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令和元年.7.24   
文責 別保小学校 瀬野 明奈 

第５・６学年 外国語  読むこと 目標 中学校 外国語 読むこと 目標 

ア 活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発 

音することができるようにする。 

 

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な 

表現の意味が分かるようにする。 

 

ア 日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれ

たものから必要な情報を読み取ることができるようにする。 

イ 日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれ 

た短い文章の概要を捉えることができるようにする。 

ウ 社会的な話題について、簡単な語句や文で書かれ 

た短い文章の要点を捉えることができるようにする。 

 

第５・６学年 外国語 読むこと 言語活動例 

(ア)  活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかやその文字が大文字であるか小文字

であるかを識別する活動。 

(イ)  活字体で書かれた文字を見て、その読み方を適切に発音する活動。 

(ウ)  日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲示やパンフレットなどから、自分が

必要とする情報を得る活動。 

(エ)  音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を、絵本などの中から識別す

る活動。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

読むこと 

小さい再生ボタン

は一文ごとに再生。 

大きい再生ボタン

は全文再生。 

読み上げている部分に

アンダーラインがつき

ながら、全文再生。 

2021 年度、中学校

で新学習指導要領

が全面実施 

→中学校での文字

レベルの指導に

ついては目標か

らなくなる！ 

→小学校で文字指

導を丁寧に！ 

 

 

We can には単元末に Story 

timeが記載されています。単

元ごとの話をつなげると、１

つのお話になっています。単

元で学習した表現を読む練習

ができます。①聞く ②内容

の確認 ③アンダーラインあ

りで聞く、発声 ④一人で読

むなど、段階的に取り組むこ

とができます。 

 

We canと Let’s tryのデジタル教材で、「お

どうぐばこ」から、「Hi, friends plus」を選

択すると、アルファベットのクイズをするこ

とができます。 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ミニカードの保管方法 

釧路町の先生方の活躍！ 

単元末のアクティビティなどで、児童の人数が多く充分なスペースが

ないため、活動などが制限されてしまうことがあるかと思います。富原

小学校の第４学年の児童は、たっぷりスペースのある音楽室でお買い物

ゲームをしていました。お店によって置いている文房具が違うので、この

単元で学習する Do you have a pen? と尋ねる必然性が出てきます。自分

の欲しい文房具を探そうと次々と質問する動機付けにもなりました。今

まで学習した表現を使い、体験的に学ぶことで児童の達成感にも結び付

けていました。           富原小学校 ４年 西田先生 

自ら子供たちに英語で質問をしたり、英語で自分のことについて話したりと、自然に英語を使うよう授

業のムードをつくっています。先生の姿を見て、子どもたちも自分の伝えたいことを何とかして伝えよう

とする姿が見られます。教室の後方に既習表現を掲示することで、既習した表現を Small Talk や Activity

などで使えるように工夫しています。                別保小学校 ６年 野田先生 

 教科書の後ろに附属しているミニカードをみなさんは、どのように 

保管していますか。子どもたちが自分のミニカードを忘れたり、無く 

したりして、ミニカードが使えないことがあるかと思います。 

 別保小学校では、春の段階で小サイズのジップロック一人一枚を購 

入します。そこに、切ったカードを単元ごとに束にして輪ゴムで止 

め、保管します。一枚のジップロックに全単元のカードを保管でき、

隙間の時間で簡単な復習もしやすいです。 

 

We canと Let’s try のデジタル教材で、「おどうぐばこ」から、

「チャンツ・ソング・ジングル」を選択すると、すべての単元の

チャンツや歌などに取り組むことができます。 

 また、「ジングル」は、Ａというアルファベットの読み方だけで

なく、Ａの発音の仕方とＡから始まる言葉の学習ができます。発

音の仕方が分かれば、始めて出合った単語でも予測して読むこと

ができるようになり、読む力の向上につながります。 

 文部科学省が作成している We can の学習指導案には、このジ

ングルを授業の末尾で使用するよう計画されています。A から Z

まで言えるようになったら、グループで順番に、「A a a apple」

と一人ずつ言っていくリレーなどを行うこともできます。 
 



【ＡＬＴとのコミュニケーション】  （※参考：小学校外国語活動・外国語研修ブック） 

もう一度言ってください。 Say it again, please. 

もう少し(ゆっくり/大きな声)で言って

いただけませんか。 

Could you speak (more slowly/in a louder voice)? 

英語で言ってくれませんか。 Could you say that in English? 

黒板に絵を書いてください。 Please draw the picture on the blackboard. 

歩いて回って児童を手伝ってください。 Please walk around and help the students. 

手伝ってくれますか。 Could you help me? 

児童にこれらの基本表現を使ってほしい

です。 

We want the students to use these basic phrases. 

この単元の最後には自己紹介ができるよ

うになってほしいです。 

At the end of this unit we want the students to be 

able to introduce themselves. 

どう綴るのですか。 How do you spell it? 

どう発音するのですか。 How do you pronounce it? 

児童はこれらの単語を知りません。 The students don’t know these words. 

もう少し簡単な英語で言っていただけませんか。  Could you speak in simpler English? 

ゲームをかえた方がいいと思います。 I think we should change the game. 

５年生にとってはよくないと思います。 I don’t think it’s good for the fifth graders. 

小学校に９時に来てください。 Please come to A Elementary School by 9 O’clock. 

今日のスケジュールを変更しました。 Today’s schedule has changed. 

今日は４時間授業があります。 You have four classes today. 

２，３，５，６時間目に授業があります。 You have classes is the second, third, fifth, and 

sixth periods. 

６年２組の授業は２時間目です。 Grade six, class two will be in the second period. 

今日の授業は４０分です。 The classes are forty minutes today. 

１０分後に授業が始まります。 The class will start in ten minutes. 

１２時２５分に授業が終わります。 The class will finish at twelve twenty-five. 

この児童は特別な支援が必要です。 This student has special needs. 

この児童は自閉症です。 This student has autism. 

  

  



 

 

  

外国語活動巡回指導だより NO.8 

 

 

 

 

   令和元年. 12.9 
文責 別保小学校 瀬野 明奈 

第３・４学年 発表 第５・６学年 発表   中学校 発表 

ア 身の回りの物について、人前で実 

物などを見せながら、簡単な語句や

基本的な表現を用いて話すようにする。 

イ 自分のことについて、人前で実物 

などを見せながら、簡単な語句や基本

的な表現を用いて話すようにする。 

ウ 日常生活に関する身近で簡単な 

事柄について、人前で実物などを見

せながら、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

用いて話すようにする。 

ア 日常生活に関する身近で簡単な 

事柄について、簡単な語句や基本的

な表現を用いて話すことができるよう

にする。 

イ 自分のことについて、伝えようとす 

る内容を理解した上で、簡単な語句

や基本的な表現を用いて話すことが

できるようにする。 

ウ 身近で簡単な事柄について、伝え 

ようとする内容を理解した上で、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。 

ア 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 

できるようにする。 

イ 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ようにする。 

ウ 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 

ようにする。 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

話すこと（発表） 

 4 年生の Unit６ オリジ

ナルピザを作る単元です。

ピザの具材を 

What do you want?  

I want tomato, please. 

の表現を使って集め、生地

の上にそれぞれトッピング

します。それを、見せながら

友達に何の具材をトッピン

グしたか I have__.の表現

を使って紹介します。 

 

 第５・６学年は、単元の終わりにポスターセッションをす

ることが多いです。絵をつけると、聞いている相手が分かり

やすくなります。該当する絵を指さしながら話すことで、話

している内容を理解することにもつながります。 

 

↑遠矢小学校第４学年の児童がトッピングした

ピザです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31中学校 全国学力・学習状況調査の問題を解いてみましょう！ 

 

過去形は第 6 学年 Unit5 で学習します。In などの前置詞は

第 5 学年 Unit6 で学習します。 

このように、ただ文を書く・読む・文の意味を問うような問

題はほとんどなく、学習したことを活かして読み取り、正しい

絵やグラフを選ぶ問題が多い傾向です。同じようにリスニング

問題でも、聞いた情報を表す絵やグラフを選ぶような問題が多

く出されています。 

「思考力・判断力・表現力等」を働かせることが求められて

いることが分かります。 

大学入試英語成績提供システム 延期！！！！ 2024年度導入を目指す。     

 

 

 

 

 

背景としては、住む地域や家庭の経済状況によって、試験を受けられない受験生が不利になるという

点が指摘されたことがあげられます。 

〈大臣メッセージ〉 ※文部科学省ホームページより  令和元年 11 月 1 日 

皆様に、令和２年度の大学入試における英語 民間試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」

の導入を見送ることを お伝えします。… 

大学入試における新たな英語試験については、新学習指導要領が適用される 令和６年度に実施する

試験から導入することとし、今後一年を目途に検討し、結論を出すこととします。 

 

アンダーラインが引いて

あるのは、小学校で音声レ

ベルの学習をした単語や表

現です。施設名は第 5 学年

Unit6 から、can は第 5 学

年 Unit５から学習していま

す。 

このような単語や文法を

問う問題はこの年度では 3

問でした。 

 


