
「話すこと［発表］」
【知識】〈行動観察〉
◎I like ～. You can ～. My favorite place
is～.などの表現について理解している。
【技能】〈行動観察〉
◎須崎のおすすめの場所について、I like
～. You can ～. My favorite place is ～.
などを用いて、考えや気持ちなどを話す
技能を身に付けている。

「話すこと［発表］」
【思・判・表】〈行動観察〉
◎ＡＬＴの先生の好きなことや関心のあることにつ
いて情報を集め、内容を整理した上で、ＡＬＴの先
生に行ってもらいたい須崎のおすすめの場所に
ついて話している。
「話すこと［発表］」
【主】〈行動観察・振り返りカード記述点検〉
◎ＡＬＴの先生の好きなことや関心のあることにつ
いて情報を集め、内容を整理した上で、ＡＬＴの先
生に行ってもらいたい須崎のおすすめの場所に
ついて話そうとしている。

目指す子ども像

ALTの先生が好きなことをもとに、自分の
おすすめの場所を英語で表現することが
できた。

プレゼンの前半を英語で表現することが
できた。

プレゼンの後半を英語で表現し、ペアの
友だちに伝えることができた。

相手に伝わりやすい方法をプレゼンに取
り入れることができた。

前時で撮影した動画をもとに、より相手
に伝わりやすく工夫したプレゼンを作成
することができた。

友だちからのアイデアを取り入れてプレ
ゼンすることができた。

友だちからもらった意見をもとに、再構成
し、ALTの先生に伝わりやすいプレゼン
に作りかえることができた。

ＡＬＴの先生に自分のおすすめの場所を紹介する
ことができた。

評価規準

ALTの先生に紹介したいおすすめの場
所のプレゼンを工夫しよう。

ALTの先生に紹介したいおすすめの場
所のプレゼンを工夫しよう。

前回の発表の振り返りや友だちからの意
見をもとに、プレゼンを見直し、ちがう
テーマのグループの友だちに発表しよう。

ＡＬＴの先生に自分たちのおすすめの場所を紹介
しよう。

単元の指導

○Greeting
○Small Talk
○先生のプレゼンを見て、ゴールイ
メージをもつ。
○ALTの先生に好きなものを質問し、
聞いたことをメモする。そのメモをもと
に、伝えたい内容を整理しながら、自
分が紹介したい場所を決める。
・My favorite place is ～ .
○Reflection
・リフレクションシートに記入する。

○Greeting
○Small Talk
○表現の仕方を確認する。
　・What's this?  This is ～.
　・Where is ～.
　・I like ～.　　Do you like ～.
　・My favorite place　is～.
○簡単な語句や基本的な表現の中か
ら適切なものを選び、プレゼンの前半
を考える。
☆中間評価をする。
○Let's Practice.
・考えたプレゼンの前半をグループで
伝え合い、表現方法の工夫をしていく。
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○表現の仕方を確認する。
　・You can ～.
　・～ is near ～.
　・Please go there.
○簡単な語句や基本的な表現の中から
適切なものを選び、プレゼンの後半を
考える。
☆中間評価をする。
○Let's Practice.
・考えたプレゼンをグループで伝え合
い、表現方法の工夫をしていく。
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○前時の動画を確認し、プレゼンを工
夫する。
○自分が作成したプレゼンをバディに
発表する。（動画）
☆中間評価をする。
・相手にわかりやすく伝えるための方法
を考える。
○動画を見返し、相手に伝わりやすい
工夫をプレゼンに取り入れる。
○考えたプレゼンをバディに発表する。
（動画）
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○作成したプレゼンを同じテーマの友
だちに発表する。（１回目）［動画］
○グループ内でアドバイスし合う。
☆中間評価をする。
○もらったアドバイスをもとに発表の仕
方を工夫する。
○同じテーマの友だちにもう一度発表
する。（２回目）［動画］
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○プレゼン内容の最終チェックをする。
○準備したものを発表する。（1回目）
○グループ内でアドバイスし合う。
☆中間評価をする。
○もらったアドバイスをもとに発表の仕
方を工夫する。
○１回目とは別のグループを作り、発
表する。（2回目）
○グループ内でアドバイスし合う。
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○前時の動画をもとに、プレゼン内容
を再度整理したり、表現方法の工夫を
したりする。
☆中間評価をする。
○見直したプレゼンを発表し、グループ
内でアドバイスし合う。
○Reflection

○Greeting
○Small Talk
○最終の練習をする。
○ＡＬＴの先生に発表する。
○Reflection

Today'sPoint
ALTの先生に紹介したい自分のおすす
めの場所を決めよう。

ALTの先生に紹介したい自分のおすす
めの場所のプレゼンを考えよう。

ALTの先生に紹介したい自分のおすすめ
の場所のプレゼンを考え、友だちに伝え
よう。

相手にわかりやすく伝えるための方法を
考えよう。
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時 第１時 第２時 第３時 第４時 第５時 第６時（本時） 第７時 第８時・第９時

【児童の実態】

・令和４年９月に実施した外国語教育の意識調査では、「英語の授業が楽しい」９０．５％、「外国語の授

業に進んで取り組んでいる」９０．５％、「外国語で自分のことや意見を発表することが楽しい」４７．６％

であった。

・英語の授業に進んで取り組むことができていると感じている児童が多い一方、英語で自分のことや意

見を発表することに苦手意識を持っている児童も多い。間違えることが嫌と感じ、活動に消極的な児童

が年度初めから多かったこともあり、１学期の途中からスモールトークの時間を使い、簡単な語句や既

習表現でペアの友だちと話し合う時間を確保してきた。その結果、９月の意識調査でも、意見や発表に

苦手意識がある児童は多いが、１学期よりも進んで自分のことをペアの児童に伝えようとする姿も増え

てきている。

須崎小学校・須崎中学校 本単元にかかわるCAN-DOリスト形式での学習到達目標

小学校第５学年 中学校第１学年

話すこと

〔発表〕

◆お気に入りの物について、人前で

実物などを見せながらその数や形状

などについて簡単な語句や基本的な

表現を用いて話している。

◆自分の好き嫌いについて、人前で

実物やイラスト、写真などを見せなが

ら話している。

◆身の回りの物について、人前で実物等

を見せながら、簡単な語句や基本的な表

現を用いて話している。

◆自分の好き嫌いや欲しい物などについ

て、人前で実物やイラスト、写真などを見

せながら話している。

◆時刻や曜日、場所など日常生活に関す

る身近で簡単な事柄について、実物やイラ

スト、写真などを見せながら、自分の考え

や気持ちなどを話している。

◆時刻や日時、場所など、日常生活に関する身

近で簡単な事柄について話すことができる。

◆自分のことについて、簡単な語句や基本的な

表現を用いて話すことができる。

◆学校生活や地域に関することなどについて、簡

単な語句や基本的な表現を用いて話すことがで

きる。

◆日常生活に関する身近で簡単な事柄につ

いて、基本的な表現を使って話すことがで

きる。

◆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。

◆学校生活や地域に関することなどについ

て、内容を整理した上で、自分の考えや気

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。

◆関心のある事柄について、簡単な

語句や文を用いて即興で話すことがで

きる。

◆日常的な話題について、事実や

自分の考え、気持ちなどを整理し、

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。

◆社会的な話題に関して聞いたり

読んだりしたことについて、考えた

ことや感じたこと、その理由などを、

簡単な語句や文を用いて話すこと

ができる。

単元の目標 ： ＡＬＴの先生の好きなことや関心のあることについて情報を集め、内容を整理した上で、ＡＬＴの先生に行ってもらいたい須崎のおすすめの場所について話すことができる。

評価

規準

【主体的に学習に取り組む態度】

ＡＬＴの先生の好きなことや関心のあることについて情報を集め、内容を

整理した上で、ＡＬＴの先生に行ってもらいたい須崎のおすすめの場所に

ついて話そうとしている。

【指導観】

本単元は、２学期から新しく来たＡＬＴの先生に行ってもらいたい須崎のおすすめの場所をプレゼンすることを単元

のゴールとし、「総合的な学習の時間」との兼ね合いで行っていく。

「総合的な学習の時間」では、ＡＬＴの先生への質問メモを作成したり、ＡＬＴの先生におすすめしたい場所の情報を

集めたりする。「外国語科」の時間では、英語を使ってＡＬＴの先生に質問したり、英語の簡単な語句や基本的な表

現を用いて、伝えたいことを整理して話したりすることができるようにする。

また、単元を通して、ＡＬＴの先生にどのようにしたら須崎のよさを伝えることができるのかを意識しながら、情報を

整理しながら考えを形成し、再構築していくことを繰り返しながら、主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろう

とする態度を養っていく。
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現

指導と評価の計画（９時間）
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「話すこと［発表］」の記録に残す評価

児童同士のやり取り

「話すこと［発表］」の記録に残す評価

児童とALTとのやり取り

小学校第３学年 小学校第４学年 小学校第６学年 中学校第２学年 中学校第３学年

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

【ICTの活用】

・紹介したい場所の地図を写真やマップで提示する。

・プレゼン形式で発表する。

・発表の様子を撮影し確認する。

・I like ～. Do you like ～.

・You can ～. ・My favorite place is ～.

・What' this?    It's  ～.

・Where is ～.

語

句

総合的な学習の時間とのつながり

【第６～８時】プレゼン例

What's this? Ｉt’ｓ udon.

What's this? Ｉt’s soba. 

What's this?  It's ramen.

I like ramen very much.

Do you like ramen?

Ramen is a famous food

in Susaki.

My favorite shop is Mayumi's Shop.

You can eat nabeyaki ramen.

(Where is Mayumi's Shop?)

Mayumi's shop is in the south of Civic

Center.

Please go there.

Thank you.

○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、自分の考えや気持ちなどを話す力

「話すこと［発表］」イ

○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、自分の考えや気持ちなどを、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。

○学校生活や地域に関すること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。

領域別目標

CAN-DOリスト形式での学習到達目標

本単元で育成を目指す資質・能力

位置（by, under, on, near)    方向（corner, left,right,straight)   
方角（east, west, south, north ） 食べ物（fish, nabeyaki ramen, sweet, myoga）
町（bookstore, convenience store, library, park, restaurant, station,
supermarket, temple, fish market, post office, Civic Center)   

【思考・判断・表現】

ＡＬＴの先生の好きなことや関心のあることについて情報を集め、内

容を整理した上で、ＡＬＴの先生に行ってもらいたい須崎のおすすめ

の場所について話している。

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

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。

児童の学習状況を記録に残さない

活動や時間においても、教師が児童

の学習状況を確認する。

【知識】 I like～. You can ～. My favorite place is ～. などの表現について
理解 して いる。

【技能】 須崎のおすすめの場所について、I like～. You can ～. My favorite
place is ～. などを用いて、考えや気持ちなどを話す技能を身に付
けている。


