
Let’s Try “Small Talk”. 

1.“Small Talk”ってなに？※Small Talk「おしゃべり」「世間話」「雑談」 

文科省の資料では･･･ 

Small Talk とは、高学年新教材で設定されている活動である。2 時間に 1 回程度、帯活動で、あるテーマのもと、指導者

のまとまった話を聞いたり、ペアで自分の考えや気持ちを伝え合ったりすることである。また、5 年生は指導者の話を聞くことを中心

に、6 年生はペアで伝え合うことを中心に行う。 

（引用）小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 実習編 P.130 

 

Small Talk を行う主な目的は、 

（１）既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図ること、 

（２）対話の続け方を指導すること、                   の２点である。 

（引用）小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 授業研究編Ⅱ P.84-85 

Small Talk を行う際は、誰かになりきって話したり、役を演じて擬似的な対話をしたりするのではなく、指導者や児童が自分自

身に関する本当の出来事や気持ちなどについてやり取りする。そのような表現内容の授受を楽しむ中で、児童が既習表現を想起

できるような指導・援助を行い、既習表現や対話を続けるための基本的な表現の定着を図ることを大切にする。 

（引用）小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 授業研究編Ⅱ P.85 

と書かれています。 

２．Small Talk ってどう進めるの？ -基本形- ※small talkは授業開始時（挨拶語）に行う。 ※６年生の場合 

１ 教師の Small talk (Teacher’s talk) HRT or HRT＆ALT 

 

 

      Teacher’s talk →  

 

 

 

「何を話していたかな？」（児童のつぶやきをとりあげながら概要を掴む。） 

 

 

既習事項の定着 

対話の継続法 

ねらい①Small talk のトピックを提供する。 
（子どもがある程度内容を理解できる内容） 

ねらい②Small talk で使う表現をさりげなく取り上げる。 
（既習事項＋本時のターゲット表現） 

ねらい③児童がスモールトークできるか確認する。 

必要表現や語彙（イラスト） 

は黒板にはっておく 
写真やイラスト、実物で関心 

を引きつける。 

※基本的には５年生はこの繰り返し。先生とのやりとりを。 
様子を見て、児童同士のやりとりを導入してもいいかも！ 

先生と児童のやりとりを聞かせ尋ね方や答え方を確認させる。 

↓ 

クラス全員で１人の児童に質問したりして表現に慣れさせる。 

Teacher’s talk を考えるのが大変じゃないか！！ 

①小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 実習編 P.130 を参考に！※You Tube で音声を聞くことができます。 

②Small talk 関連の本を準備する。 

③ALT を活用する。 （ショートスピーチを準備してもらう。英文を添削してもらう。） 



２ 児童同士の Small talk (１回目)  ※最初は短い時間で初めて、目標タイム２分に近づけていきましょう。 

 

Hello. / How are you? / 自己紹介 / 握手 /  High-five, High-ten (ハイタッチ)  

 

３ 中間評価 (Small talk1 の振り返りと Small talk2 の準備) 

●「言いたかったけど、言えなかった表現はありましたか？」  

→ 「どうやって言えばいいかな？」～英語表現を既習表現から一緒に考える～ 

→Small talk2で活かせる表現を取り扱う。 

 

●「対話を続けることはできましたか？」  

→ 対話の継続法の指導（コミュニケーションのポイント） 

 

【対話をつなぐ】 

①反応する。   Me, too. / You, too. / Rally? / Maybe. / Pardon? / Well… / I don’t know. / Sorry. / I see. 

②質問する。   How about you? / How was it? / When? / Where? / With who? / Why? 

③繰り返す    C1 : I like soccer.  C2 : Oh, you like soccer? Me, too. 

④感想を言う。 Sounds fun! / That’s great. / It’s exciting! / Good idea. / Perfect! / You look happy. 

【対話をつなげる】 

①質問の答え+１文  C1 : Do you like dogs?  C2 : Yes, I do. But I don’t have dogs. 

②自分のことを言ってから質問する。 C1 : I like spring. What season do you like?  C2 : I like summer. 

③同じ質問を相手にもする。 C1 : Do you like soccer?  C2 : Yes, I do. Do you like soccer? 

 

●「よくできたところ、次に頑張るところはどこかな？」（ペアで振り返り、モデルペアのモニター）  

→ Small Talk2 への課題 

 

４ 児童同士の Small talk２ 

 

Thank you. / Nice talking with you. (お話できてよかった。) / Talk you later.（また後で話そうね。） 

握手 /  High-five, High-ten (ハイタッチ)  

 

（５ 振り返り） 

Q.HRT も答えられないときは!？ 

A.調べる 

(辞書・パソコン・スマホ・タブレット) 

 

Q.それでもわからないときは！？ 

A.次回まで調べてくることを前提に日

本語を使わせましょう。仕方ない！ 



 

 

 

先生がんばれ！ 

ああやって 

答えるんだ！ 

間違えてもいいんだ！ 

何か知っている英語を言ってみよう！ 

３．Small Talk で大切なこと 

①結果を急ぎすぎない。  

すぐには定着しません。同じ話題を繰り返し行っても OK。（話す内容を増やす、新しい英語表現をプラスするなどレベルアップ

を少しずつ図る。）児童の言語を習得する力は私たちが想像する以上に優れている！まずは挑戦させてみましょう！ 

②さりげない訂正。      

C : I like dog.  

T : Oh, you like dogs.  

C : Yes, I like dogs. 

 

③HRT が子どものモデルになる。  

担任の先生が英語がわからなくて困っている。でも頑張ってそこを乗り越えようと 

四苦八苦する姿を見せることが大事だと思います。そして楽しんで英語を使って 

いる姿を見せましょう。先生が子どもたちの英語学習者のモデルになるのです！ 

 

 

 

 

 

 

 

☆今回の発表や普段の授業作りで参考にしている本・資料・サイト☆ 

●明治図書 小学校英語サポート BOOKS 『身近な話題で楽しく話せる！Small Talk月別メニュー88』 山口美穂 

●明治図書 小学校英語サポート BOOKS 『英語教師のための Teacher’s Talk & Small Talk入門』 瀧沢 広人 

●小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 授業研究編Ⅱ 

●学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック 実習編 

●明治図書 『小学校 外国語活動・外国語授業づくりガイドブック』 菅 正隆 

●明治図書 『“Let’s Try1&2 の授業＆評価プラン”』 菅 正隆 （We Can!1 / We Can!2 Ver.もあります。） 

●東洋館出版社 『基本がわかる 外国語活動・外国語科の授業』 外国語活動・外国語科実践研究会 

●明治図書 『最強の外国語活動 ペア＆グループワーク 41』 西林慶武  

●明治図書 『英語が話せない先生のための小学校外国語指導の教科書』 江尻寛正 

●明治図書 『絶対成功する！外国語活動・外国語５領域の言語活動＆ワークアイデアブック』 瀧沢広人 

●明治図書 『小学校英語コミュニケーションゲーム 100』 加藤拓由 

●明治図書 『小学校 英語 指導スキル大全』 坂井邦晃  

●『りょうさかさんと 教育と子育て情報を紹介するブログ』 https://www.ryosaka.com/ 

●『パンダ先生の四苦八苦』 http://pandasensei.hatenadiary.com/ 

●You Tube – 『文部科学省 / mextchannel』 


