
 Encourage   
 

  

 小学校を巡回する中で、外国語の授業で楽しかったゲームを紹介します。機会があればご活用ください。 

 

「どんじゃんけんゲーム」 

 

    ①対象      小学校 低学年 中学年 高学年 

    

    ②人数      ４～１０人程度のグループ 

            ゲームを行うのは、２人（グループで） 

      

     ③英単語     英単語なら何でも大丈夫。 

      

     ④準備物     使用する英単語のフラッシュカード 

               使用する英単語のミニカード 

                （グループに一つ必要） 

 

     ⑤ルール 

     １：黒板に使用する英単語のフラッシュカードを貼っておく。 

       先生はグループに英単語のミニカードを配る。  

        二つのグループで対決することを伝える。 

      

     ２：一列に並べた机の上にミニカードを並べる。 

     各グループは机の両端に並ぶ。 

      

     ３：指導者の合図で各グループの先頭は、ミニカードを端から順にタッチしつつ、その単語を言いながら 

中央に進む。 

 

     ４：相手に出会ったところで、じゃんけんをする。 

 

      勝ったら、そのまま相手の陣地に進む。 

     負けたら、自分の列の後ろに並び、次の児童が同様に端から絵カードをタッチして、中央に進む。 

    端にたどり着いたグループに 1ポイント。 

制限内の時間で勝負を決める。 

 

（ パンダ先生の四苦八苦 ～小学校の外国語活動～    

https://pandasensei.hatenadiary.com/ より） 

 

 

「ナンバー カテゴリーズ」 

   

〇紹介 

 この'Fizz Buzz'スタイル（言葉遊び）のゲームは、数字や単語のカテゴリ 

ーの復習に役立ちます。 

 

〇手順 

野菜、色、副詞など、生徒に復習させたいカテゴリーのリストを黒板に書き 

ます。 

 

生徒全員で立ち上がり、円を作ります。 

 

生徒は円の順番に 1から始まり 20で終わるように数を数えます。 

  

「20」と言った生徒は、黒板のカテゴリーから選び、1つの数字をそのカ 

テゴリーの単語に変えます。 

例えば、その生徒が野菜のカテゴリーを選んだ場合、その生徒は5番の数 

字を「キャロット」と言います。 

 

次の生徒は 1番から始めます。 

生徒の課題は、1から 20まで数えながら、どの単語がどの数字を表してい

るかを覚えることです。「20」と言っ 

た生徒は、さらに 1つの数字を野菜に変えます。 

 

数字の代わりに言葉を言い忘れたり、言うべき数字を忘れたりした場合は、ゲームから外れます。 

 

最後に残った生徒がゲームに勝ちます。 

最初に「20」と言った学生がゲームのカテゴリーを選択して、何回かプレイすることができます。 

また、ゲームを短くしたり長くしたり（簡単にしたり難しくしたり）するために、数字の量を変更することもでき 

ます。また、10の倍数、30から 50までの数字、１月から１２月の月の名前など、他の語句のセットを練習する 

こともできます。 

 

 

 

  （TEACHTHIS ESL/EFL RESOURCES   

https://www.teach-this.com/ より） 
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●アクティビティ・タイプ 

 リスニング・スピーキング 

 

●フォーカスする言葉 

 数・カテゴリーの単語 

 

●ねらい 

 数や言葉のセットを練習する 

 

●準備 

 不要 

 

●レベル 

 どのレベルでも可 

 

●時間 

 １５分 



 文部科学省の学習評価解説動画まとめの続きです。ご参考にしていただければと思います。 

                    ［英語情報Web（ https://eigojoho.eiken.or.jp/blog/20200710-02 ）より］ 

 

〇「思考・判断・表現」について 

・使う語句や表現が教師によって決められている言語活動  →  児童の「思考・判断」はない 

 

・例えば、初めて日本に来たALTに、「学校のすてきなこと」、「地域の素敵なこと」を伝えようとするなどの 

 目的・場面・状況を設定する。 

   子供が考えて発言する場面がある  → 「思考・判断・表現」の活動 

 

※ 「目的、場面、状況」に応じて、適切に言葉を使っている様子がみられるかどうか。 

 

〇「主体的に学習に取り組む態度」について 

 評価規準は、「思考・判断・表現」「～している」と比べて、対になっている。表現上は、文末に「～しようとしてい 

 る。」という言葉が追加されているだけ。 

 

学習指導要領外国語の目標（３）「学びに向かう力、人間性等」・・・文化に対する理解を深め、 

                               他者に配慮しながら、 

                               コミュニケーションを図ろうとする 

 

※「思考・判断」と「主体的態度」は一体的に評価することができる。 （別々にみとる場合もありうる） 

 

 

 「主体的に学習に取り組む態度」の評価の観点 

① 粘り強く取り組む 

② 自らの学習を調整する 

 

 ・①と②の両面が必要である。 → 育成に時間がかかる 

 

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 

小学校 外国語・外国語活動   ｐ１０より） 

 

 

※ 評価規準とは「目標を実現しているこどもの具体の姿」のこと。 

そういう姿を目指して、授業で指導していく。 

 

      

右のシートは、評価に関わって、開隆堂版中学校外国語教科書編纂者の一人でもある、北原延晃先生の小学校６年

生用Can-Doリストです。学習者自身ががどのように感じて学習しているかを、継続的に記録・確認していくための

チェックリストです。9割の児童が「できている」と答える部分の学習については、省力し、苦手に感じている部分を

意識して指導していきます。何かの機会に回答させてみてはいかがでしょうか。 

 

小学６ 年生Can-Do 調査用紙児童用（ 英検５ 級レベル） 

６ 年（     ） 組（     ） 番（                ） 

各項目(かくこうもく)の中で「あてはまる」「だいたいあてはまる」と思うものを選んで右の空欄（ くうらん） に

○ をつけてください。 

 

 読む  

１ アルファベットの大文字と小文字が読める。ABCDEFGHIJKLMNOPQR....abcdefghijklmnopqrst....  

２ アルファベットが順番どおりに言える。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

 聞く  

１ 初歩的（ しょほてき）な語句や決まり文句（ もんく）を聞いて理解することができる。 

(Three books. / I don't know. / Here you are.など） 

ｽﾘｰ ﾌﾞｯｸｽ  ｱｲﾄﾞﾝﾄﾉｳ     ﾋｱﾕｰｱｰ 

 

２ アルファベットを聞いて、どの文字かを思い浮(う)かべることができる。  

３ 日常生活の身近（ みぢか） な単語を聞いて、その意味を理解することができる。 

( 例：dog / eat ) 

ﾄﾞｯｸﾞｲｰﾄ 

 

４ 曜日、日付、天候を聞き取ることができる。(例： Monday, September 14, cloudy ) 

ﾏﾝﾃﾞｰ   ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ   ｸﾗｳﾃﾞｨ 

 

５ 日常生活の身近な数字を聞き取ることができる。（ 電話番号、時間、年齢など）  

６ 日常的なあいさつを理解することができる。(例： How are you? / Nice to meet you. ) 

ﾊｱｳｱｰﾕｰ    ﾅｲｽﾄｩ ﾐｰﾄ ﾕｰ 

 

 話す  

１ アルファベットを見てその文字を発音することができる。  

２ 日常生活の身近な単語を発音することができる。（ 例： dog / eat / happy） 

ﾄﾞｯｸﾞ ｲｰﾄ ﾊｯﾋﾟｰ 

 

３ 日常生活の身近な数字を言うことができる。（ 電話番号、時間、年齢など）  

４ 簡単なあいさつをかわすことができる。（ 例： Good morning. / Good night. ） 

ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾞｯﾄﾞﾅｲﾄ 

 

５ あやまったり、お礼を言ったりすることができる。（ 例： I'm sorry. / Thank you. ） 

ｱｲﾑ ｿﾘｰ  ｻﾝｷｭｰ 

 

６ 日常生活の身近な話題について、Yes / No で答える質問に答えることができる。 

（「好き」「嫌い」など） 

 

７ 日常生活の身近な話題について、What, Who, Where, When, How などで始まる質問に 

ﾜｯﾄ  ﾌｰ   ｳｪｱ  ｳｪﾝ   ﾊｳ 

短く簡単に答えることができる。( Where do you live? - In Rausu.など） 

ｳｪｱ ﾄﾞｩ ﾕｰ ﾘﾌﾞ ｲﾝ ﾗｳｽ 

 

８ ３ ～ ５ 文で自己紹介や家族・友達紹介ができる。  

９ 友達と２ 行の簡単なペアワーク（ 対話） ができる。  

 書く  

１ アルファベットの大文字と小文字が書ける。  

 


