
大豊町立おおとよ小学校 ②グループ 単元デザイン提案資料 Unit 5 「What do you like? 何が好き？」（Let’s Try! 1）

【単元の評価規準】

【単元計画（本時 ３／４）】

領域別目標 「CAN-DO リスト」形式の学習到達目標 言語材料

話すこと

[やり取り]

ウ

サポートを受けて，自分や相手のこと及び身の回りの物

に関する事柄について，簡単な語句や基本的な表現を用

いて質問をしたり質問に答えたりするようにする。

自分のことや相手のこと，身の回りのものについて

サポートを受けながら質問をしたり答えたりしてい

る。

What do you like? I like (tennis). What (sport) do you like? I like (soccer).
what, color, スポーツ (sport, volleyball, table tennis),
飲食物 (food, hamburger, pizza, spaghetti, steak, salad, cake, noodle, egg, rice ball, jam),
果物・野菜 (fruit, grapes, pineapple, peach, melon, banana, kiwi fruit, lemon)
[既出] 挨拶, Do you like (blue)? Yes, I do. / No, I don’t.数(1～20), 色, 果物・野菜, 飲食物, スポーツ単元目標

自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知るために，相手に伝わるように工夫しながら，身の回り

の物などについて，何が好きかを尋ねたり答えたりして伝え合う。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度

話すこと
[やり取り]

身の回りの物について， What do you like? や I like ～, などを用
いて，何が好きかを尋ねたり答えたりすることに慣れ親しんでいる。

自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知るために，相手
に伝わるように工夫しながら，身の回りの物などについて，何が好きか
を尋ねたり答えたりして伝え合っている。

自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知るために，相手
に伝わるように工夫しながら，身の回りの物などについて，何が好きか
を尋ねたり答えたりして伝え合おうとしている。

時 １ ２ ３（本時） ４

単元ゴールの言語活動：みんなのことをもっと知るために，「なりきりクイズ」をしよう

活動〇【】

目

標

日本語と英語の音声の違いに気付

くとともに，身の回りの物の言い

方を知る。

身の回りの物の言い方や，何が好

きかを尋ねたり答えたりする表現

に慣れ親しむ。

友だちのことをもっと知るために，何が好きかを尋ねたり答えたりして伝え合う。 相手に伝わるように工夫しながら，何が好きかを尋ねたり答え

たりしようとしている。

内

容

〇Teacher’s Talk
・JTEがどの先生になりきって答
えているのかを考える。

〇本単元の活動の見通しをもち，

本時のめあてを確認する。

【Let’s Chant】
・What do you like? p.19
【 Let’s Play】
・カルタ取りゲーム p.18, 19

・日本語と英語の音声の違いにつ

いて，交流する。

〇本時の活動を振り返る

・振り返りカードに記入する。

〇Teacher’s Talk
〇単元のゴールと本時のめあてを

確認する。

【Let’s Chant】
・What do you like? p.19
【Let’s Listen】p.20
・音声を聞いて，それぞれの登場

人物が好きなものを選んで線で結

ぶ。

【Let’s Watch and Think】p.21
・登場人物の好きなものを予想

し，尋ねる。

・登場人物について，分かったこ

とを，共有する。

〇本時の活動を振り返る

・振り返りカードに記入する。

〇Teacher’s Talk
【Let’s Chant】What do you like? p.19
【Activity１】
・友だちのことをもっと知るために，何が好きかを尋ねたり答えたりして伝え合う。

・友だちについて，分かったことをワークシートに記入する。

〇中間交流をする

・友だちとのやり取りの中で，友だちについて，さらに知ることができたこと，予想と

違っていたことなど，気付いたことを交流する。

・友だちとのやり取りの中で，自分の考えや思いが伝わらず困ったことなどについて考

える。

・コミュニケーションの工夫をしたりしているグッドモデルを共有する。

【Activity２】
・友だちのことをもっと知るために，さらに何が好きかを尋ねたり答えたりする。

（例）

〇本時の活動を振り返る

・振り返りカードに記入する。

〇Teacher’s Talk
【Let’s Chant】What do you like? p.19
【Activity】「友だちなりきりクイズ」
・前時までに友だちに尋ねたことをもとにクイズを出し合う。

児童 A（出題者），児童 B（解答者）
（例）

・「友だちなりきりクイズ」を通して，さらに分かった友だちの

ことについて，交流する

〇本単元と本時の活動を振り返る

・振り返りカードに記入する。

評

価

本時では,記録に残す評価は行わないが,目標に向けて指導を行う。

児童の学習を記録に残さない活動や時間においても，教師が学習の状況を

確認する。

「話すこと［やり取り］」の記録に残す評価

【知技】【思判表】【態度】

（行動観察・振り返りシート記述点検）

「話すこと［やり取り］」の記録に残す評価

【知技】【思判表】【態度】

（行動観察・振り返りシート記述点検）

解答児童 B：What sport do you like？
出題児童 A：I like basketball.

B：Basketball. Nice.
What color do you like?

A：I like blue.
B：What food do you like?
A：I like cake.
B：Cake! Me too.
A：Answer, please.
B：Kenji.
A：Yes! Good. Thank you.A：Hello. B：Hello.

A：What sport do you like？ B：I like basketball.
A：Basketball. Nice. What animal do you like? B： I like dogs.
A：Do you like shiba-inu？ B：Yes, I like shiba-inu.
A：What food do you like? B：I like cake.
A：Do you like chocolate cake? B：Yes, I do. I like chocolate cake.
A：Me too. Good. B：Thank you.
A：You’re welcome.

HRT：What food do you like？
JTE：I like cake.
HRT：Oh, cake. Me too.

I like chocolate cake.
Do you like chocolate cake？

JTE： Yes, I do.
I like cheese cake too.

HRT：Good.
What sport do you like?

JTE：…

単元名：みんなのことをもっと知ろう


