装を知ろう 

１ 世界には様々な衣服があることを知るとともに，衣服の言い方を知る。 I don’t like 
blue.    等２ 自分の意見をはっきり言うことの大切さに気付くとともに，衣服を買う時の表現を知る。

３ 好みをはっきりいったり，相手が気持ちよく買い物のができたりするように声をかける。

４ 聞き手に自分が言ったものが正しく伝わるように発表する。 

10

月 
6 What do you want? 

外来語を知ろう 
１ 外来語とその由来の語との発音の違いに気付き，注意して発音する。 What do you 

want? / 
Melon, 
please.  等

２ 相手から尋ねられた際，自分の欲しいものを相手に頼む。 

３ 欲しいものを尋ねたり要求したりして，友達のフルーツパフェを作る。 

４ 作ったフルーツパフェを紹介する。 

11

月 
7 What’s this? 

クイズ大会をし

よう 

１ 英語と日本語の違いを通して，漢字の成り立ちのおもしろさに気付く。 What’s this? /
It’s a pencil. 

等

２ “What’s this?”の質問に対して，何について尋ねられているか理解し，答える。 

３ “What’s this?”を使って尋ねる。 

４ 友達と互いに尋ねたり答えたりして，クイズ大会を楽しむ。 

12

月 
8 I study Japanese. 

時間割を作ろう 
１ 外国の小学校ではどのようなものが学習されているか知るとともに教科の言い方を知る。 I study  

Japanese.等２ 教科名や曜日を扱ったゲームを積極的にする。 

３ 作成した自分のオリジナル曜日時間割を友達に伝える。 

４ グループで作成した時間割を発表する。 

４ 本学級の児童について 
   本学級の児童は，今年度までの５年間に３人のＡＬＴによるに英語活動に取り組んできた。今年度は「小学校におけ
る英語活動等国際理解活動推進事業」の一環で，英語活動講師のMr. James  Millerによるテキストを使った活動を
行ってきている。それとあわせて，HRTによる「英語ノート」を使った活動も行っている。 
そこで，本校がこれまで英語活動講師との活動で培ってきたことを「英語ノート」を活用した指導計画に含めていく

ことによって，子どもたち自身がより広がりのある活動を経験できると考え，本単元の活動を次のように計画した。そ

こで，外来語とそのもとになる語とを比較し，英語活動講師との活動で慣れ親しんできた英単語の発音を生かしながら，

日本語と英語ではその音に違いがあることに気付くことができるようにする。また，チャンツやゲーム等で繰り返し触

れる中で，英語のプロソディーを楽しんで発音ができるように活動を活性化していく。さらに，「何が欲しいですか？」

に加えて，これまでの活動でふれたことのある「～が好きだから」という英語表現や合いの手表現とエチケット的な表

現も本時の活動に加えて，互いに会話を続けたくなる気持ちを大切にしていきたい。 

第 ５ 学 年  外 国 語 活 動 指 導 案 



５ 本時の目標 
（１）目標   
 
 
（２）準備  英語ノート 外来語と英語の発音の違いが記された絵カード 基本文型を記したカード 食べ物カード 
（３）展開 （第２時） 
時間 子どもたちの活動 教師の支援 
５分 
 
 
 
５分 
 
 
 
 
 
５分 
 
 
 
 
 
10分 
 
 
 
 
15分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５分 

１ 指導者と児童とで，一人一人，挨拶をし合う。 
 
 
 
２【Let’s Play2】 
  キーワードゲーム（a month of a year）をする。 
輪になって指名しながら月名を英語で言っていき，最後に12月が
あたった児童の両サイドが「Merry Christmas！」と両手を挙げ
るゲームで口慣らしをする。 

 
３ 【Let’s Chant】 

CDをかけ，食べ物絵カードを黒板に貼り，チャンツをする。 
 1時で扱ったカードに加えて新しい食べ物絵カードにも挑戦し，新
鮮な気分でゲームに取り組む。 

 
 
４【Let’s Listen】 
・ＣＤあるいは指導者の英語を聞いて，発音に合った絵を探す。 
外来語の発音と英語の発音を聞き分けて，英語の発音の時だけ取

るというルールでゲームに取り組む。  
 
５ 【Activity】 
・ホスト役とゲスト役の 2 グループに分かれて，いろんな人の経営
する～屋を訪れて注文する。 
・ホスト役は，What do you like? やWhy do you like the food?な
どの表現を使い，会話を続けたり深めたりする。 
・合いの手やジェスチャーを入れながら，会話を続ける。 
(EX)Hello.                 Please come. What do you like? 
    I like apples.           Why do you like apples? 
  Pardon?               Why do you like apples? 
    Because it’s very sweet.  Yes. This apple is so sweet 

How much?            250yen. Here you are.  
Thank you             You’re welcome. Please come again. 

 
 
 
 
 
 
 
 
６ 挨拶をする。 
○振り返りをする。 
・児童の英語を使おうとする態度について振り返る。 
○挨拶をする。Good- bye.  See you. 

○一人一人と挨拶をすることによって，

指導者と１対１でやり取りをする機

会を持たせる。 
 
○徐々にスピードを上げていき，楽しい

雰囲気で授業が始められるようにす

る。 
○ゲームのスピードが上がっても発音

がいい加減にならないように，意識し

ながら進める。 
○英語特有の音節数に慣れることがで

きるように，リズムや音節を意識して

行うように支援する。 
○活動が停滞しないように，問いかけの

グループと返答のグループに分けて

掛け合いながら行う。 
○カルタ形式で早取りすることによっ

て楽しい雰囲気作りをするが，外来語

の発音では取れなくて英語の発音の

時だけ取ることができるようにする。

○店ごとに違う食べ物が店頭に並んで

いるように準備する。 
○会話を続けていくことが楽しくなる

ように意欲付けに配慮する。 
○お互いの思いが伝わる楽しさを児童

に味合わせるために，会話が滞る児童

には，指導者が積極的にコミュニケー

ションの輪に入るようにする。 
○エチケットとしての表現「Here you 

are.」や「You’re welcome」も大切な
表現として再度意識付けする。 
○Yes, Yeah, I see, Well, Really, By the 

way, Pardon などの合いの手表現も
大切な表現として再度意識付けする。

○本時までの取り組みの中で慣れ親し

んできた表現が思い出せない児童に

は，教室の一角に既習表現の短冊カー

ドを置くコーナーを設け，自分で調べ

にいくことができるようにすること

で，コミュニケーション活動への意欲

を損なわないように配慮する。 
○次時の意欲につながるよう，具体的に

よかった点を評価する。 

 

Hello, how are you? / 
I’m fine / happy / hungry / sleepy  /sad / angry. 

・ゲームやチャンツを通して，英語特有の言いまわしや発音に慣れ親

しんだか。 
・英語を使って，積極的に注文をし合ったり，何が好きかどうして好

きかなどの会話を続けたりしたか。        （評価） 

１ ゲームやチャンツを通して，英語特有の言いまわしや発音に慣れ親しむ。 
２ 英語を使って，積極的に注文をし合ったり，何が好きかどうして好きかなどの会話を続けたりする。

 


