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１ ロールプレイの手法  
Example!     Ice Cream Van 

店員: Hello, what would you like 

客 : Hi. Can I have a chocolate ice cream, please? 

店員: What size? 

客 : Double, please. 

店員: Cone or cup? 

客 : Cone please. 

店員: Here you are. That’s ＄1.50, please. 

客 : Thanks, here you are. Bye! 

 

   

① 先生がデモンストレーション（客と店員両方やって見せる） 

② 子どもたちからボランティアを募る（必ず簡単な方をやらせる！） 

③ ドリル（反復練習） 

長い表現を覚える時に有効な Back Chaining という手法！これ簡単ですごい！ 

④ ペア・少人数でロールプレイ 

 

・選択肢を持たせることで、「やりたい！」「言いたい！」という意欲が生まれる 

・先生の手助けで、安心感を持たせることが重要 

・少しずつスモールステップで積み重ねる 

・ピクチャーなどの小物で、意味を手助け 

・音楽などで雰囲気作り 

 

ココで使える！ 

Hi, Friends! 

 

HF1 lesson 9 “What would you like?” 

HF2 lesson 5 “Let’s go to Italy.” 

HF2 lesson 7 “We are good friends.” 

We Can! WC1 unit 6 “I want to go to Italy.” 

WC1 unit 8 “What would you like?” 

 
 

鉄
則 

たとえばこんな会話をもとに、    

の表現を身に付けさせたい時は…？ 

選択肢がある会話 

だと意欲 UP！ 
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２ 絵本の活用   

 
 

① おぼえさせたい単語は事前に確認 
先生の後にリピート  
↓ 
一緒に順番に言う 
↓ 
歌で定着 
 

② 先生⇔子どもで練習 
（テニスゲーム等で）  

③ 子ども⇔子どもで練習 
（テーブルテニスゲーム等で）  

④ 絵本を英語で読み聞かせ 
・練習した言葉は子どもに言わせる 
・一緒に言えそうなものは言ってもらう 
・ジェスチャーを入れる 
・難しい言葉は日本語で確認  
 

⑤ 物語について考えさせるような質問を！ 
 
 

 
※ 最後に物語に出てくる単語を練習するゲームをするのもアリ 
“I don’t like”をさがせ！ 
① ペアに絵本に出てくる物（はらぺこあおむしなら食べ物）について Do you like で尋ねる 
② Do you like ○○? / Yes, I do! → 他に好きなものを聞く 
  Do you like △△?/  No, I don’t → 終了！  

  ③ ※教室に紹介 
    He/She doesn’t like□□. 

  

 

 

 

・事前に単語を教えておくことで、児童の聞くスキルを伸ばす 

・表情やジェスチャーで楽しみにながら英語を聞く機会を作る 

・内容を理解させて、子どもを話に巻き込む！ 

・物語の後に、その物語について考えさせるような質問を！ 

 

ココで使える！ 

Dear Zoo 

Bark George 

 

In the Autumn Forest 

Good Morning 

Lesson 7 “what’s this?” 

Lesson 8 “what do you want to be?” 

 

 

Lesson 6“what time do you get up?” 

3年 unit7 “this is for you” 

6 年 unit8”what do you want to 

be?” 

3年 unit9”who are you?” 

4年 unit9”this is my day.” 

 

鉄
則 

『はらぺこあおむし』なら… 

①曜日の言い方を確認 
 
 
 
 
 
 
②先生⇔子どもで曜日を練習 

 
③子ども⇔子どもで曜日を練習 
 
④やっとはらぺこあおむし読み聞かせ 
・曜日は言わせてみよう 
・食べ物の名前いえそう？ 
・hungry/stomach ache/small/big 
・what’s cocoon?→ さなぎだよ～ 
 
⑤「あおむしは、何種類のものをたべ

た？」 

他には… 

Where’s Spot? Bear Hunt 

Dear Zoo  Bark George 

などのちょうどいい教材絵本が市教委にある！（らしい） 

Hi! friends 新教科書 
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３ アルファベット読み書き 

① ○読 クラス全体で確認 

・黒板に大文字カードを貼って置き、小文字カードを合わせていく 

② ○読 小グループで活動 

・マッチングゲーム（全部表にして、大文字・小文字のカードをあわせていく） 

・神経衰弱ゲーム（全部裏にして、…） 

③ ○書 ペアで活動 

・エアーライティング（空書き。教師は鏡の向きで書くことがポイント！） 

・ペアで背中に書く（何がかかれているカナ～） 

・やっとワークシート！ 

・エアーライティングは up/down/left/right/round/dot/stop を言いながら 

・大きくはっきり鏡文字！ローマ字学習にも使える 

・l-i-jや h-n-rなど、混同しやすい文字に集中して学ぶ 

※フォニックスは新教材にも登場。身に付ければ、８０％の単語は読める 

 
 
４ 歌を覚えさせる手法 
    

 

① 歌詞無し メロデイのみを聞く 

② 歌詞無し ラララで一緒に歌う 

③ 歌詞有り 聞くだけ（歌わない） 

④ 「何が聞こえた？」←言えたらほめる 

⑤ 歌の中の言葉を練習 

⑥ 歌詞を確認（意味の確認も忘れずに） 

リピートさせたり、交互に言わせたり 

⑦ 歌完成！ 

 

 

・必ず「意味」にも焦点を当てる。それを抜かすと単語や表現を学べない 

・チャンツも活用しよう 

 

ココで使える！ 

The Colour Song 

Father Finger 

Lesson 5 “what do you like??” 

Lesson 2 “When is your birthday?” 

 

 

3年 unit4 “I like blue.” 

3年 unit2 ”How are you?” 

5年We Can 1 unit8 

”who are you?” 

他にも 
Head, shoulders, knees, and toes 
If you’re happy and you know it 

One finger, one thumb 

Five little ducks 

などの曲 

聴く＆発音のスキル UP 

鉄
則 

鉄
則 

Hi! friends 新教科書 
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No, I cant… 

５ 新教材の指導例 
５年生 we can!1 unit5 “She can run fast. He can run jump high!” 

 

「できるものに○をつけて、インタビューしましょう」 

「自分の予想と相手の答えが当たるかな？」 

 

ありえる失敗… 

                              
 できないことだらけで、面白くない… 

 

「身分証明証を作って、インタビュー」 架空の人物になりきって、インタビューをしよう！ 
                       

①名字→好きな野菜、名前→好きな果物とし、架空の名前を作る 

（例：Hello, my name is PEACH POTATO!） 

②年齢は、誕生日の日 

（例：I am 9 years old!） 

③架空の自分でインタビュー 

S1: hallo, my name is BANANA CARROT! What’s your 

name? 

S2: hallo, my name is ORANGE EGG PLANT! How old are 

you? 

S1: I am 1 years old. How old are you? 

S2: I am 30 years old. Can you ・・・・・ 

   

・できることはすくなくとも３つ決める 

・自分はできなくても Yes, I can.と言える 

・予想が当たったらうれしい 

Can you play the piano? 

Can you play baseball? 

No, I can’t… 

 

 

 

 

NAME:                        

AGE:                        

 

９ 

 


