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                                          2019.6.13（木） 

                             指導者  JTE 安藤 恵子 HRT  

 

１、 単元名 エリザベス先生に自己紹介して、好きな漢字を教えよう 
教材名 This is ME! 自己紹介 

２、 単元目標 

〇英語での名前の表記の仕方に気づく。 
【言語や文化に対する気づき】 

〇自己紹介に関する表現や好きなこと、できることなどを表す表現に慣れ親しむ。 
また、活字体の文字で自分の名前を書いたり、その綴りを言ったりすることに慣れ親しむ。                      

【外国語への慣れ親しみ】 
〇好きなことなどを含めて自分のことを伝え合おうとする。 

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

・言語材料 

○ I’m from (Shizuoka). I like (soccer). I can (play soccer well). I am good at (running).My birthday is (August 
19th). My nickname is (Ken). What [colors / subjects / fruits / sports / animals] do you like? What is your favorite 
[color / subject / fruit / sport / animal]? When is your birthday? 
○ from, nickname, running, speak, subject, bird 
［既出］挨拶・自己紹介, 色, 動物, 果物・野菜, 飲食物, スポーツ, 教科, 月, 序数, favorite 

３、 単元設定の理由 

（１） 児童について 

本学級の児童は、日頃の授業の振り返りなどに、「自分のことや身のまわりのことを英語で話したり、簡単な英
語を聞き取れたりできるようになりたい」や「新しく学んだ言い方を覚えたい」など、外国語への関心が高いと言
える。しかし、英語を通しての男女のコミュニケーションに対して若干恥ずかしさを感じ始めている。 

（２） 単元について 

 移行期 2 年目の本年、大分市 5，6 年生は、外国語活動を 60 時間【Hi friends!2(17 時間)と We can！２(43 時
間)】学習する。本単元は、We can！２の Unit1 で、今まで学習してきたことを生かして、新しい学級で自己紹介
をして、仲間意識を高めることが期待できる単元であり、8 時間初めて実施する単元である。新しい表現は、ほと
んど使われてなく、音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句や表現を読んだり、書いたりすることで、児童には読み書
きの有効性を感じとることができると考えられる。文字の音への気づきは、5 年からジングルを通して、単語の最
初の音から音声と文字の関係に気づく力を育ててきた。6 年では、Sound and Letters.の活動で、各単元で扱う語を
中心に、音声と文字の関係を復習する。単元末の STORY TIME では、英語独特の音の流れを、ライム（押韻）を
通して味わうことになっている。 

（３） 指導について 

    ALT のエリザベス先生が、日本語を一生懸命勉強している姿を日頃から見ている児童と相談して、単元最後
には、ALT にポスターを使って分かりやすく自己紹介をして、一人一つの漢字を教えることをゴールに設定して
いる。１～６時間は、好きなものを含めた自己紹介内容を、動物・スポーツ・教科・誕生日・季節など・できる
ことと、1 つずつ増やしていっている。その時間十分慣れ親しんだ語句を、時間の最後にワークシートに書き写
す活動を続けてきた。本時は、今まで書いてきた文を参考に、わかりやすい自己紹介にするために、1 枚のワー
クシートに清書する。それを見せながら、次回単元末、ALT に一人ずつ自己紹介と漢字紹介をする予定である。 

４、 単元の評価基準 

ア コミュニケーションへの関心・意欲・態度 イ 外国語への慣れ親しみ ウ 言語や文化に関する気づき 

 
自分のことや好きな漢字を伝え合お
うとしている。 

自己紹介に関する表現や好きなこ
と、できることなどを表す表現に慣
れ親しんでいる。また、活字体の文字
で自分の名前を書いたり、その綴り
を言ったりすることに慣れ親しんで
いる。 

 
英語での名前の表記の仕方に気づい
ている。 



５、 単元計画 

  時 目標 主な活動 コ 慣 気 評価基準 

第 1 時 ◇好きな動物などにつ
いて、聞いたり言った
りする。 
 ＊単元末に ALT に対
して、自己紹介と漢字
の勉強のお助けをする
意識を持つ。 

【LL1】ローマ字の名前 
【LWT】世界の 4 人の子ども
の自己紹介 
【LP】好きな動物 
【LWT】Muhanmmad2 回目
の紹介 
【LT】ペアで動物自己紹介 
【LRW】I like(動物). 

 ◎   
◎英語の名前の表記の仕方につ
いて気づいている。（ヘボン式） 
◎好きな動物について話してい
る。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 2 時 ◇自己紹介を聞いてそ
の概要を捉えるととも
に、好きなスポーツに
ついて聞いたり、言っ
たりして自己紹介し合
う。 

【LWT】Anastasia の紹介 
【LP1】好きなスポーツ 
【LWT】Anastasia2 回目
（スポーツ） 
【LRW】 I like (スポーツ). 
〇Small Talk について 

 ◎ 〇 ◎自己紹介を聞いてその概要を
捉えている。 
◎好きなスポーツについて言っ
たり自己紹介し合っている。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 3 時  
◇自己紹介を聞いてそ
の概要を捉えるととも
に、好きな教科につい
て聞いたり、言ったり
して自己紹介し合う。 

〇Small Talk 動物・スポーツ 
【LWT】Mark の紹介 
〇Chant What do you have  
【LP1】グループで好きな教
科紹介   〇Jingle 
【LWT】Mark2 回目 
【LRW】I like (教科). 

 ◎ 〇  
◎自己紹介を聞いてその概要を
捉えている。 
◎好きな教科について言ったり
自己紹介し合っている。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 4 時  
◇自己紹介を聞いてそ
の概要を捉えるととも
に、誕生日について聞
いたり、言ったりして
自己紹介し合う。 

【LWT】Sophia の紹介 
【LP2】Pointing Game（月） 
〇Chant Twelve Months 
【LL】歴史上の人物誕生日 
【LWT】Sophia2 回目 
【LT】ペアで誕生日紹介 
〇Sound and Letters./b/ 
【LRW】My birthday is (月日) 

 ◎ 〇  
◎自己紹介を聞いてその概要を
捉えている。 
◎誕生日について聞いたり言っ
たりして自己紹介し合ってい
る。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 5 時 ◇好きなスポーツ、教
科、動物、食べ物などに
ついて尋ねたり答えた
りして伝え合う。 

〇Small Talk 好きな月や季節 
【LP３】月や季節を答える 
〇Chant When is your birthday? 
【ＬＴ】ペアで好きなスポー
ツ、動物、教科、季節、食べ物 
誕生日を聞き合う。 
【ＬＷＴ】4 人の自己紹介 
【ＬＷＲ】I like (季節). 

 ◎   
◎好きなスポーツ、教科、動物、
食べ物などについて尋ねたり答
えたりして伝え合っている。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 6 時  
◇自分のできること、
や好きな漢字を、自己
紹介し合う。 

【ＬＷＴ】世界の子どもの言語 
【ＬＰ４】Pointing Game 
〇Chant Can you sing well? 
【LT】ペアでできること紹介 
【LRW】I can (  ). 
〇エリザベス先生に教えたい
漢字を決めて、紹介を考える 

〇 ◎ 

 

 

  
◎自分ができることや好きな漢
字について伝え合っている。 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 7 時 
(本時) 

◇例文を参考に書いた
自己紹介文をもとに、
友だちとエリザベス先
生への自己紹介をした
り、教えたい好きな漢
字 を 伝 え 合 っ た り す
る。 

〇Small Talk できること 
【LL3】2 人の自己紹介 
【LT】 

班 で ALT への 自 己紹介
【LWR】すべての自己紹介例 

 自分の自己紹介の清書 
〇Sound and Letters. 

◎    
◎例文を参考に自己紹介文を書
き、自己紹介したり、好きな漢字
を紹介したりしている。 
 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

第 8 時  
◇ エ リ ザ ベ ス 先 生
（ALT）に、工夫して自
己紹介したりや漢字を
教えたりする。 

【Activity１】個人・ペアで復
習・グループで発表 
【Activity2】 
・1 人で ALT に自己紹介と教
えたい漢字を伝える。 
・ほかのグループは、Who am 
I ?クイズ 〇STORY TIME 

◎    
◎相手に配慮しながら自己紹介
をしている。 
 
＜行動観察・振り返りカード＞ 

 



６、 本時案 

（１） 本時の目標  ・例文を参考に書いた自己紹介文をもとに、友だちとエリザベス先生への自己紹介をしたり 
教えたい好きな漢字を伝え合ったりする。 

（２）展開 

時間 児童の活動 指導者の活動及び指導上の留意点 ◎評価基準 

８ 挨拶をする 
 
○Small Talk： 

できること 

・全体に挨拶をする 
・本時のめあてと流れを児童と確認する。 
・指導者が自分のできることとそれについてなど
を簡単に紹介し，ペアで対話をさせる。 
・１回目活動→指導→２回目活動 

 
教師用カード 

 

５ 【Let’s Listen 3】p.7 
・Let’s Watch and Think で出て
きた Muhammad と Anastasia 
の長めの自己紹介を聞き，分かっ
たことを誌面の□に書き入れる。 

・Muhammad と Anastasia の少し長めの自己
紹介を聞き，誌面に分かったことを記入するよう
に指示する。 
・１回目は２人の自己紹介を聞かせる。 
・２回目にそれぞれ，Muhammad, Anastasia の
好きな動物，好きな教科，できること，誕生日を
聞き取り，日本語で□に記入させる。 
・児童とやり取りしながら答えを確認する。 
T: Let’s check the answers. 
Muhammad is from …? 
Muhammad’s birthday is …? など 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル教材 

児童用テキスト 

10 【Activity】p.8 
・例文を聞いて，後に続いて言う 
 
 
 
 
 
・グループで、自己紹介をし合う。 

 
 
・デジタル教材をもとに、例を言わせる。 
・自己紹介内容を確認して、一人で話させてみる。 
・紹介の仕方のデモンストレーションを見せる。 
・既習事項確認の後に、グループで自己紹介する
ように指示する。 
・相手を意識した話し方などを、確認する。 

 
 
好きな漢字シート 
 
◎友だちに、自己
紹介・漢字紹介を
している 
<行動観察・振り返
りカード点検> 

12 【Let’s Read and Write】⑦ p.8 
・デジタル教材でワークシートの英
文を聞く。 
・音声の後について英文を言う 
 
 
 
 
 
 
・内容を理解する 
・ワークシートや Activity の例文
を参考に自己紹介文を書く。 

 
・ワークシート（Unit 1-7）を見せ，これは，今ま
でワークシートに例として書かれていた文をま
とめて書いたものであることを確認する。 
 
・指導者が、１度それらの例文を読み聞かせる。
その後、後について文を言うように指示する。 
 
・ワークシートや Activity の例文を参考に自分
の自己紹介文を清書するように伝える。 
・ゆっくり丁寧に書き写すことを抑える。 

ワークシート 

（Unit 1-7 1-8） 

 

◎例文を参考に自
己紹介文を書き写
している。 
 
<行動観察・ワーク
シート点検> 

 

５ ○Sounds and Letters（c） 

・（時間があれば）ジングルを１通り
聞く。 

・誌面にある c (/k/) で始まる単語
を見て，発音する。その音で始まる
単語を制限時間内に発表し合う。 

・c (/k/) の音でサウンド・テニスを
する。 

・ワークシートの４線上に c の文
字を書く 

・ジングルを聞かせる（時間があれば） 

T: Listen to the jingle. Look at the pictures on 

the worksheet. Please repeat after the jingle. 

・サウンド・テニスをすることを告げる。 

・最初は教師と児童全員で行い，児童が慣れてき
たら児童同士で行ったり，制限時間を短くしたり
するとよい。c, k, q も /k/ の音であることから，
児童が king や koala を言う可能性もあるが，そ
れを全く否定をするのではなく，/k/ で始まる単
語を見つけたことを十分に認めた上で，それらが
k で始まることを伝える程度にとどめる。 

・ワークシートの４線上に c の文字を書かせる。 

 

デジタル教材 

 

ワークシート 

（Unit 1-10） 

５ ・本時の活動を振り返り，振り返り
カードに記入する。 
・挨拶をする。 

・児童の気付きや本時のねらいについて児童のよ
かったところを称賛する。 
・挨拶をする。 

振り返りカード 

 

アナスタシア I’m Anastasia. I’m from Russia. I like birds very much. Do you like birds? I like music. 
I’m good at singing songs. My favorite sport is soccer and I’m good atdribbling. My birthday is February 
22nd. When is your birthday?ムハンマド My name is Muhammad. I’m from Egypt. Do you like cats? I 
like cats. We havea nice cat. His name is Kaja. I like English. I’m good at speaking English. I’malso good 
at running. My birthday is September 18th. 

① I like cats.② I like soccer. 
③ I like math.④ My birthday is 
March 16th.⑤ I like summer. 
⑥ I can run fast. 

Hello.I’m Yuta.I like dogs. 
I like math.I like soccer. 
I can run fast.My birthday is May 
16th.Thank you 



７、授業の画像 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

次の時間、ALT に自分とおすすめ漢字を紹介しました！ 



 

エリザベス先生に教えたい好きな漢字 

          Nagahama E.S ６－ 
                            

＊自分の名前を、ていねいに書こう 

        

   

This  is 

 

 

ひらがなのよみかた 

 

 


