
 

 

主たる領域における 

各学年の学年到達目標 

 

【 Hop！ 導入 】 【 Step 展開 】 【 Jump！ まとめ 】 単元終了時に目指す 

児童の姿（B評価） 1 2 3 4 5（本時） 6 7 

【第３学年】 

自分の好き嫌いにつ

いて，人前で実物やイ

ラストなどを見せなが

ら，簡単な語句を用い

て話す。 

【第４学年】 

自分の好みや欲しい

物について，人前で実

物やイラストなどを見

せながら，簡単な語句

や基本的な表現を用

いて話す。 

【第６学年】 

自分のことについて，

聞き手に分かりやすく

伝えたいことを整理し

て，簡単な語句や基本

的な表現を用いて話

すことができる。 

【中学１年】 

テーマに沿った内容に

ついて，事実や自分の

考え，気持ちなどを整

理し，聞き手の意識し

ながら，簡単な語句や

文を用いてまとまりの

ある内容を話すことが

できる。 

 

 

Warm-up 

・Small Talk 

ALTの行きたい場所 

HRTの行きたい場所 

 

 

 

 

 

 

・校長先生の話「２つの

いいね！」を聞く 

Activity 

・Let’s talk （行きたい場

所） 

・Let’s write（行きたい場

所） 

 

 

Warm-up 

・【Let’s chant】  

You can visit Rome. 

 

Activity① 

・【Let’s watch】(P74) 

・【Let’s listen】（P74） 

 

Activity② 

・Let’s talk （行きたい

場所でできること） 

・Let’s write（行きたい

場所でできること） 

 

 

Warm-up 

・【Let’s chant】 

You can visit Rome. 

 

Activity① 

・【Let’s watch】(P76) 

・【Let’s listen】（P76） 

 

Activity② 

・Let’s talk （行きたい場

所でしたいこと） 

・Let’s write（行きたい場

所でしたいこと） 

 

行きたい場所紹介の準

備をしよう 

 

 

Warm-up 

・【Let’s chant】 

Where do you want to go? 

Activity① 

・Make a speech （行きたい

場所でできることやしたいこ

と） 

中間交流 

 

 

 

 

 

Activity② 

・Make a speech（2回目） 

動画に撮って，提出する 

S(発)（動画） 

 

 

Warm-up 

・【Let’s chant】Where do you want to go? 

・前時に撮った友だちの動画と HRT の動画

を観て，違いを考える 

・自分の動画を観て，良いところや改善点

を確認する 

 

Activity① 

・Make a speech （行きたい場所とその理

由） 

中間交流 

 

 

 

Activity② 

・Make a speech（2回目） 

動画に撮って，提出する 

 

 

Warm-up 

・前時に撮った自分

の動画を観て，良いと

ころや改善点を確認

する 

 

Activity 

プレ発表会をしよう 

 

 

 

 

S(発) 【知・技】【思】【主態】 

（動画） 

 

 

Warm-up 

・グループで確認しよ

う 

 

Activity 

修学旅行で行きたい

場所を校長先生に伝

えよう 

 

 

 

Hello. 

I want to go to Osaka.  

We can eat Okonomiyaki. 

Okonomiyaki is yummy. 

We can visit USJ. 

I want to see the ホグワ

ーツ castle. 

ホ グ ワ ー ツ castle is 

beautiful. 

So, I want to go to Osaka. 

Thank you. 

 

見方 

考え方 

行きたい場所の言い方やたず

ね方がわかった。 

自分の行きたい場所を校長先

生に伝えたい。 

できることを伝えるときは，

can を使うことがわかった。 

You can～.を使って，できる

ことを紹介したい。 

I want to～.を使って，自分が

したいことも紹介したい。 

どんな写真を使えば，相手に

伝わるかな。 

行きたい場所でできることやした

いことをくわしく伝えたい。 

なめらかに発音したいから，教科

書の動画を観て練習しよう。 

行きたい場所のみりょくを伝えるためには，自分の気

持ちを加えて伝えないといけないな。 

校長先生が知らないかもしれないから，もっとくわしく

説明しよう。 

○○君のくわしく言う言い

方がわかりやすくていい

な。自分の発表に付け加え

よう。 

自分の思いが伝わるよう

な話し方をしよう。 

香南市立佐古小学校 外国語科学習指導案  ５年  「 I want to go to Italy. 」（Here We Go!5 Unit 6）                                             授業者 （HRT：松山 修弘   ALT：Rica Medina）               ２０２２年 １０月２８日（金） ５校時 

研究主題「 自ら学び，自分の思いや考えを表現できる子供の育成をめざして ～他者に配慮したコミュニケーション能力の向上～ 」 

単 元 目 標 と 評 価 規 準 児童の実態と指導観 

目 

 

標 

学習指導要領における領域別目標 

聞くことア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のことや身近で簡単な事柄について簡単な語句や基本的な表現を聞き取ることができるようにする。 

話すこと【発表】イ 自分のことについて，伝えようとする内容を整理した上で，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。 

書くことイ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書くことができるようにする。 

CAN-DO リスト形式の学習到達目標 

話すこと【発表】イ  自分のことについて，伝えたいことを整理して，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができる。 

単元目標 

自分が修学旅行で行きたい場所の魅力を伝えるために，行きたい場所でできることやしたいことを，自分の気持ちを含めながら整理して話すことができる。 

※なお，本単元における「聞くこと」，「書くこと」については目標に向けて指導は行うが，本単元内で記録に残す評価は行わない。 

本学級の児童は，外国語の授業に主体的に取り組む児童が多く，既習表現を使って英語で

伝えようとする姿や，よりよい表現をするための工夫を一生懸命考える姿が見られる。その一

方で，自信のなさから，発表をすることに消極的な児童も多い。それは，５月に実施した外国語

教育意識調査で，「英語の授業は楽しい」の肯定的評価が９６％であったのに対し，「英語で

自分のことや意見を発表することが楽しい」の肯定的評価が８４％で，他の項目より低い結果

であったことにも表れている。そこで，発表の練習をする機会を多く取り入れて表現に慣れさ

せるとともに，全員が自信を持って発表できるように段階的に指導をしていきたい。 

 本単元は，「修学旅行で行きたい場所を校長先生に選んでもらえるように，その場所のみり

ょくを伝える」ことを単元ゴールとし，児童が目的意識を持って学習に取り組めるようにした。 

まず，できることやしたいことを伝える言い方に慣れ親しませ，その表現を使えるようにする。

そして，来年自分たちが修学旅行でどこに行って何をしたいかを考えさせ，発表する準備をさ

せていく。指導の際には，単元ゴールを意識させ，校長先生を説得するには，どんな工夫をす

ればよいかを考えさせながら，学習を進めていく。 

評

価

規

準 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 〈知識〉I want to go to ….や You can ….などの表現について理解 

している。 

〈技能〉行きたい場所について，You can….を用いて，その場所で 

できることを伝える技能を身に付けている。 

修学旅行で行きたい場所の魅力を伝えるために，行きたい場所

について自分の考えや気持ちを含めながら，できることやしたい

ことを整理して話している。 

修学旅行で行きたい場所の魅力を伝えるために，行き

たい場所について自分の考えや気持ちを含めながら，

できることやしたいことを整理して話そうとしている。 

単 

元 

デ 

ザ 

イ 

ン 

全 

７ 

時 

間 

単元ゴールとなる言語活動：修学旅行で行きたい場所を校長先生に選んでもらえるように，その場所のみりょくを伝えよう。 

話
す
こ
と
【
発
表
】 

Hello Time（既習表現を使って友達とやりとりをする） 

Reflection（振り返りカードに記入し，自己の学びを振り返る）  

来年修学旅行に行くことか

ら，校長先生にその場所の

魅力を伝えることで，行先

を決めてくれると伝え，単

元ゴールを示す。 

行きたい場所をマッピング

シートに書く。 

言いたくても言えなかったこ

とを確認したり，デジタル教

科書を観て，表現方法や発

音などを確認したりする。 前時から何を付け加えたのかを確認したり，言い

たくても言えなかったことを確認したりする。 

グループごとに発表を

し，動画を撮影する。 



【本時の目標】相手を説得するための発表を考えて，伝えることができる。（本時  ５／７ ） 

 
◎見方・考え方を働かせる授業づくりのための工夫 

・HRT と代表児童の動画を観せ，その違いに気付かせて良い点を考えさせる。 

・前時の自分の発表動画を観て，良い点や改善点を考えさせる。 

・中間交流では，前時から何を付け加えたのかを確かめたり，言い方が分からなかった表現を確かめたりする。 

・校長先生を説得するための表現を考えさせたり，校長先生が知らない場合はどうするのかを考えさせたりして，相手意識

を持たせる。 

 

Hello Time (5分) Warm-up (15分) Activity (20分) Reflection (5分) 

○Greeting 

○本時の流れを確認する。 

○Hello Time「好きな○○」 

 

○【Let’s chant】 Where do you want to go? 

 

○動画を観よう① 

・前時に録画した代表児童の動画と，HRTの動画を 

観て，その違いを考える。 

 

○本時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

・１時間目に聞いた校長先生の話「３つのいいね！」 

を確認する。 

 

 

○動画を観よう② 

・前時に録画した自分の動画をそれぞれ観て，よいと 

ころや改善したいところを確認する。 

・Thinking Time 

〇Activity① Let’s speech 

行きたい場所とその理由を伝える。 

【ペアで伝え合う】 

○中間交流をする 

「好きなお好み焼きをもっとくわしく伝えたい。」 

「校長先生がホグワーツ城を知らないかもしれないから，ハリーポッ

ターのことも付け加えて言いたい。」 

・Thinking Time 

 

○Activity② Let’s speech 

相手を変えて再度伝え合う。 

○動画に撮って提出する。 

○Reflection 

・本時のめあてや単元ゴールを確認し，振り返りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Closing 

指導上の留意点 

◆HRT 

◇ALT 

 ◆前時に提出させた動画の中から，自分の気持ちを伝えたり，質問がで

きたりしている児童の動画を選び，Bad Modelの HRTの動画と比べさ

せる。 

◆中間交流では，前時から何を付け加えたのかを確認したり，言いたくても言えなかったこと 

を確認したりする。 

◆代表児童の発表を聞いて，良い点や改善点を考えさせる。 

◇児童のやり取りに参加し，内容や伝え方についてのよりよいモデルを示す。 

◆数名の児童に振り返りを発表させ，それを板書し，全体で共有する。 

評価規準 

  【思】修学旅行で行きたい場所を伝えるために，行きたい場所について自分の考えや気持ち

を含めながら伝えたいことを整理して話している。（本時では記録に残す評価は行わない

が，児童の学習状況を動画で確認し，目標に向けて指導を行う。） 

 

 

児童の振り返り 

・みりょくを伝えるためには，何ができるかだけでは

なくて，自分の気持ちを伝えることが大切だとわ

かった。 

・校長先生に質問をして，興味を持ってもらいたい。 

 校長先生から「いいね！」がもらえるための発

表を考えて伝えよう。 

例「教科」 

S1: Hello. How are you?   S2: I’m (  ). How are you? 

S1: I’m (  ). 〇〇, your T-shirt looks nice. 

S2: Thank you. 〇〇,nice smile. 

S1: Thank you. OK, let’s begin. 

S2: Yes, let’s! What subject do you like? 

S1: I like math. Do you like math? 

S1: Yes, I do. What subject do you like? 

S2: I like P.E.. 

S1: Oh! P.E.! What sport do you like? 

S2: I like soccer. 

S1: Good! OK, Nice talking to you. 

S2: Nice talking to you, too. 

S1: Have a nice day! 

S2: You too. See you.     S1: See you. 

Hello.   I want to go to Osaka.  

We can eat Okonomiyaki.  Okonomiyaki is yummy. 

We can visit USJ.  I want to see the ホグワーツ castle. 

ホグワーツ castle is beautiful. 

So, I want to go to Osaka.  Thank you. 

 

Hello.  I want to go to Osaka.  

We can eat Okonomiyaki.  Okonomiyaki is yummy. 

I like seafood Okonomiyaki. 

We can visit USJ.  I like ハリーポッター. 

I want to see the ホグワーツ castle.  

ホグワーツ castle is beautiful. 

So, I want to go to Osaka.  Thank you. 

修学旅行で行きたい場所を校長

先生に選んでもらえるように，そ

の場所のみりょくを伝えよう。 

本時の流れ 

めあて  校長先生から「いいね！」がもらえるための発表を考えて伝えよう。 

ふり返り 

・みりょくを伝えるためには，何

ができるかだけではなくて，自

分の気持ちを伝えることが大

切だとわかった。 

・校長先生に質問をして，興味

を持ってもらいたい。 

「いいね！」がもらえる工夫 

 

・自分の気持ちを伝える 

・くわしく伝える。 

・質問をして興味を持ってもらう 

B さんの good point 

 

・気持ちを伝えていた 

（好き，楽しい，おいしい） 

・質問していた 


