
第５学年 外国語活動指導案 

 

 

１ 題材名 What do you want? （英語ノート Lesson6 「外来語を知ろう」） 

       

２ 目標 

  ○身近な外来語に興味を持つ。（関心・意欲・態度） 

  ○外来語と英語の発音の違いに気付き，英語の音に気をつけて発音する。（話す・聞く力） 

   

３ 児童の実態 

   本学級の児童（男子１２名，女子１３名）は，明るく活発でどの学習においても前向きに取り

組む児童が多い。一方で，分かっていても答えることを恥ずかしがる児童もいる。 

   英語活動の時間は，いつも大きな声で歌ったり，楽しくゲームをしたりして積極的に授業に参

加することができる。英語活動や外国の文化には興味関心が高く，英語であいさつを交わそうと

試みたり，ＣＩＲの使っているジェスチャーや英単語を日常生活の中で使ったりしている。しか

し，自分の考えや思いを英語で表現することが苦手な児童もいる。  
 
４ 題材について 

   児童が使っている日本語の中には多くの外来語が存在する。そのほとんどは，もととなる言語

での発音と違ったり，中には意味の違う使い方をしているもの（和製英語など）があったりする。 

   そこで，本単元では，様々な国から来た身の回りの外来語を取り上げる。外来語とそのもとに

なる言葉の発音を聞き，その違いに気付くことができるようにする。 

   また，私たちが普段何気なく使っている漢字も中国から伝わってきたものであることなどにも

興味や関心を持たせたい。このような気付きから，自分たちが普段使っている日本語に対して，

改めて興味や関心が高まるものと期待している。 

   外来語を実際に使ってみる場として，レストランでの注文の場面を取り上げる。児童は前単元

で，衣服の買い物を体験しているが，ここでは買い物ではなく好きなものを注文する場面である。

まとめの活動として，注文したものをクイズ形式で発表する。 

    

５ 研究主題との関連 

   研究主題「英語や外国の文化に親しみ，進んでコミュニケーションを図る子どもの育成」に迫

るために，本題材では次の点に重点をおきたい。 

   外来語を使って外国人に話しても伝わらない。「やはり外来語と英語の発音は違う」と実感する

瞬間である。児童には本単元の中で，外来語に触れたり，それらを用いた会話を CIR と交わした

りする体験をすることで，自分の思いを正しく伝えるためには，英語の音に気をつけて発音しよ

うとすることが大切であることを実感させたい。 

第１時では身近な外来語の中でも英語からの外来語に絞って触れさせ，発音が違うことや英語

で話すときには，できるだけ英語で聞いたまま真似て言うことが大切であることに気付かせたい。 

第２時では，英語以外の言語がもとになっている外来語にも触れることで，世界には様々な言

語があることや，日本と世界とが言葉でもつながっていることに気付かせたい。 

第３・４時では，身近な外来語として果物を取り上げ，それらを実際に使ってみる場面として

好きな果物を注文してフルーツパフェを作ったり，紹介し合ったりする。自分の好みの果物を伝

えたり，相手の好みを想像して答えたりし合うことで，一人ひとりが学習した英語表現を積極的

に使いながらコミュニケーションを深めることができると考えられる。 

 

 



６ 活動計画（全４時間） 

時 目標 主な活動内容 評価 

１ 

本

時 

 外来語とそのもととなる語

とでは，音が違うことに興味

をもち，英語の音に気をつけ

て発音しようとする。 

・Activity 

身近な外来語をさがそう 

・Let’s Listen１ 

 どこにあるかさがそう 

・Let’s Play１ 

 リスニング クイズ 

 外来語とそのもとの英語

との音の違いに気をつけて

発音する。（話す・聞く力）

２ 

 What do you want? と尋ね

られ，自分の欲しいものを頼

む。 

・Let’s Play２ 

 おはじきゲーム 

・Let’s Listen１ 

 どこから来た食べものかな 

・Let’s Listen２ 

 何を注文したのかな 

・Let’s Chant 

 ♪What do you want? ♪ 

 身近な外来語に興味を持

ち，友達，教師に進んで関わ

りながらゲームをしたり発

表したりする。 

（関心・意欲・態度） 

３ 

欲しい果物を尋ねたり，要

求したりして，友達のフルー

ツパフェを作る。  

・Let’s Chant 

♪What do you want? ♪ 

・Activity１ 

 フルーツパフェを紹介しよう

・Activity２ 

フルーツパフェを作ってもら

おう 

 外来語の英語の発音に気

をつけて友達，教師に尋ねた

り答えたりする。  

    （話す・聞く力） 

４ 

作ったフルーツパフェを紹

介する。 

・Let’s Chant 

♪What do you want? ♪ 

・Activity３ 

だれのフルーツパフェか当て

よう 

外来語の英語の発音に気

をつけて友達，教師にフルー

ツパフェを紹介する。 

（話す・聞く力）  

主な言語材料 

kiwi, peach, melon, cherry, grape, lemon, tomato, cabbage, 

pizza, salad, steak, pudding, cake, donut, soccer, ball, 

basketball, glove, gorilla, koala, TV, camera, calendar, 

piano, guitar, want, please, and 

What do you want?  

〇〇 please. 

 

 

 

 

 

７ 本時案（第１時） 

目標 
 外来語とそのもととなる語とでは，音が違うことに興味をもち，英語の音に気をつ

けて発音しようとする。 

準備物 英語ノート，CD，絵カード， 

児童の活動 HRT・CIR の支援（評価） ◎はセルフエスティームとの関連 



１ 歌を歌い，あいさつを

する。 

 ・♪Hello song 

 ・Greeting time 

 

２ 本時のめあてをつか

む。 

 

 

 

 

３ CD や CIR の発音を聞

いてその単語が表す外

来語を考える。 

 ・Let’s Listen１ 

  どの絵かさがそう 

 

 

 

 

・Let’s Play１ 

  リスニング クイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  身近な外来語をさが

す。 

 ・CIR タイム（Activity）

教えて！カースティ

先生！ 

 

 

 

 

５ 本時のまとめをする。

 ・感想を発表する。 

 ・♪Good-bye song 

H・C 一緒に歌ったり握手をしたりする事で楽しい雰囲気をつくり，

心身の緊張をほぐして授業に入れるようにする。 

◎ 大きな声で歌ったり明るい表情であいさつをしたりしている児童

を称揚する。 

 

H・C 本時のめあてを確認する。 

H・C 外国人との日常的な会話の中で，英語だと思い込んで言った単

語が伝わらない場面を例示し，「正しく発音することが大切なのだ

な」と気付くことができるようにする。 

 

 

H・C 児童が生活の中で外来語として知っている単語を導入に扱うこ

とにより，児童にそれらが外来語であること，また，それらともと

の英語とでは発音が違うことに気付くようにする。 

C Let’s Listen１「どこにあるかさがそう」では，児童が外来語と

そのもとの英語の発音が違うことに気付くことができるように違い

を意識して発音する。 

H・C CIR が言った英単語を児童が教室の中からさがして見つけ終わっ

てから，児童がその発音をもう一度確認できるようにする。 

 

H・C Let’s Play１「リスニング クイズ」では，児童が戸惑わない

ようにゲームのやり方をデモンストレーションする。 

H・C 児童が CIR の発音を聞いて実際に発音することで外来語とその

もとの英語の発音が違うことを理解できるようにする。 

◎ 積極的にゲームに参加したり，教師の発音をよく聞いて発音した

りしている児童を称揚し，活動意欲を高めるようにする。 

H・C 戸惑っている児童には，一緒に発音することで，自信をもって発

表できるようにする。 

 

 

 

H 国語科の単元「漢語・和語・外来語」の時間に身近な外来語をさが

し，CIR にどう発音するのか尋ねてみたい語を考えておくようにし，

ここでインタビューするようにする。 

C 発音を確認しやすいように大きな声でゆっくりと発音する。 

H・C 児童の考える外来語の中には音の違いだけではなく，テレビや

パンツなどの和製英語も含まれると思われる。それらについては，

もとの語を発音して聞かせたり，考えさせたりして，外来語には音

だけでなく，もとの語を省略したり，もとの語の意味とは違うもの

になったりしていることに気付くようにする。 

 

◎ 外来語とそのもとの英語との音の違いに気をつけて発音しようと

していた児童の姿を称揚する。 

 
 
 

 外来語を英語で発音してみよう！  

（評）身近な外来語に興味を持ち，ゲームや発表で，英語の音に気

をつけて発音しようとする。 （関心・意欲・態度）       



８ 考察  
〈単元構成の工夫〉  
英語ノートの lesson５ What do you want?「外来語を知ろう」の実施時期の少し前に国語科の単元

「漢語・和語・外来語」がある。国語科の授業の中で意識的に「外来語」について取り上げ，身の回

りにどのような外来語があるか，どこの国から来た言葉なのか，もともとの言葉はどのように発音す

るのか等，興味・関心を高めるようにした。「今度の英語の授業で CIR の先生に尋ねてみようね」と本

単元を心待ちにすることができた。 

そして，第 1 時で CIR に尋ねる場面では「ズボン（フランス語）」「ランドセル（オランダ語）」「ウ

イルス（ドイツ語）」「カステラ（ポルトガル語）」「ニート（Not in Employment,Education or Training

の略）」等，身の回りには英語と思い込んでいるがそうではない語も多くあることに気づくことができ，

第２時での，英語以外の外来語に触れ，日本と世界とが言葉でもつながっていることに気付いていく

学習活動に展開していくことができた。 

 

〈活動内容・学習形態の工夫〉 

Greeting time では英語でのコミュニケーションをめざして，挨拶の内容を任意に，自由にするよ

うにしている。 

また，英語活動の時間のみでなく，毎日の朝の会や健康観察の場面でも英語で質問・応答したり，

学校生活の様々な場面で教師が英語で指示を出したりして，意識的に英語を耳にする回数が増えるよ

うにしている。 

導入部分で，外国人との日常的な会話の中で英語だと思い込んで言った単語が伝わらない場面を例

示し，「正しく発音することが大切だな」と気付くことができるようにし，単元を通して正しく発音す

る必要性を感じることができるようにした。 

今回の公開授業が第 1 時ということでリスニング中心（インプット中心）で受動的な授業になりが

ちだが，Let’s  Play１「リスニング クイズ」では，児童がより主体的に活動できるような工夫をし

た。4 人グループで 1 語を選び、皆の前で順に発音してみせ（アウトプット）グループの中に英語で

の発音をしていない者がいないか，いるかを当てようというクイズをするようにした。クイズを出す

側は，より正確に発音しようと外来語の発音との違いを意識して言うことができ，聞く側は違いを聞

き分けようと注意深く聞くことができた。ゲームの手順を戸惑わないように，また，児童中心の活動

になるように学習係のデモンストレーションを見て確認した。英語ノートのプログラムにはない活動

だが，「自ら語を選ぶ」「正しく発音したい」など児童が自然に英語を発する必要性を感じて楽しく活

動することができた。 

 しかしながら，ゲームの説明に HRT が日本語を多くつかいすぎたり，4 人一班で全 6 班では時間が

かかりすぎて超過してしまったりと，反省点も多くあった。説明は故意に CIR が英語でし，児童が理

解できない場面だけ日本語で補足する方がよい。45 分授業の中でいかに CIR の本場の英語を聴く時間

を確保し，HRT の日本語を最小限にとどめるかという工夫・配慮がなされるべきである。グループ分

けも，生活班に固執せず，時間と活動に合わせて柔軟に分けた方がよい。 

 


