
第３・４学年外国語活動指導案 

指導者 HRT  栗栖 清 

ALT Robyn Guthrie 

１ 日 時  平成 29年 10月５日（金）５校時 13:50～14:35 

２ 学 年  第３学年２名 第４学年２名 計４名 

３ 単元名  「さぎ島のよいところを英語クイズにして伝える準備をしよう～クイズで伝えよう～」 

（Hi, friends!1  Lesson7 What’s this?） 

４ 単元について 

本単元は，様々な英語クイズを楽しんだり，クイズを出し合ったりする活動を通して，ある物は何かと

尋ねたり，答えたりする表現（「What’s this?」「It’s～.」等）に慣れ親しむことや積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする力をつけることをねらいとしている。さらに，身近なものについての英語クイズを楽

しみながら，外来語とそれが由来する英語との違いや言葉の面白さに気付かせることをねらっている。 

本単元では，総合的な学習の時間での「さぎ島のよいところをしょうかいしよう」の学習に関連させ，

外国人にさぎ島のことを楽しくわかりやすく伝えることを活動のゴールとして設定した。「外国人にわかり

やすくさぎ島のことを伝える」という相手意識・目的意識をもたせることで，わかりやすいクイズの出し

方を考えながら主体的に活動し，単に英語でクイズを出すというだけでなく，必要に応じて言葉やジェス

チャーを足したり，相手とやりとりをしながら適切にヒントを加えたりする姿が生まれることを想定して

いる。そのような活動を通して，児童に積極的にコミュニケーションを図ろうとする力を養うことをねら

っている。 

５ 児童の実態について 

本学級は，３学年と４学年の複式学級であり，計４名の極小規模の集団である。英語活動に意欲的で，

１学期に行った「買い物ごっこ」の単元では，４名全員が客役と店員役になりながら，英語を用いて，買

い物のやりとりを楽しむことができた。 

７月に行った児童アンケートでは，次のような結果であった。 

質問内容 児童回答 質問内容 児童回答 

外国人の先生や担任の先生の英語を

きくことは楽しいですか？ 

とても楽しい 楽しい あまり楽しくない 楽しくない 
英語を話すことは楽しいですか？ 

とても楽しい 楽しい あまり楽しくない 楽しくない 

３ ０ １ ０ ３ ０ １ ０ 

外国人の先生や担任の先生の話して

いる英語の意味が分かりますか？ 

よくわかる だいたいわかる あまりわからない わからない だれかに英語で話しかけてみること

がありますか？ 
よく話かける 

ときどき 

話しかける 

あまり話 

しかけない 
話しかけない 

０ ４ ０ ０ ０ １ ２ １ 

もっと英語を話せるようになりたい

ですか？ 

とてもなりたい 少しなりたい あまりなりたくない なりたくない 英語の授業でもっとしたいことは何

ですか？（複数回答） 
聞くこと 話すこと 

文字を 

書くこと 

文字を 

読むこと 

３ ０ １ ０ ０ １ ４ ２ 

このアンケート結果から，おおむね児童の英語活動への関心・意欲は高いものの，積極的に自分からだ

れかに話しかけようとする意欲にまでは高まっていないことが伺える。アンケート結果を受け，２学期か

らは，英語パスポートを活用してＡＬＴに話しかけたり，ＡＬＴとの会話場面を意図的に設けたりする取

組を進めており，自ら英語パスポートをもってＡＬＴに話しかけたり，ＡＬＴからの声かけに積極的に答

えたりする様子がみられるようになっている。授業場面においても，どの児童も意欲的に学習に参加でき

るような工夫や，活動に英語を聞いたり話したりする必然性をもたせることなどの工夫が必要だと考える。 

 



６ 指導にあたって 

（１）自分の意見や考えを，相手意識や目的意識をもって伝え学び合うことができる単元や活動のゴール

（コミュニケーション活動）の設定 

本単元では，総合的な学習の時間での「さぎ島のよいところをしょうかいしよう」の学習に関連させ，

外国人にさぎ島のことを楽しくわかりやすく伝えることを活動のゴールとして設定した。今年度，本学級

では，総合的な学習の時間において「さぎ島のよさを見つける活動」や「さぎ島のことを紹介する活動」

を進めている。その学習と英語活動とをリンクさせることで，「島を訪れる外国人や交流校（テラスエンド

スクール）の子どもたちに」という相手意識と，「さぎ島のことを楽しくわかりやすく伝える」という目的

意識を明確にもたせた活動を設定することができると考えた。 

児童に明確な相手意識と目的意識をもたせることで，児童が主体的に英語でクイズをする言い方を学ん

だり，わかりやすくクイズやヒントを出す方法を自ら工夫したりするなど，児童の積極的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度を引き出すことにつながると考える。 

（２）英会話の必然を生み出すコミュニケーション活動に向けた，段階的な仕掛けや指導の工夫 

まず，本単元に入る前に，総合的な学習の時間において，今までの活動を振り返ったり，今後の活動の

見通しをもったりする活動を行う中で，外国人により楽しく分かりやすくさぎ島のことを知ってもらうた

めには，どうしたらよいか考えさせる。その中で，昨年度さぎ島観光ガイドで高学年が行っていた英語ク

イズに着目させ，「さぎ島英語クイズ」を作り，「『クイズ形式』でさぎ島のことを楽しく，わかりやすく伝

える」ことをゴールに設定し，本単元につなげる。 

第１時では，「Hi, friends!1 Lesson7」の中で紹介されている英語クイズ等を児童に出し，クイズの楽し

さを味わわせながら，物が何かを尋ねたり答えたりする言い方に慣れ親しませる。その際，児童がそのク

イズに興味をもち，「何？」と尋ねたり，「もう一回見せて」「ヒントは？」と言いたくなったりするように，

視聴覚機器を活用したり，写真や絵の提示の仕方を工夫したりして，クイズを通した自然な英語のやりと

りが何度も行われるようにする。 

第２時では，ＡＬＴの母国についてのクイズを楽しむ活動を通して，クイズに必要な英語の表現に慣れ

親しませるとともに，どのような情報をクイズにすれば，その場所について何も知らない人が，その場所

のイメージをつかめるクイズになるのかを考えさせる。その上で，児童一人一人にある町（場所）につい

てのクイズを作らせ，英語でのクイズの言い方の練習をさせる。また，そのクイズに関わるコメントも考

えさせて，クイズの後に一言付け加えさせることで，その町の情報がより相手に伝わるようにする。 

第３時では，第２時で作ったクイズを使って，互いに英語クイズを出し合う活動を行い，英語でクイズ

を出す表現に十分に慣れ親しませる。また，クイズを出し合った後に，ふさわしい題材の選び方やコメン

トの内容についてふりかえりを行い，クイズの出し方のポイントをつかませる。 

第４時に入る前に，総合的な学習の時間において，これまでの英語活動の中で学んだことをふまえなが

ら，「さぎ島英語クイズ」に何を出題するかを話し合いながら考えさせておく。 

第４時では，これまで習った単語や表現を用いたり，ＡＬＴの支援を受けたりしながら，「さぎ島英語ク

イズ」を完成させ，児童同士でクイズを出し合う活動を行う。その際，①題材は，「さぎ島クイズ」として

ふさわしいか②ヒントは適切か③クイズ後の一言は適切か④途中で確認をしたり，ジェスチャーをつけた

りしてわかりやすく伝えているかの４点について，相互に評価をさせ，アドバイスをし合う時間を設ける。

そして，修正を加えてクイズを完成させるとともに，言い方に十分に慣れ親しませる活動を行う。 

第５時では，「さぎ島英語クイズ」を第４時とは別のＡＬＴや授業参観者に対して出題し，さぎ島のこと



をわかりやすく伝えることができるか挑戦をする活動を行う。そして，「わかりやすい英語クイズができた

か」，また，「クイズでさぎ島のことを伝えることができたか」について，回答者からの感想をもらいなが

らふりかえる。本時の後に，ふりかえりを基に修正を加えながら，島に招く外国人やテラスエンドスクー

ルへの「さぎ島紹介活動」へとつなげていく。 

単元全体を通じて，相手の目を見て話したり，ジェスチャーをつけて思いを伝えたりするなど，コミュ

ニケーションとしてふさわしい態度がしっかりと身に付くよう，常に声かけをしたり，教師が率先して意

図的に示したりして，児童の意識を高めていく。また，オリジナルチャンツをつくり，タブレットを活用

して，毎時間クイズに必要な英語表現を繰り返し発話させ，十分に慣れ親しませて，自信をもって学習し

たり，クイズを出題したりできるようにする。 

７ 単元の目標 

単元の目標 
本校で育成したい 

資質・能力との関連 

○英語クイズを出題することを通して，積極的にある物が何か尋ねたり答えた

りしようとする。 【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 
コミュニケーション能力 

チャレンジ精神 

共感力  

○ある物が何かを尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。 

【外国語への慣れ親しみ】 

○クイズを通して，ＡＬＴの国の文化と自分達の身の回りの文化との違いに気

付いたり，言葉の面白さに気付いたりする。【言語や文化に関する気付き】 

８ 評価規準 

コミュニケーションへの 

関心・意欲・態度 
外国語への慣れ親しみ 言語や文化に関する気付き 

英語クイズで，ある物が何か

積極的に尋ねたり答えたりして

いる。 

ある物が何かを尋ね

たり答えたりする表現

に慣れ親しんでいる。 

クイズを通して，ＡＬＴの国の文化と自分達

の身の回りの文化との違いに気付いたり，言葉

の面白さに気付いたりしている。 

９ 活動計画（全５時間 本時 ５／５） 

時 
学習内容 

（目標・主な活動・英語表現・英会話リスト） 

評価 

コ 慣 気 評価規準（評価方法） 

 

１ 

 

 

●いろいろなクイズを英語で楽しみながら，英語

でクイズを出したり，英語で答えたりする言い

方に慣れる。また，様々な物の言い方から，言

葉の面白さに気付くとともに，身の回りの物を

表す語に慣れ親しむ。 

【Let’s Chant：What’s this?】 

【Activity：クイズ大会をしよう】 

What’s this?  It’s～.  Sorry, no. (Close!)   

Hint please.  Yes! (That’s right!) 

 ○ ◎ 

 

 

・様々な物の言い方から，言葉の面 

白さに気付いている。 

 

・ある物が何かを尋ねたり答えたり 

する表現に慣れ親しんでいる。 

（行動観察）（振り返りシート） 

課題の設定（１） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

●身の回りの物を表す語や，ある物が何かを尋ね

たり答えたりする表現に慣れ親しむ。 

【Let’s Chant：What’s this?】 

【Let’s Chant：オリジナルチャンツ】 

【ＡＬＴの母国についてのクイズを楽しもう】 

母国の文房具／特産物／有名なものや場所 

【自作の英語クイズを作り，出題の練習しよう】 

（※１ 英語クイズでの使用表現例） 
A: What’s this?       B: It’s～.   
A: Sorry, no. (Close!)  B: Hint please. 
A: Ok. It’s fruits. ??   B: Fruits? …I know! 

          ?   It’s an orange.   
A: Yes! (That’s right!) 

:    I like oranges on Sagi island. 
:    Do you like oranges? 

B: Yes, I do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

・クイズを通して，ＡＬＴの国の文

化と自分達の身の回りの文化との

違いに気付いたり，言葉の面白さ

に気付いたりしている。 

（行動観察）（振り返りシート） 

 

・ある物が何かを尋ねたり答えたり

する表現に慣れ親しんでいる。 

（行動観察）（振り返りシート） 

 

 

３ 

●ある物が何かを尋ねたり答えたりする表現に

慣れ親しむ。 

【Let’s Chant：オリジナルチャンツ】 

【自作の英語クイズを互いに出し合おう】 

（上記※１ 英語クイズでの使用表現）  

 

 

 

 

 

◎ 

 

 ・ある物が何かを尋ねたり答えたり

する表現に慣れ親しんでいる。 

（行動観察）（振り返りシート） 

 

４ 

●ある物が何かを尋ねたり答えたりする表現に

慣れ親しむ。 

【Let’s Chant：オリジナルチャンツ】 

【Let’s Play：身の回りの物クイズゲーム】 

triangle/fish/recorder/shoe/notebook/…etc. 

【「さぎ島英語クイズ」を考えよう】 

【友だち同士でクイズやヒントを出し合おう】 

（上記※１ 英語クイズでの使用表現） 

 ◎  

・ある物が何かを尋ねたり答えたり

する表現に慣れ親しんでいる。 

（行動観察）（振り返りシート） 

 

 

５ 

 

 

●「さぎ島英語クイズ」をＡＬＴや参観者に出し，

ある物が何か積極的に尋ねたり答えたりする。 

【Let’s Chant：オリジナルチャンツ】 

【Let’s Play：身の回りの物クイズゲーム】 

bat/glove/map/ruler/frying pan/cup/…etc. 

【「さぎ島英語クイズ」を出題しよう】 

（上記※１ 英語クイズでの使用表現） 

【クイズでのさぎ島紹介活動をふりかえろう】 

 

◎ 

 

 
 

 

 

・英語クイズで，ある物が何か積極

的に尋ねたり答えたりしている。 

（行動観察）（振り返りシート） 

情報の収集（３） 

実行・振り返り（１） 

（
本
時
） 



10 本時の展開 

（１）本時の目標 

 「さぎ島英語クイズ」で，ある物が何か積極的に尋ねたり答えたりしようとする。 

（２）評価規準 

  英語クイズで，ある物が何か積極的に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】 

（３）準備物 

  クイズ用の提示物（写真，フリップ，電子データ等），振り返りシート，パソコン，大型テレビ 

（４）学習の流れ（５時間目／全５時間） 

児童の活動 

HRT ALT  

 
●評価規準【観点】 

（評価方法） 
活動（◇）・支援（※） 

1 Greetings 

 

2 Let’s chants 

ビデオチャンツ 

＊オリジナルチャンツ 

①一人で ②ペアで 

 

 

3 Let’s try(2) 

身の回りクイズゲーム 

＊前時までに行ってきた

要領で身の回りの物ク

イズを出題し合う。 

 

  

 

4 Today’s goal 

 

 

 

5 Let’s try(2) 

さぎ島英語クイズ 

 

①ロールプレイを見て，

クイズの出し方やヒン

トの出し方を確かめ

る。 

 

 

 

 

 

◇児童の調子を確認する。 

◇楽しい雰囲気を作る。 

※心と体がほぐれるようテン

ポよく活動させる。 

※タブレットを用いて，オリ

ジナルチャンツをリズムよ

く言わせ，慣れ親しませる。 

 

◇前時までに行ってきた要領

で，クイズを出し合わせ，

クイズやヒントの出し方を

想起させる。 

※簡単なクイズを楽しむ中

で，心をほぐしリラックス

できるようにする。 

 

◇本時のねらいを確認する。 

 

 

 

◇ALT とのロールプレイを見

せ，クイズの出し方のポイ

ントを確認させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇児童の調子を確認す

る。 

◇ジェスチャーを付けな

がら児童と歌う。 

※児童のよい姿をほめな

がら，いっしょにチャ

ンツをする。 

 

※児童の表情やジェスチ

ャー，目線など，よい

ところについて声かけ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇HRT とロールプレイ

をしながらクイズの出

し方のモデルを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: What’s this? 
B:It’s～.   

A: Close! (Sorry, no.) 
B: Hint please.   

A: Ok. It’s fruits. 
B: Fruits? …I know!  

It’s an orange.   
A: Yes! (That’s right.) 
  I like oranges on Sagi island. 

   Do you like oranges?  
B:Yes, I do.   

 

さぎ島英語クイズを出題し，さぎ島のことを伝えるじゅんびをしよう。 

段階的な仕掛け 

・指導の工夫 

・より望ましいやりと

りができるよう模範を

示したり，ペアで練習

時間を設けたりする。 

段階的な仕掛け 

・指導の工夫 

・オリジナルチャンツ

を作成し，タブレット

を活用して，前時まで

に児童に繰り返し表現

させたり，いろいろな

クイズを楽しむ活動を

行わせたりして，クイ

ズに必要な英語表現に

慣れ親しませておく。 

段階的な仕掛け 
・指導の工夫 



②ペアで練習をする。 

 出題者⇔解答者 

 

③参観者に出題をする。 

＊教室内を回り，自由に

参観者に出題をする。 

 

④クイズを出題した相手

の感想を聞く。 

 

 

⑤ＡＬＴに出題をする。 

＊全体で，出題する様子

を見て学び合う。 

 

6 Today’s treasure(1) 

＊クイズを出題したＡＬ

Ｔの感想を聞く。 

 

7 Today’s treasure(2) 

＊本時のまとめをする。 

（ふりかえりシート） 

 

 

8 Greetings  

※自信をもって出題できるよ

うよさを認め，ほめる。 

 

◇自由に相手を見つけて，何

度も出題をさせる。 

 

 

◇回答者にコメントをもらう。 

＊クイズはわかりやすかったか。 

＊さぎ島のことが伝わったか。 

 

※回答者からのコメントを生

かして，ＡＬＴにクイズを

出すよう声をかける。 

 

※めあてを意識して活動がで

きていた児童を認め紹介す

る。 

 

◇本時の活動をふり返らせ

る。 

※児童のがんばりを評価し

て，今後の活動につなげる。 

 

◇あいさつをする。 

※児童のよい姿を見つ

け，ほめる。 

・積極的にクイズを出題

しようとする姿 

・英語での言い方がわか 

らなくても，身振り等

で何とか伝えようとす

る姿 

・相手の反応に応じる姿 

 

 

◇ＡＬＴは「島への訪問

者」の想定で児童のク

イズに答える。 

 

◇児童に対して，英語ク

イズの感想や今後への

アドバイスを伝える。 

 

※本時で見つけた児童の

姿（発音や声の明瞭さ，

チャレンジする姿な

ど）を評価する。 

 

◇あいさつをする。 

 

 

 

●英語クイズで，あ

る物が何か積極

的に尋ねたり答

えたりしている。 

【コ】 

（行動観察） 

（振り返りシート） 

 

 

 

 
（５）板書計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（６）活動図（児童席配置図） 
 

 
さぎ島英語クイズを出題し，さぎ島のことを伝えるじゅんびをしよう。 ＜本時の流れ＞ 

1 Greeting 

2 Chants 

3 Activity 

（クイズゲーム） 

4 Today’s Goal 

5 Let’s try 

(さぎ島英語クイズ) 

6 Today’s treasure 

A: What’s this? 
B:It’s～.   

A: Close! (Sorry, no.) 
B: Hint please.   

A: Ok. It’s fruits. 
B: Fruits? …I know!  

It’s an orange.   
A: Yes! (That’s right.) 
  I like oranges on Sagi island. 

   Do you like oranges? 
B: Yes, I do. 

出題者 
回答者 

①友だち 

②参観者 

③ALT 

黒板 

 

児 

ALT 
教卓 

HRT 

児 


