
第５学年１組 外国語科学習指導案 

授業提案者 荒川 ひかり 

１ 単元名 

This is my sister. 人物紹介 

 

２ 単元の目標 

⑷話すこと[発表]ウ ⑸書くことイ 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

身近な人やあこがれの人を紹介する

ために、できることや得意なこと、特

徴等を表す語句や表現について理解

し、それらを話したり、例文を参考に

して、書いたりすることができる。 

 身近な人やあこがれの人を紹介

するために、相手に伝わるように、

伝える内容を整理して、自分の思 

いや考えを含めて話したり、書い 

たりすることができる。 

 身近な人やあこがれの人を紹介

するために、これまでの学習を生か

し、相手に配慮しながら、自分の思

いや考えを含めて話したり、書いた

りしようとする。 

 

３ 単元の評価規準  

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①
話
す
こ
と[

発
表]

 

〈知識〉得意なことや特徴、

He/She is~. He/She is good at~.

等の表現について理解している。 

〈技能〉得意なことや特徴等の表

現を用いて、自分の思いや考えを

含めて話す技能を身に付けてい

る。 

 身近な人やあこがれの人を紹介

するために、相手に伝わるように、

得意なことや特徴等について、自

分の思いや考えを含めながら、伝

える内容を整理して話している。 

身近な人やあこがれの人を紹介

するために、学習したことを生か

し、相手に配慮しながら、自分の思

いや考えを含めて話そうとしてい

る。 

②
書
く
こ
と 

 

〈知識〉得意なことや特徴等の表

現について理解している。 

〈技能〉得意なことや特徴等の語

句や表現について、例文を参考に

して、書く技能を身に付けてい

る。 

 身近な人やあこがれの人を紹介

するために、得意なことや特徴等

について、相手に伝わるように、

音声で十分に慣れ親しんだ語句や

表現を用いて書いている。 

身近な人やあこがれの人を紹介

するために、得意なことや特徴等に

ついて、相手に伝わるように、音声

で十分に慣れ親しんだ語句や表現

を用いて書こうとしている。 

 

４ 単元について                   ５ 子どもについて 

 本単元は、自分にとって身近な人やあこがれの人を

紹介し合う活動をとおして、互いの思いや考えを尊重

しながら、主体的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度を養うことをねらいとしている。 

 本単元は、身近な人やあこがれの人といった第三者

に目を向け、その人のできることや得意なこと、特徴

を伝え合うことで、より仲間と分かり合えるきっかけ

を生むことができる単元である。また、既習の“can”に

加え、得意なことを表す“be good at~”、特徴を表す

“kind”等の表現を用いることで、伝えたい人物の人と

なりを伝えるだけでなく、子どもの英語表現を広げる

ことにもつながる。 

本単元は、伝えたい人物のよさが聞き手に伝わるよ

うに、仲間と表現を高め合いながら工夫して伝え合っ

たり、互いの考えを認め合ったりする態度の育成が期

待でき、本校がめざす協働力を育むうえで意義深い。 

 子どもは、チャンツや会話等をとおして英語に慣れ

親しみ、日課等の自分に関することやおすすめする国

の魅力等を伝え合ってきた。仲間のできることを紹介

する単元では、互いのことを知り、よさを認め合う姿

も見られた。書く活動においては、書く際のルールを

意識して、大文字や小文字を４線に正しく書き写すこ

とができるようになってきた。 

外国語科学習においては、既習表現を生かして話の

内容を推測したり、会話に取り入れようとしたりする

ことや、仲間と教え合いながら協力して言語活動に取

り組むことができつつある。一方で、既習表現を生か

して表現する力には個人差も見られ、自信をもって自

分の思いや考えを伝えるまでには至っていない。ま

た、与えられた英語をただ発話するだけの一方的な表

現にとどまらぬよう、相手意識をもってコミュニケー

ションを図ることについては、指導を継続している。 



６ 子どもが「学びをつなぐ」ための学習指導 

○ 研究内容１：子どもがこれまでの学びを生かすための手立て 

 毎時間の導入において、既習表現を生かしたスモールトークを行うことで、これまでの学習と結び付けながら

内容を推測させ、本時必要となる表現に気付かせるようにする。また、それらの表現の提示方法を工夫すること

で、子どもが学んだことを手がかりとしながらやり取りや発表、書く活動に生かすことができるようにする。 

本時は、既習表現に加え“kind”等の性格や特徴を表す新出表現を取り入れたスモールトークを行ったり、語順や

文の順番について、提示方法の工夫をしたりすることで、言語活動に生かせるようにしたい。 

○ 研究内容２：仲間と共に学びをつなぐ言語活動の在り方 

 発表会（学年での My Hero ポスターセッション）という単元ゴールを設定し、個人スピーチを４人チームでの

発表とすることで、仲間と協力しながら表現を高め合えるようにする。また、チームの仲間を紹介する活動を設

定し、互いのよさを認め合うことで、表現を高めるとともに、自信をもって話すことにつなげる。 

 本時は言語活動として、身近な学級の仲間のよさを紹介する活動を設定する。その活動で、紹介する相手を知

るために必然性のあるやり取りをしたり、自分の思いや考えを加えてどのように紹介するかをチームの仲間と教

え合ったりする姿を期待する。その過程をとおして、伝え合う楽しさや表現の高まりを実感できるようにしたい。 

 

７ 単元指導計画（７時間）  

段階 主な学習活動及び学習内容 主な教師のかかわり 知 思 態 

 
 
生
み
出
す 
⑴ 
 

１ 単元ゴールを設定し、単元ゴー 

ルのイメージをもつ。 〈１時間〉 

 〇 担任によるMy Hero紹介 

 〇 人物クイズ 

 〇 単元ゴールと学習計画 

 

 

 

○ ポスターを提示し、既習表現を生かしながら、あこが

れの人を紹介するスモールトークを行うことで、単元 

ゴールのイメージを確認するとともに、本単元への興

味・関心を高めることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

挑
む 
⑷ 

２ 得意なことを尋ねたり答えたり 

し、第三者を紹介する。〈２時間〉 

〇 得意なことを尋ねたり答えた

りするやり取り⑴ 

〇 家族の得意なこと紹介⑴ 

 

３ 性格や特徴を表す表現を加えて 

第三者の紹介をする。   〈２時間〉 

〇 様々な表現を生かした仲間の

紹介⑴ 

〇 スピーチの表現づくりとポス

ターづくり⑴ 

〇 既習表現を生かしたスモールトークを行うことで、こ

れまでの学習と結び付けながら内容を推測させ、本時必

要となる表現に気付くことができるようにする。 

〇 スモールトークで用いた表現について、語順や文の順

番について、提示方法の工夫をすることで、言語活動に

生かすことができるようにする。 

〇 仲間の魅力を紹介する活動を設定することで、自分の

思いや考えを加えてどのように伝えるかを、チームの仲

間と教え合いながら表現することができるようにする。   

 

〇 本単元では、慣れ親しんだ語句や表現を生かし、例文

を参考にしながら書き写す活動を毎時間設定する。そし

て、タブレット型端末等で共有した書く際のルール等を

基に、書いた表現をチームで確認させることで、ポスタ

ーづくりにつなげるようにする。 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 
生
か
す 
⑵ 
 

４ 発表会に向けて、チームでス 

ピーチの表現を見直し、発表の準

備をする。             〈１時間〉 

  〇 発表練習と表現の見直し 

 

５ 学年で発表会をする。〈１時間〉 

 〇 スピーチの発表 

 〇 単元のふりかえり 

〇 発表会に向けて、個人で考えた表現をチームで助言し

合いながら改善させることで、相手意識をもち、伝える

内容や伝え方を工夫することができるようにする。 

 

 

 

 

 

〇 学年での発表会の際に、発表に対しての感想を伝え合

う場を設定し、相手からの反応をもらうことで、自分た

ちの表現をふりかえったり、相手に伝わる喜びを実感し

たりすることができるようにする。 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

本時 

3/4 

記録に残す評

価は行わない

が、目標に向け

て指導を行う。 

行動観察 
記述分析 

記述分析 

 

行動観察 
行動分析 

 

単元ゴール ５年生みんなでの My Hero ポスターセッション（最高学年に向けて、学年の
仲間のことを知って絆を深めるために、学年の仲間に伝わるように、作成したポスターを
使って、チームで協力して My Hero を紹介し合う）。 

スピーチの例  

Hello. This is my hero. She is my grandmother. She 

can play shogi. Can you play shogi? She is good at 

cooking. She can make delicious sweets. She is good 

at knitting. She is kind and cheerful. Thank you. 

行動観察 
記述分析 



身近な仲間のよさが伝わるように、仲間の得意なことや性格、特徴等について伝える内容を整理し、自分の

思いや考えを含めながら話している。            （思考・判断・表現①）【行動観察・記述分析】 

８ 本時の目標 

 

 

９ 指導過程 

学習活動及び学習内容 教師のかかわり  

１ スモールトークから、本時のゴールイメージを確

認し、本時のめあてを設定する。 

 ○ スモールトーク 

 

 

 

 

 

         

 

○ 本時のめあて          

 

 

 

２ チャンツやペアトーク等で既習表現や新出表現に

慣れ親しむ。 

 〇 得意なことを尋ねたり答えたりする表現 

 〇 性格や特徴を表す表現 

  （active /cheerful / friendly / smart/ kind 等） 

３ 仲間のよさが伝わるように、伝える内容や表現を

整理して、仲間を紹介し合う。 

 〇 紹介する仲間にインタビュー 

 〇 個人で表現づくり 

 〇 チーム内での教え合いと発表 

 〇 代表の発表視聴とよいところの共有 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 紹介した仲間の性格や特徴を考え、褒め言葉を 

カードに書き写し、カードを贈る。 

 〇 個人で書く活動 

 〇 仲間との見直し 

 

５ 本時の学習をふりかえる。 

 〇 ふりかえりの視点 

  ・ 仲間の紹介で工夫したこと 

  ・ 仲間のよかったところ 

  ・ これまでと比べてできるようになったこと 

  ・ 単元ゴールに向けてがんばりたいこと 

○ 単元ゴールである「学年での My Hero ポスター

セッション」に向けて、本時の学習の「目的」、「場

面や状況」を確認することで、見通しをもつことが

できるようにする。  

 

 

 

 

 

 

○ 既習表現に新出表現を取り入れたスモールトー

クを子どもと行い、仲間の紹介に生かせそうな表現

に気付かせることで、本時の言語活動に生かすこと

ができるようにする。 

〇 前時までに学んだ表現やスモールトークで出て

きた表現を生かして、チャンツやペアトークで発話

する機会を多く設定することで、仲間の紹介に生か

すことができるようにする。 

 

○ 学級の仲間の魅力を紹介する活動を設定するこ

とで、相手を知る必然性をもたせ、相手意識をもっ

てやり取りをすることができるようにする。 

〇 仲間の紹介の仕方に悩んでいる子どもには、表現

の絵カードを基に、どの表現が使えそうかを選ばせ

たり、教師と一緒に発音させたりすることで、自信

をもって仲間を紹介できるようにする。 

〇 個人での表現づくりの後に、チームの仲間と互い

の表現を見直す時間を設定することで、仲間と教え

合いながら伝える内容や表現を工夫することがで

きるようにする。 

 

 

 

 

〇 タブレット型端末を使い、既習表現のカードや書

く際のルール等を共有することで、例文を参考にし

ながら語句や表現を正しく書き写したり、仲間と表

現を見直したりすることができるようにする。 

 

〇 左記の視点を与え、本時や本単元でめざす姿と自

分や仲間の姿を照らし合わせながらふりかえらせ

ることで、自他の表現力の高まりや仲間とやり取り

をする楽しさを実感することができるようにする。 

10 本時の評価規準 

 

 身近な仲間のよさが伝わるように、仲間の得意なことや性格、特徴等について、自分の思いや考えを含めな

がら話すことができる。 

 学級の仲間のよさが伝わるように、伝える内容
や表現を工夫して仲間を紹介し合い、ほめ言葉カ
ードをおくろう。 

スモールトークの例 

Yesterday, I interviewed Mr.〇〇. Let’s watch! 

（得意なことをインタビューする動画視聴）
What is he good at? That’s right. Let me 

introduce him. This is our teacher. He is Mr. 
〇〇. He can play tennis well. He is good at 

playing the piano. He is active and kind.  

目 的： 学級の仲間のよさを紹介し合い、学級
の絆を深め、学年での My Hero ポスター
セッションに生かす。 

場面や状況： 学習した表現を生かし、学級の仲間の
よさが伝わるように紹介する表現を考
え、チーム内で発表する。 

コミュニケーションのポイント 

伝わる声、アイコンタクト、表情、ジェスチャー 

反応（Really? / I see. / That’s nice.等） 

 

仲間紹介の例 

A: Hello. Can I go first?  

B: Sure.  

A: This is my friend, 〇〇.  

He is good at playing soccer.  

He can run fast.  

B: That’s nice. 

A: He is cool and kind. Thank you.  

It’s your turn. 
  ・ 
  ・ 
  ・ 

 

 

インタビューをし
てサッカーが得意だ
と分かったよ。 

運動会でリレ
ー選手だった
よ。走るのも速
いんだよ。  

〇〇さんは運動が得意でかっ
こいいし、優しいんだよ。 


