
単元目標【学習指導要領】話すこと（発表）ウ 身近で簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理した上で、自分の間あげや気持ちなどを、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】 話すこと（発表） 前もって用意された内容で、国や地域に関することなどを簡単な語句や基本的表現を用いて、できるだけたくさん話

すことができる。

書くこと 自分のことや身近で簡単な事柄について、語順を意識しながら、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や表現を書き写

すことができる。

【単元の目標】 《話すこと（発表）》・I want to go toや You canなどの表現について理解する。（知識）

・世界の国々について、学習した表現を用いて、その国でできることを伝える技能を身につける。（技能）

・自分が行きたい国の魅力を紹介するために、簡単な語句や基本的な表現を用いて、

その国でできることなどを〔発表する。（思考・判断・表現）/発表しようとする。（主体的に学習に取り組む態度）〕

《書くこと》 ・行きたい国について、I want to go~や You can~などの表現をなぞり書きしたり、国名などを選んで書き写したりす

る技能を身につける。（技能）

・国の魅力を紹介するために、簡単な語句や基本的な表現を用いて、国名やその国でできることなどを〔書く。

（思考・判断・表現）書こうとする。（主体的に学習に取り組む態度）

【既習事項】I like ~. / Do you like ~? What ~ do you like?

I can ~. / Can you ~?

【言語材料】In~,you can see [visit / eat / drink / buy]~.

Where do you want to go? / I want to go to~.

I want to see [visit / eat / drink / buy]~.

[Brazil, Canada, China, Egypt, Germany, India,

Italy, Japan, Korea, Peru, Rome, Thailand, the

U.K., the U.S.] sorry / where / why

目的・場面・状況

本学級の児童は、人権（異文化理解）の学習として、様々な国の文化に

ついて調べている。そこで、単元の導入では、興味のある国について調

べたことを、地域の人にも知ってもらいたいという状況を設定する。

興味のある国について調べたことを地域に発信するために、学習発表

会で保護者に向けて行きたい国やその国でできることを発表するという

場面をゴールに単元を進める。

第 1時 世界の国々に興味を持ち、国名の言い方に慣れ親しむ。

第 2時 世界の国でできることを伝える言い方を知る。

第 3時 世界の国でできることを伝え合う。

第 4時 行きたい国やその国でしたいことを伝える言い方を知る。

第 5時 行きたい国やその国でしたいことを伝え合う。

第 6時 いくつかの国の中から行きたい国とその理由を紹介する。

第 7時 自分の行きたい国についてのポスターを作り、発表の練習をする。

第 8時 自分たちの夢の旅行プランを発表し合う。【本時】

導入（1～3）
①・担任や ALTが国を紹介し、本単元の見通しを持つ。

・国名の言い方に慣れ親しむ。（ポインティングゲーム・ドンジャンゲーム）

②・世界の国でできることを伝える言い方を知る。

（Let's watch）（Let's listen）

・世界の国でできることを伝える言い方に慣れ親しむ。（チャンツ）（国旗カル

タ：ALT）

③・世界の国でできることを伝える言い方に慣れ親しむ。

（国旗カルタ：児童同士）（国当てクイズ）・"You can ~"の表現を書く。

中盤（4.5）
④・行きたい国やその国でしたいことを伝える言い方を

知る。（Let's watch）（Let's listen）

・行きたい国やその国でしたいことを伝え合う。（チ

ャンツ）（ビンゴゲーム）

⑤・教科書に出てきた国の中から、行きたい国やその国

でしたいことを紹介し合う。

・"I want to go to~"の表現を書く。

終末（6～8）
⑥・いくつかの国の中から行きたい国とその理由を

紹介し合う。評価１回目

⑦・４人グループで、１人１つ行きたい国について

調べて、夢の旅行プランポスターを作る。

・発表練習をする。

⑧★ 夢の旅行プランを発表しよう （発表）

・夢の旅行プラン（行きたい国とその国でできる

こと、やってみたいこと）を紹介し合う。

（評価 2回目）

単 元 デ ザ イ ン

児童の実態

クラス全体として授業に集中して取り組める雰囲気があり、積極的に発表したり、ノートをとったりすることができる。外

国語の授業でも、新しく習うことに興味を示し、積極的に活動に取り組む児童が多い。その反面、自信がないことに対しては

消極的になってしまう部分も見られ、自分の考えを発表する場面では手の挙がらない姿が見られる。外国語の授業では、英語

の発音やコミュニケーションにチャレンジしなければならない場面も多いため、消極的になり小さな声で活動に取り組む児

童も多い。

学習に積極的に取り組む態度を外国語活動にも生かして、聞き返し、あいづち、ジェスチャー、表情など、話す＋αででき

ることを増やして、相手とのやり取りも楽しめるようにしたい。課題としては、外国語に自信がなく分かっていても手を挙げ

たり、大きな声で発音したりできない児童や、外国語への興味が低く、活動に意欲的に取り組めない児童がいることが挙げら

れる。そこで、単元で必要な言語材料を何度も使えるように活動を工夫することで、自信を持って単元ゴールの活動に取り組

めるようにしたい。また、外国の文化や言語に興味を持たせることで、外国語の学習に取り組む意欲を高めたい。

外国語活動学習指導案 5 年 Unit6 I want to go to Italy.

評価計画

第６時 話すこと（発表）

・I want to go toや You canなどの表現について理解する。（知識）

・世界の国々について、学習した表現を用いて、その国でできることを伝える技能を身につける。（技能）

第７時 書くこと

・行きたい国について、I want to go~や You can~などの表現をなぞり書きしたり、国名などを選んで書き写

したりする技能を身につける。（技能）

・国の魅力を紹介するために、簡単な語句や基本的な表現を用いて、国名やその国でできることなどを〔書く。

（思考・判断・表現）書こうとする。（主体的に学習に取り組む態度）

第８時

・自分が行きたい国の魅力を紹介するために、簡単な語句や基本的な表現を用いて、その国でできることなど

を〔発表する。（思考・判断・表現）/発表しようとする。（主体的に学習に取り組む態度）〕

単元計画



【本時の目標】行きたい国とその国でできること、やってみたいことを紹介し合う。

板書計画

振り返り・導入

【Greeting】（3分）

【Small Talk】（5分）

・ゲストティーチャーの夢の旅行プランを聞いて、本

時の活動への意欲を高める。

Hallo.

I want to go to Taiwan.. you can visit Uyuni salt lake. It's

very beautiful.

You can eat Saltena . This food is made from Beef and

chicken. I like beef. What food do you like?

Thank you.

展開

【Let's try1】（12分）

・2グループずつ 3箇所に分かれて発表し合う。（発表 4分

評価 2分）

・聞き手は、発表を聞いてから、ワークシートに発表の良か

ったところや感想を書く。

Hallo.

I want to go to America. you can visit the Statue of Liberty.

You can see major league baseball. Do you like baseball? I like

baseball.

You can eat hamburger.It's delicious. What food do you like?

Thank you.

展開・まとめ

【Refrection 1】（8分）

・友達の発表の良かったところを伝え合う。

・児童のつまずきが見られた言語表現を全体で確認す

る。

・一回目の発表で分からなかったところなどを教え合

う時間を取る。

【Let's try 2】(12分)

・ペアになるグループを変えてもう一度発表し合う。

指導上の留意点

既習事項を使って言おうとしている児童を評価し

て、表現の幅を広げられるようにする。

ふり返り

【Refrection 2】（5分）

・ふり返りカードを記入する。

・本時のふり返りを伝え合う。

・ALTから良かったところを伝える。

本時の

評価規準

Today's point
夢の旅行プランを紹介しよう。

本時の視点

本単元は、自分が興味を持った国を、I want to~や You can~の表現を使って、友達に紹介することを単元ゴール

としている。人権学習の異文化理解の学習と関連させながら、外国のことを知りたいという気持ちを持って本単元

の学習に意欲的に取り組めるようにする。また、外国のことについて調べたことを書いたり、友達が書いたポスタ

ーを読んだりすることで、書く力と読む力を付けていく。

本時は、これまでに獲得してきた言語材料を使って、自分が調べたことについて聞き手に分かりやすく伝える活

動である。発表のポイントを明確にすることで、発表者と聞き手ともに意欲的に取り組めると考える。また、話す

こと（発表）の評価を適切に行い、1回目の発表よりも、2回目の発表が良い評価となるように中間評価を行う。

指導上の留意点

担任と ALTと他教員の３人が各発表グループに付き、話

すこと（発表）【思考・判断・表現】の評価を行う。

A評価

Hallo.

I want to go to America. you can visit the

Statue of Liberty.

You can see major league baseball. Do you like

baseball? I like baseball.

You can eat hamburger.It's delicious. What food

do you like? Thank you.

B評価

Hello.

I want to go to America. you can visit the

Statue of Liberty.

You can see major league baseball.

I want to eat hamburger.

Thank you.

【評価規準】・自分が行きたい国の魅力を紹介するために、簡単な語句や基本的な表現を用いて、その国でできる

ことなどを〔発表する。（思考・判断・表現）/発表しようとする。（主体的に学習に取り組む態度）〕

【予想される児童の反応】

・知らない国のことが知れて行ってみたくなった。

・習った英語がたくさん使えた。

・～さんの発表が、相手に質問などもしていて良かった。


