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単元計画（ ６ ）年                                                                   中土佐町立久礼小学校 
 

 

時間 １ ２ ３ 

目標 
・世界では、様々な人々が様々な生活をしていることを知り、世界

に興味をもつ 

・行きたい国を尋ねたり、答えたりする表現に慣れ親しむ。 

 

・行きたい国を尋ねたり、答えたりする表現に慣れ親しむ。 

 

評価 

規準 

【気付き】世界には様々な国があり、様々な英語が話されていること

や、国旗には様々な由来があることに気付いている。 

【慣れ親しみ】行ってみたい国やその理由を聞いたり、言ったりして

いる。 

【慣れ親しみ】行ってみたい国やその理由を聞いたり、言ったりしている。 

【コミュニケーション】行ってみたい国やその理由について言ったり尋ねた

りして、交流しようとしている。 

主な 

活動 

 

１．Greeting 

２. ALT’s talk time（オーストラリア旅行） 

３．【Let’s Play１】  H i friends!2  P.18～19 

  ・児童の知っている国を聞き、国旗を提示する 

  ・国旗カードを使い、いろいろな国の言い方を知る 

４．【Let’s Listen 1】 

・ALTが言った3つのヒントから国を当てる 

５．【Let’s Play 2】 

    ＊世界遺産や有名な場所、ものの写真をみせ、国旗と照らし合わせる。   

６．【Let’s Play】  Key word game 

   ・国の言い方を繰り返し言い、言葉に慣れる。 

７．【Let’s Chant】 

♪I want to go to Italy♪ （英語ノート Lesson６） 

８．Looking back 

９．Greeting 

 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time（ニュージーランド旅行） 

３．【Let’s Review】 What country? 

   ・国の言い方の復習をする。 

４．【Let’s Chant】 

♪I want to go to Italy♪  

（英語ノート Lesson６） 

５．【Let’s Play】おはじき game 

   ・国名の言い方を繰り返し言い、言葉に慣れる 

６．【Let’s Listen 2】 

   ・フランスについての説明を聞き、分かったことを枠に書きこむ。 

５．【Let’s Play 3】 

   ・行ってみたい国を尋ねたり、答えたりする言い方を練習する。 

６．Looking back 

７．Greeting 

１. Greeting 

２. ALT’s talk time（イタリア旅行） 

３．【Let’s  Review】 

      ・国の言い方、行きたい国の尋ね方や答え方の復習をする。 

４．【Let’s Chant】 

♪I want to go to Italy♪ （英語ノート Lesson６） 

５．【Activity】  

①友達に行きたい国を尋ねり答えたりする表現を練習しよう 

      Demonstration→半分→ペア 

    ②友達に行きたい国を尋ね、表に書きこむ。 

     ＊Me too.  Oh,  I see.等反応しながらインタビューさせる。 

６．【Let’s get ready】  

・班で行ってみたい国を決める 

     ・行ってみたい理由の言い方を知る。 

   「I want to see ( eat, play)～.」 「I can see ( eat, play)～.」 

７．Looking back 

８．Greeting 

使用表

現等 

What country?  I want to go to~.  Where do you want to go?   I want to go to ~.   Why?   I want to see ~.    I want to eat~.   

I, you, do, like, want, to, go, where, play, see, eat Italy, Japan, China, Korea, Brazil, Egypt, Australia, France, India, America, Spain 

教材 

教具 

『Hi, friends! 2』P.18～19  英語ノート Lesson６ 『Hi, friends! 2』P20 英語ノート Lesson６  『Hi, friends! 2』P21  英語ノート Lesson６ インタビューカード 

国旗カード 国旗カード 国旗カード 

 

他教科等

との関連 

 

社会科「日本と世界とのつながり」 ＊自分たちの行きたい国のことを調べ、その国について調べることを通して世界には様々な人たちが様々な生活をしていることに気づく。 

     

単元名 目  標 評価規準 

【９月】 

Lesson ５ 

友達を旅行にさそおう 

○自分の思いがはっきり伝わるように、おすすめの国について発表したり、友達の発表を

積極的に聞いたりしようとする。【コ】 

○行きたい国について尋ねたり言ったりする表現に慣れ親しむ。【慣】 

○世界には様々な人たちが様々な生活をしていることに気付く。【気】 

【コミュニケーション】自分の思いがはっきり伝わるように、おすすめの国について発表したり、友達

の発表を積極的に聞いたりしている。 

【慣れ親しみ】行きたい国について尋ねたり言ったりしている。 

【気付き】世界には様々な人たちが様々な生活をしていることに気付いている。 
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時間 ４ ５ 

目標 
・班で行ってみたい国とその理由を話し合い、発表の準備をする。 ・行ってみたい国とその理由を含めて発表したり、友だちの行ってみたい国やその理

由を理解したりする。 

評価 

規準 

【コミュニケーション】班で協力して行ってみたい国の発表の準備をし

ようとしている。 

【コミュニケーション】行ってみたい国やその理由について言ったり尋ねたりし

て、積極的に交流しようとしている。 

主な 

活動 

 

１． Greeting 

２． ALT’s talk time （フランス旅行） 

３．【Let’s  Review】 

     ・国の言い方、行きたい国の尋ね方や答え方、理由のいい方の復習 

をする。 

４．【Activity】 『Hi, friends!』P21 

５．【Let’s Chant】 

♪I want to go to Italy♪ （英語ノート Lesson６） 

６．【Let’s get ready】発表の準備をしよう 

   ・行ってみたい国の理由の言い方を８つのグループにわかれて練習す 

    る。 

(1) 行ってみたい国や理由の写真や国旗などを準備する（パソコン）。 

(2) 行ってみたい国や理由の言い方を聞く（確認する）。 

(3) 行ってみたい国や理由が言えるように練習する 

(4) 行ってみたい国やその理由を班で練習する。 

７．Looking back 

８．Greeting 

１． Greeting 

２．【Let’s  Review】 

      ・国の言い方、行きたい国の尋ね方や答え方、理由のいい方の復習をする。 

３．【Activity】 

    ・行ってみたい国やその理由について各グループが発表する（聞く側・感想 

を言う） 

     1班 オーストラリア 

     2班 ドイツ 

     3班 アメリカ 

     4班 フランス 

     5班 イタリア 

     6班 インド 

     7班 スイス 

     8班 ニュージーランド 

４．Looking back 

５．Greeting 

使用表現等 What country?  I want to go to~.  Where do you want to go?   I want to go to ~.   Why?   I want to see ~.    I want to eat~.   

教材 

教具 

『Hi, friends!2』P.18～19  英語ノート Lesson６  

国旗カード  

 

 

 

 

 

 

             


