
 

第６学年外国語活動学習指導案 

2019 年 10 月 30 日（水） 

 

 

１．単元名 「 Jessica 先生に修学旅行の思い出を伝えよう」 

  教材名 My Best Memory(We can!2 Unit 7) 

 

２．単元目標 

 〇修学旅行の思い出について伝え合おうとする。（コミュニケーションへの関心・意欲・態度） 

 〇修学旅行も含め、学校で経験してきた行事に関する表現に慣れ親しむ。（外国語への慣れ親しみ） 

 〇世界には様々な学校生活があることに気付く。（言語や文化に関する気付き） 

 【言語材料】 

  〇What’s your best memory?  My best memory is (sports day). 

      We enjoyed (running).  We〔went to (Kyoto)/ate (Japanese food)/saw (old temples)/enjoyed (the 

trip)〕. 

    〇 best, memory, 行事（school trip, field trip, volunteer day, drama festival, graduation ceremony）, 

       Shrine 

  〔既出〕school, we, 季節、教科、状態、気持ち、施設・建物、飲食物、動作、動詞の過去形（went, 

ate, saw, enjoyed, was） 

 

３．単元設定の理由 

 （１）児童について 

   本学級の児童は、何事にも前向きで目の前の活動に積極的に取り組む。また、だれに対しても優し

く穏やかに接する児童が多く、おとなしくも見えるが和やかな集団である。ただ反対に、相手や周り

を気遣うばかり「自分がやってみよう」という意欲には欠ける。 

   外国語活動においては、英語に興味を持っている子も多く、人と英語でコミュニケーションをと

る活動は意欲的でもあるし、よく慣れ親しんでいる。課題としては、相手意識がまだまだ薄いので、

アイコンタクトやレスポンスといった相手を意識しながら、既習の語句・表現、さらにはジェスチャ

ーも用いて、会話をより先に続けて進めていこうという態度を育てていきたい。 

 （２）単元について 

   ここでは Unit 5 で導入された過去形の使い方を学習する。英語では生活を表す基本動詞の多くが、

went, ate など不規則に変化する。動詞の後に-ed などを付けて過去形にする、played, wanted enjoyed, 

    Walked などは規則動詞と呼ばれるが、それと比べると、不規則動詞は一つずつその変化を覚えなく

てはいけないため、学習者を悩ますことになる。しかしながら、小学校では音声中心であることには

変わりはないので、本単元でも Unit 5 と同様その不規則動詞を中心に扱い、児童には音声で現在形

と過去形の違いがより分かりやすく理解してもらえるよう進めていく。 

   また小学校では児童が言いたいこと、つまり「運動会について話したい」「小学校の一番の思い出

を話したい」という思いを実現するために過去形を導入している。そこで本来、本単元は 12 月頃に
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実施される単元ではあるが、ちょうど修学旅行が 10 月中旬の実施にあたるので、一番子どもたちの

思い出になるであろうこの修学旅行の時期に繰り上げて行うことにした。修学旅行と重ねることで

さらに「伝えたい」という思いが膨らみ、さらに伝える相手を ALT の Jessica とすれば、意欲も高ま

り自然と英語に慣れ親しんでいくと思われる。 

 （３）指導について 

   ここでの目標は、「修学旅行の思い出を Jessica 先生に伝えよう」としている。前時までに、「自分 

  のベストメモリーは何か」「そこで何を見て（食べて）、どう感じたのか」など、まずは友だち同士で

修学旅行の思い出を交流し、主要の語句・表現には慣れ親しんでおきたい。写真も用意し、それを見

ながらどうだったか、言葉を引き出す手立てとしたい。友だちに表現したことを確かなものにするた

めにきちんと文章化し、本時では「伝える」ということに意識を集中させたい。 

   本時では、Chant、Let’s Watch and Think などで、ウォーミングアップした後、主活動である「Let’s 

Talk 『修学旅行の思い出を Jessica 先生に伝えよう』」に入る。前時で書いた文章をもとに電子黒板

にある写真を見せながら、一人一人順番に伝えていく。スマイル・アイコンタクト・レスポンス・ク

リアボイスも含め、文章に目が行き過ぎないよう、事前指導・練習はしっかり行っておきたい。途中、

Jessica からの問いかけや感嘆の言葉にも自然に応対できればと願っている。最後に、Let’s Read and 

Write で、再度 went to ~, saw ~. などの表現を書き、さらなる習得をはかりたい。 

   

４．単元の評価基準 

 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 

自分のことについて、簡単な語

句や基本的な表現を用いて、進

んで相手に伝えようとしてい

る。 

経験してきた中での自分の考え

や気持ちなどを、既習の語句や

表現方法を用いて話し、慣れ親

しんでいる。 

外国の友だちの学校生活を聞

き、世界には様々な学校行事が

あることに気付く。 

 

５．指導計画（全８時間） 

時 目標 主な学習活動 気 慣 コ 評価規準 

１ 学校行事につい

ての話を聞いて

内容が分かる。 

〇Small Talk：夏休みの思い出 

〇Let’s Chant Summer Vacation(Unit5) 

【Let’s Watch and Think 1】p.50、51 

・ALT の話す学校行事の内容について 

分かったことを記入する。 

・学校で行われている行事について英 

語での言い方を知る。 

【Let’s Play】Pointing Game p.50，51 

・指導者が言う英語を聞いて、その英 

語が表す行事の絵を誌面から選んで指 

す。 

〇   〇学校行事について

の話を聞いて理解し、

番号を記入している。 

（行動観察・記述分

析） 
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【Let’s Listen 1】p52 

・音声を聞いて、登場人物がどんな行 

事について話しているかを考える。 

【Let’s Read and Write】①p.56  

例 ）： My best memory is (Mochi 

Makinng Festival). 

・音声を聞きながら読んだ後、ワード 

ボックスから言葉を選んで書き写す。 

２ 思い出に残る学

校行事とその理

由を知り、思い出

の行事について

尋ねたり、答えた

りする。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? P.51 

〇集中力ゲーム 

・グループあるいはペアで、先生の言 

う行事を聞き終えたら、言われた順に 

カードを並べる。 

【Let’s Listen】p.52 

・３人が話す学校行事について聞き、 

誌面に番号を記入する。 

【Let’s Talk】p.53 

・周りの友だちに好きな学校行事を聞 

き、名前を誌面に記入する。 

【Let’s Read and Write】②p.56 

例）：I enjoyed(dancing). 

・音声を聞きながら読んだ後、ワード 

ボックスから言葉を選んで書き写す。 

〇Sound and Letters (y) 

〇 ◎  〇思い出に残る学校

行事についての簡単

な話を聞いて理解し、

誌面に番号を記入し

ている。（行動観察・記

述分析） 

〇好きな学校行事に

ついて尋ねたり、答え

たりしている。（行動

観察・記述分析） 

３ 学校行事につい

ての話を聞いて

内容が分かり、感

想を伝え合う。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? P.51 

〇Small Talk：夏休みの思い出 

【Let’s Listen 3】p.54 

・外国の学校行事について分かったこ 

とを線で結ぶ。 

・指導者の質問に答えたり、やり取り 

したりしながら、答えを確認する。 

〇Let’s Talk 

・指導者の質問に答える形で、各行事 

に見合った感想を言う。 

・思い出の学校行事とその時の気持ち 

を伝え合う。 

 ◎ 〇 〇映像を視聴し、世界

の学校行事について

情報を聞き取り、線で

結んでいる。（行動観

察・記述分析） 

〇学校行事について

感想を伝え合ってい

る。（行動観察・記述分

析） 
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【Let's Read and Write】③ p.56 

例）：Was it (fun)?  Was it (nice)? 

・音声を聞きながら読んだ後、ワード

ボックスから言葉を選んで書き写す。 

４ 外国の学校行事

についての話を

聞いて内容を理

解するとともに、

運動会について

感想などを伝え

合う。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? p.51 

【Let's Watch and Think 2】p.55 

・カナダからの ALT が、小学校時代に

経験した行事について話している映像

を視聴し、分かったことを発表する。 

〇Let’s Talk 

・ペアで写真を見て、その行事の名前

やその時の気持ちを英語で話す。 

【Let’s Read and Write】④ p.56 

例）：I enjoyed (reading books). 

・音声を聞きながら読んだ後、ワード

ボックスから言葉を選んで書き写す。 

〇Sounds and Letters (z) 

 ◎ 〇 〇映像を視聴し、学校

行事について情報を

聞き取り、理解してい

る。（行動観察・記述分

析） 

〇運動会について、感

想を含めて伝え合っ

ている。（行動観察・記

述分析） 

５ 外国の学校行事

についての話を

聞いて内容を理

解し、修学旅行に

ついて感想など

を伝え合う。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? p.51 

〇Small Talk：心に残る修学旅行の思い

出とその理由 

【Let’s Watch and Think 3】p.55 

・フランスの男の子が、小学校での思

い出を話している映像を視聴し、分か

ったことを発表する。 

〇Let’s talk 

・ペアで修学旅行の写真を見て、どこ

へ行ったか、そこで何を見たか、その

時の気持ちを英語で話す。 

〇 ◎  〇映像を視聴し、学校

行事について情報を

聞き取り、理解してい

る。（行動観察・記述分

析） 

〇修学旅行について、

その感想も含めて伝

え合っている。（行動

観察） 

６ 

本

時 

修学旅行の思い

出を Jessica 先生

に伝える。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? p.51 

〇Small Talk：心に残る６年生の思い出

とその理由 

【Let’s Talk】 

・修学旅行の思い出を Jessica 先生に

伝える。 

【Let’s Read and Write】⑤ p.56 

〇  ◎ 〇修学旅行の思い出

について、英語だけで

なく、写真を見せたり

ジェスチャーも交え

たりして、相手に伝え

ようとしている。（行

動観察・記述分析） 
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例）：I went to (Nanpulo Hotel). 

     I ate (Nagasaki food). 

     I saw (beautiful sea ). 

     It was (very happy). 

・発表後、自分の発表内容に合わせて

ワードボックスから言葉を選びなが

ら、書き写す。 

７ 小学校の思い出

について、今まで

映してきた英語

を推測して読ん

だり、例文を参考

に書いたりする。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? p.51 

【Let’s Watch and Think】p.55 

・アメリカの男の子がサマーキャンプ

について話している映像を視聴し、分

かったことを発表する。 

〇Let’s Talk 

・これまでの活動を生かし、ペアで実

際に思い出に関する文を言い合った

り、アドバイスをし合ったりする。 

【Let’s Read and Write】⑦ p.56 

・ワークシートを見ながら、ワークシ

ートにある英文が読まれる音声を聞い

て、後について言う。 

・ペアで文字を指で追いながら読む。 

【activity】p.56 

・誌面 p.56 のポスターや、これまでの

ワークシートに書き写した文等を参考

に思い出アルバムを作成する。 

 〇 ◎ 〇音声で十分に慣れ

親しんだ簡単な語句

や基本的な表現で書

かれている思い出に

関する文を読んでい

る。（行動観察） 

〇人に伝えるという

目的をもって、自分の

思い出について書い

ている。（行動観察・記

述分析） 

８ 〇小学校６年間

の学校生活で１

番心に残ってい

る思い出を、理由

も含めて他者に

配慮しながら伝

えようとする。 

〇短い話を聞い

て内容を理解し、

英語の音を意識

して読もうとす

る。 

【 Let’s Chant 】 What’s your best 

memory? p.51 

【Activity】p.56 

・登場人物 Yumi の思い出を聞いて理

解し、自分の発表内容の参考にする。 

・前時に書いた思い出アルバムを自分

で読んでみたり、友だちに見せながら

伝え合ったりする。 

・思い出を清書用の用紙に書く。 

【STORY TIME】p.57 

・デジタル教材からライム（押韻）の単

語とそれらが含まれる文を２～３回聞

く。 

・音声の後に続いて言う。 

 〇 ◎ 〇人に伝えるという
目的をもち、自分の思
い出について発表し
ている。（行動観察・振
り返りカード点検） 
〇人に伝えるという
目的をもち、自分の思
い出を清書している。
（行動観察・記述分
析・振り返りカード点
検） 
〇短い話を聞いて内
容を理解している。
（行動観察・振り返り
カード点検） 
〇英語の音を意識し
て読んでいる。（行動観
察・振り返りカード点検） 
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６．本時案 

 （１）本時の目標  外国の学校行事についての話を聞いて内容を理解するとともに、修学旅行の思い

出既習の表現を使って、 Jessica 先生に伝えようとする。 

 （２）展開 

時間 児童の活動 指導者の活動及び指導上留意点 ALT 
準備物及び 

評価基準 

５分 ・挨拶をする 

 

 

 

【Let’s Chant】What’s your best 

memory? p.51 

〇Small Talk 

・全体に挨拶をし、個別に数名の児

童に挨拶をする。 

・本時のめあてと流れを児童と確

認する。 

・一緒にリズムに気を付けてチャ

ンツを言う。 

・心に残る６年生の思い出をペア

で伝え合う。 

T:What’s your best memory in this 

year. S:My best memory is sports 

day. I enjoyed cavalry battle. It was 

exciting. 

 デジタル教材 

32 

分 

〇Let’s Talk 

・前時で考え練習した修

学旅行の思い出を、班ご

と思い出の写真ととも

に、 Jessica 先生に伝え

る。 

S1: I went to Saga. I saw 

Yoshinogari historical 

park. It was great. 

S2: I  went to Greenland in 

Kumamoto. I enjoyed the 

roller coaster. 

 

T: Look at these pictures. （修学旅

行 の 写 真 を 見 せ て ） What’s this 

event? 

S: School trip! 

T: Let’s talk about your best 

memory. Are you ready? 

・この活動を通して、I went to ~. I 

saw ~. I ate ~. I enjoyed ~.  It was 

fun / exciting / interesting. の言い

方に慣れ親しませる。  

・場所や施設の名前などは、未習語

であれば日本語で言ってもよいこ

とにする。 

・Appeal the 

feeling you 

want to hear. 

・Praise good 

expression. 

・ Listen back 

insufficient 

expression. 

修学旅 行の デ

ジタル写真 

〇修学 旅行 の

思い出 につ い

て、英語だけで

なく、写真を見

せたり ジェ ス

チャー も交 え

たりして、相手

に伝え よう と

している。(行

動観察) 

 

8 分 【Let’s Read and Write】⑤  

例）：I went to (Greenland). I 

enjoyed （go-kart）. It was (very 

happy). 

・今日話した内容に合う

言葉をワードボックスか

ら言葉を選んで書き写

す。 

T:Let’s write what you said today on 

your work sheet. Look for words in 

the word box and write them. 

・英単語が分からない場合は、日本

語で書いておき、後に ALT より指

導していただく。 

・Check the 

work sheet . 

・ Teaching 

correct English 

words to 

children who do 

not understand. 

ワークシート 

〇今日 話し た

ことを、ワード

ボック スか ら

自分に 合っ た

言葉を探して、

書いて いる 。

（行動観察・記

述分析） 

 



 

７、授業の画像 

修学旅行の思い出を ALTや友だちに伝えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I went to Saga. I saw Yoshinogari 

historical park. It was great. 

I  went to Greenland in Kumamoto. I 

enjoyed the roller coaster. 

 


