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～Erimo English Jouｒnal～  研修号 ～  

１ この研修のテーマ 

◇ 外国語活動・外国語の授業のイメージをつかみましょう。 

◇ ゲームやアクティビティ、どんなときに役に立つのでしょう。 

◇ これだけは外せない！？クラスルーム・イングリッシュ 

 

２ 外国語活動・外国語の授業のイメージをつかみましょう。 

 

（１）流れのイメージ(基本) 

導入＝Warming-up 

展開＝Main Activity 

終末(ふり返り)＝Looking Back            ★それぞれの内容について 

導入＝Warming-up 

 基本的なあいさつ(天気・日にち・曜日・調子) 

 Small Talk 

 歌・チャンツ 

 Writing(身近な単語・アルファベットなど) 

……Warming-up には、帯活動を入れやすい！ 

 

 展開＝Main Activity 

 この時間の、主な学習内容にかかわる活動。 

 インプット→アウトプットというように、内容   

 が深まっていく。課題提示もわすれずに！ 

……Main Activity には、学習内容が身につく   

ようないろいろな活動を位置づける。 

  「Let’s Listen」「Let’s Play」「Let’s Try」 

 「Let’s Watch and Think」「Let’s Chant」 

 「Activity」などの活動があります。 

  

  終末(ふり返り)＝Looking Back 

  その時間の学習についてふり返る。 

 ……Looking Backでは、継続的な学習の様子                              

などがわかるように。 

 

Small Talkは、既

習の表現を使った

もので、その単元

の学習に結びつく

ものを。 
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(２)目標のイメージ 

Hokkaido CAN-DOリストによると…        小学校中学年        小学校高学年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 学び合いと外国語・外国語活動 

 

 外国語は、これまで使ってきた日本語以外の言語を学ぶので、「外国語を使って自分の思いや考えを話し合う」

という活動は少々ハードルの高いもののように思えます。 

 では、外国語では学び合いにかかわって、どのような活動ができるのでしょうか。 

 この 3 つについて、考えてみたいと思います。 

 

 

 

・自分のことや身の回りの

物を表す簡単な語句・表

現。音と文字の一致。 

・したいこと、過去のこと、

できること、身近な事柄な

どの紹介など。 

・アルファベットの正確性。 

・活字体の読みと発音。 

・何度も出てきた語句や表

現の理解と類推した読み。 

・基本的なあいさつ・感謝・簡

単な指示と応対。 

・サポートをもらい、動作を交

えながら質問や応答をする。 

・行動に対しての感情・ものの
様子を伝える語句や道案内な
どの指示。 
・相手の行動や好み、欲求など
について質問・応対をする。 
 

・自分のことについて、人前で実

物などを見せ、簡単な語句や表現

を使って、考えや気持ちを話す。 

・自分の経験したことや、将来
なりたいものなどについて、
発表内容を考えて伝える。 
・これまでの語句や表現の仕
方を繰り返し使う。 
 
・大文字小文字のアルファベッ
トの使い方や、4線の上に正し
く書く。 
・繰り返し見聞きした単語や表
現を書き写す。 
・例文などの手本を見て、自分
なりの文に変えながら書き写
す。 
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① 英語を伝えるための対話 

② 英語の知識や、外国の文化などへの知識を深める対話 

③ 自分の思いや考えを伝える対話 

① 英語を伝えるための対話 

 

外国語活動・外国語では「相手に配慮して」伝える、ということも大事になります。 

そこで、どんな風に話したら自分の外国語が伝わりやすくなるのか、だれかと相談したり、意見をもらった

りして発表などの準備をする学習が考えられます。 

これは、外国語の習熟の度合いにも関わりますが、伝える技術としては、どんなものを提示したらいいか、

どんな言葉を使ったら伝わりやすいかなど、他教科などの学習活動にもあるものだと思います。 

例えば、5 年生の「イングリッシュパーティ（これまでの学習表現を生かしたゲームパーティー）」のような

活動が挙げられます。 

他にも発表練習の時に、お互いへのアドバイスなどをし合うこともできるかもしれません。 

 

 

② 英語の知識や、外国の文化などへの知識を深める対話 

 

英語と日本語はもちろん違いますが、似ているところもあります。それは、外来語だからだったりもするの 

ですがイントネーションが違ったり、ローマ字と似ていることに気づいたり…比較することで英語の知識をよ

り深めることができます。 

 また、環境が違うからこそ、文化や習慣が違うことに気づくこともできます。 

 それらの対話は、英語で行うことは難しいですが、話している中で単語を読み上げたり、指し示したりする

こともあると思います。 

 例えば、3 年生の「アルファベット(大文字)」の学習で、似ていると思うアルファベットについて友達と伝

え合うことや、6年生の学習で「世界の衣食住」について、気候と住まいの関係について気づいたことを交流

したりする活動が挙げられると思います。また、日本の文化について考えることも他国の文化の学びにつなが

ります。 

 

③ 自分の思いや考えを伝える対話 

 

これは英語での活動になるので、内容も習熟のレベルによって変わります。 

中学年では自分の好みや欲しいものなどを相手に尋ねたり答えたりする活動など、短いやり取りですが、

高学年では、相手の返答に対して、理由やほかの質問をしてやり取りする「会話」ができるようになってい

きます。 

こういったやり取りを通して、クラスで一番人気があるスポーツは何かを調べたり、自分たちの人気のあ

るものは何か、グループでまとめたりすることもできます。 
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３ ゲームやアクティビティ、どんな時に役に立つのでしょう 

 児童が外国語に不安なく取り組めるように、また、学習内容が身につくようにするためにも、ゲームやアクテ

ィビティについて知っておくことも大切です。楽しんで学べる要素も含まれています。 

 

 いくつかご紹介します。 

 

STEP１ 

★インプット場面など、単元等の初めの段階でも使える 

ゲーム・活動名 内容 備考 

チャンツ テキストでもよく出てきます。リズムに合わせて楽しみ

ながら活動できます。 

その他にも、輪になったり手をたたきながら順番に単語

を言っていくなど、使いやすいようにアレンジできます。 

 

フェイント・リピートゲ

ーム 

リピートでの練習に、ひっかけ要素を入れたゲームです。

指導者がさしたカードの言葉をリピートします。が、指導

者は、たまに指したカード以外の発音をすることがあり

ます。しかし、惑わされずに、指されたカードを発音でき

れば OKです。 

 

キーワード・ゲーム ペアでよく行われ、主に消しゴムを使うゲームです。 

学習した単語の中から、キーワードを決めます。手を組ん

で頭に当て、指導者が言ったことをリピートします。キー

ワードが言われたら、真ん中の消しゴムを素早くとると

いうゲームです。 

※「消しゴムをとる」以外に、決められたアクションを行

うというゲームにもできます。 

・消しゴムなど 

 

 

※「キツネと肉」 

のように言われることもありま

す。キーワードでキツネ役は食べ

る。肉は逃げる…のような。 

ステレオ・ゲーム 指導者が数人いるときなどにするとよいゲームです。 

出題者が単語を選び、「１，２(ワン、トゥー)」といって

一斉に発音します。児童は、どの指導者がどの単語を言っ

たのかをあてるゲームです。 

慣れれば、児童が出題者になることもできます。 

 

ポインティングゲーム 

／カルタ 

指導者が言った単語をもとに、カードやイラストなどを

タッチします。ただタッチするのを「ポインティングゲー

ム」、カード自体をとるのを「カルタ」のように言い分け

たりします。どちらも、個人またはグループでもできま

す。 

・テキスト 

・カード 

・シート など 

カードならべ 指導者が言ったとおりに、児童はカードを並べます。 

答え合わせの時に、児童に発音させることもできます。 

個人・グループのどちらでも。 

アルファベットの学習とかでもよく使えます。 

 

・カード 
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ミッシング・ゲーム 「Close your eyes.」といい、児童が目を閉じたら、黒

板に並べたカードの中から、こっそりカードをとります。

「Open your eyes.」と声をかけ、目を開けた児童がな

くなった単語のカードを当てるゲームです。隠す枚数を

増やすと、難易度が UP！小さいカードで、ペアやグルー

プでもできます。 

・カード 

 

スリーヒント・クイズ 

／クイズ 

指導者が、あるものについての情報を 3 つ言い、児童が

何のことを言っているのかあてるゲームです。 

色・形・大きさなど、学習すればするほど、多様なヒント

が出せます。 

ヒントに数にこだわらず、クイズでも。 

※人物についてのクイ

ズも Who am I?クイ

ズなどもあり。 

 

STEP2 

★新しい単語や言い方に慣れてきたころに。一人ずつ言葉を発したり、お互いにやり取りしたりする。 

ゲーム・活動名 内容 備考 

クラッシュゲーム 

（タッチ・ザ・ベース？） 

※5 年生では「一本橋ゲーム」

とも。 

2 チームに分かれ、1 列に並べたカードの端から発音し

ていき、相手とぶつかったところでじゃんけんします。勝

ったほうは進み、負けた方は自分のチームの一番後ろに

戻り、次の人がまた端からスタートします。相手の陣地に

先に到達した方のチームが勝ちです。相手チームの基地

(ベース)にタッチするのが入る場合が、タッチ・ザ・ベー

スになります。 

・カード 

(・基地) 

※急ぐため、発音が不明瞭

にならないよう注意！ 

※黒板でする場合は、カー

ドを指で指すなど、分かり

やすく。 

クラップ・クラップ グループになり、円になって座ります。一人一つずつ自分

の単語カードが見えるように置きます。スタートの人か

ら「(clap clap←2回手を叩く)A」と始め、A の単語の

子は「(手を 2 回叩きながら)A、A、(叩かない)B」と続

き、B の単語の子は「(手を 2 回叩きながら)B、B、(叩

かない)C」…のように続けていきます。 

引っかかったり詰まったりしたら「バーン！」と言って倒

れます。カードを交換して繰り返します。 

・カード 

マジックワードゲーム マジックワードを決めます。輪になり、一人ずつ順に単語

を言い、周りの子はその単語を繰り返します。ただし、マ

ジックワードになっている単語の時だけは、リピートの

代わりに、手を叩きます。 

失敗したら倒れます(笑) 

数字でもいいと思います。 

・カード 

 黒板に順番を決めて

貼っておくとよいか

と。 

〇〇バスケット フルーツバスケットと基本のルールは同じ。 

おにが言った単語に当てはまる子は、席を移動します。 

おににみんなで質問をし、その答えに該当する児童が席

を移動するというパターンもあります。もう少し、話型の

習得に時間が必要そうなときに使う活動でもあります。 

・必要なら一人一人に

単語の割り当てのカー

ドカードなど。 



 

6
 

おはじきゲーム テキストの自分が選んだイラストなどの上におはじきを

置きます。指導者が言った単語のおはじきをとり、それが

ポイントになります。指導者に児童が質問をし、答えたも

ののおはじきをとる、という会話の練習にも使えます。全

体で尋ねるか、個人で尋ねるかなど児童の慣れの様子に

よってレベルを変えられます。答える役を児童にしても

OK。 

・おはじき 

 ペアの時は色を変え

る。 

ビンゴゲーム 万能。おなじみのビンゴです。数字以外でも使えます。 

シートは日本語で書いてもいいですし、高学年は自分で

英語で書いてもいいかもしれません。中学年は、巻末のカ

ードを使えば、並べるだけでビンゴができます。（言われ

た単語を裏返すだけ） 

これも、質問＆答えでチェックしていけるので、話型の確

認にも使えます。 

・ビンゴシート 

(マスの数によって時

間と難易度を調整) 

・巻末のカード 

 

 

※単元の中で組み合わせて行ったり、児童の反応を見ていつも行う活動に決めたりしてもいいと思います。 

 ほかにも、学習内容によって使える(専用？)ゲーム・アクティビティがあります。 

 例）買い物ゲーム・道案内・ふくわらい   など 

 

STEP3 

★個人と個人、グループなどでの会話のやり取りへ 

 

 こういった活動を織り交ぜながら、ある程度やり方に慣れたうえで、実際に会話や交流をしていくと、児童も

安心して学習に取り組めるのでは？と思います。 

 会話の様子を見て、ウォーミングアップでやり取りのできるゲームを入れたりするのもよいと思います。 

 自己紹介(名刺交換)やインタビューなど、一人ひとりのやり取りは不安があるものだと思うので、 

 

   ・間違えてもいい 

  ・話すときのよりどころ
・ ・ ・ ・ ・

がある 

  ・教えてもらえる 

 

 という雰囲気や環境があるといいですね。 
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４ これだけは外せない？！クラスルーム・イングリッシュ 

(１) クラスルーム・イングリッシュを使う目的は… 

 

「あいさつや指示、質問、依頼、激励など、英語の授業等で使われる表現をクラスルーム・イングリッシュという。クラ

スルーム・イングリッシュは、児童のリスニング能力を飛躍的に向上させるというものでもなく、外国語活動の雰囲気

づくりとしての意味合いが強い。また、多用することにより児童が一生懸命に上司の英語を聞こうとする態度を引き

出すことにもなる。指導者(日本人の教師)も英語を使うよいモデルとして、児童の前でできるだけ英語を使うよう

に努力したいものである。」(文部科学省「小学校外国語活動研修ガイドブック」より) 

 

    ・外国語・外国語活動の雰囲気づくりに 

    ・身近な、英語を使うモデルとして 

 

 ですから、気負いすぎず、児童にも伝わりやすい英語の指示・ほめ言葉を使っていくことを意識したいですね。 

 

   注意点は   ・ゆっくり・はっきりと言う 

        ・簡単な文で、一文一文 

        ・児童の理解を確かめながら 

        ・ジェスチャーや身振り手振りをつけて 

 

(２) クラスルーム・イングリッシュを使ってみよう 

STEP１ 

★児童にわかりやすいあいさつ・ジェスチャーなどでも伝わる指示 

☻授業のはじめ☻ 

日本語 English 

① おはようございます。 Good morning. 

② こんにちは。 Hello./ Good afternoon. 

③ 元気ですか。今日の調子はどうですか。 How are you? 

④ 今日は何日ですか。(5 月 15 日です。) What’s the date today?(It’s May fifteenth.) 

⑤ 今日は何曜日ですか。(金曜日です。) What day is it today?(It’s Friday.) 

⑥ 今日の天気はどうですか。(晴れです。) How’s the weather today? 

⑦ 外国語の学習を始めましょう。 Let’s begin./ Let’s start English class. 

 

 

耳にする英語の量を増やす！！ 
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☻授業中の簡単な動き・指示・確認☻ 

日本語 English 

① 立ちなさい。 Stand up. 

② 座りなさい。 Sit down. 

③ 〇〇を見なさい。 Look at 〇〇. 

④ △△の話を聞きなさい。 Listen to △△. 

⑤ 私の後について繰り返しなさい。 Repeat after me. 

⑥ 準備はいいですか？ Are you ready? 

⑦ 教科書の 8ページを開きなさい。 Open your textbook to page eight. 

⑧ 教科書を閉じなさい。 Close your textbook. 

⑨ 鉛筆を持ちなさい。 Pick up your pencil. 

⑩ 名前を書きなさい。 Write your name. 

⑪ はい、どうぞ。/ ありがとう。 Here you are./ Thank you. 

 

☻授業の終わり☻ 

日本語 English 

① 今日はこれでおしまいです。 That’s all. / That’s all for today. 

② がんばりましたね。 You did a good job./ Good job. 

③ また次回会いましょう。 See you./ See you next time. 

STEP２ 

★授業を進める中で、繰り返し使える指示 

☻ゲームや活動などで使う指示・確認～これは使っていきたい編～☻ 

日本語 English 

① 〇〇しましょう。 Let’s 〇〇.  

Let’s sing a song!(歌を歌いましょう) 

Let’s listen!(聞きましょう) 

Let’s play a game!(ゲームをしましょう) 

Let’s write alphabets!(アルファベットを書こう) 

② ペアになりなさい。 Make pairs. 

③ グループをつくりなさい。 Make groups. 

④ 歩き回って、相手を見つけなさい。 Walk around and find a partner. 

⑤ 役割を交代しなさい。 Change roles./ Switch roles.ch roles. 

⑥ やりたい人はいますか？ Any volunteer? 

⑦ 質問はありますか。 Do you have any questions?/Any questions? 

⑧ ヒントを 3つ言います。 I’ll give you three hints. 

⑨ あと 1分です。 One minute left./One minute more. 

Last one minute. 

⑩ もう 1分あげましょう。(延長しましょう) I’ll give you one more minute. 

⑪ もう一回。 Once more time./ Once again. 
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⑫ 終わりです。 Time’s up. 

⑬ やめなさい。 Stop now. 

⑭ 何ポイント取れましたか？ How many points did you get? 

 

☻☻ゲームや活動などで使う指示・確認～使えたら便利～☻☻ 

日本語 English 

① 〇〇が必要です。 You need 〇〇. 

② 机を動かしなさい。 Move your desks. 

③ 〇〇を片付けなさい。 Put 〇〇 away. 

④ 相手を変えなさい。 Change partner. 

⑤ 最初はだれですか。 Who’s first? 

⑥ ほかの人に見せてはいけません。 Don’t show it to anyone. 

⑦ カードを裏返しなさい。 Turn over your card(s). 

⑧ カードを集めなさい。 Collect cards. 

⑨ カードを持ってきなさい。 Bring me cards. 

⑩ だれが勝ちましたか。 Who won? 

⑪ 引き分けです。 It was a tie. 

⑫ グループで話し合いなさい。 Talk in your group. 

STEP３ 

★雰囲気を盛り上げたり、励ましたりする。 

☻ほめましょう！はげましましょう！！☻ 

日本語 English 

① その通り。正解です。 That’s right! 

② よくできました。 Good!/Great!/Good job！ 

③ 素晴らしい。いいね！ Wonderful!/Excellent!/Marvelous！ 

/Fantastic!/Perfect！ 

④ おめでとう。 Congratulations！ 

⑤ 拍手しましょう。 Let’s give a big hand. 

⑥ まちがえても大丈夫ですよ。 It’s OK to make mistake. 

⑦ よく挑戦したね。 Nice try!/Good try！ 

⑧ おしい！ Close!/Almost! 

⑨ 落ち着いて。 Take it easy./Relax. 

５ おわりに 

 外国語は、児童にとって身近とは言えない部分もあります。 

 ですから、まずは「わからない」という不安を少なくする工夫をしながら、自信をもって取り組める場面を意

識的に設定していくことが大切だと考えます。 

 一方で、インプットに偏らず、児童が自分の気持ちや考えを外国語で表したり、交流したりする時間をしっか

りと確保できるよう、単元や年間を通じてのバランスの良い授業づくりをしていけたらいいなと思っています。 

 指導者である私たちも楽しみながら、外国語の楽しさや面白さを児童に伝えていきたいですね。 


