外国語活動指導案
海田町立海田小学校
＜日時＞

平成３０年６月２８日（木） 第３校時

＜学年＞

１年１組 男子１３名

＜単元名＞

習った英語を使って，たし算やひき算をしよう

女子１０名

計２３名

＜目標＞
○動物の名前に関する英語の表現に慣れ親しむ。 【外国語への慣れ親しみ】
○１～10 までの数字に関する英語の表現に慣れ親しむ。 【外国語への慣れ親しみ】
＜評価基準＞
○英語での動物の言い方を聞いたり言ったりしている。
○英語で１～10 までの数を聞いたり言ったりしている。
＜主な使用表現＞
・動物名（dog, cat, rabbit, lion, giraffe, camel, snake, monkey, frog など）
・数（one, ～ten） ・plus ・How many?
＜準備物＞
・Hi, friends! 1 デジタル教材，タブレット PC，TV
・数字カード

・絵カード（動物）

・歌 CD

指導上の留意事項（◇）
過
程
導

学習活動
○挨拶をする。
・“Hello.”の挨拶を行う。

◆「努力を要する」状況と判断した
児童への指導の手立て
★めざす子どもの姿

◇前回行った挨拶を思い出させる。

入
HRT： Hello. 児童： Hello.
HRT：How are you? 児童：I’m ～.
○【Song】
「Hello Song」(Hi, friends! 1 )
・音声教材を聞き，動きをつけて歌を歌
う。

◇動きをつけて，児童と一緒に歌を
歌う。

HRT： First, let’s sing “Hello Song”. Do you remember?
Stand up, please. Let’s sing and dance.
（動きをつけて歌う）Hello. Hello. Hello, how are you?
I’m good. I’m good. I’m good, thank you. And you?
HRT： Now, let’s sing “Ten Steps”.
Let’s sing and dance.
One（頭） two（肩） three（腰） four（ひざ） five（腰） six（肩）
seven（頭上で手をたたく）.
One two three four five six seven
Eight（頭） nine（肩） ten（腰）, Eight nine ten
One two three four five six seven
（全員で動きをつけて歌う）

評価基準
[評価方法]

○「動物の名前を思い出そう。
」
・絵カードを見ながら，色々な動物の名
前の英語での言い方を思い出し，HRT
の後について言ってみる。

◇英語の音声の特徴を意識しなが
ら，言う。
◆児童の様子を見て，言いづらそう
な語は繰り返しゆっくり言う。

HRT： （絵カードを見せながら）dog, cat, rabbit….
児童： （一緒に後について言う）
○「リズムに合わせて言ってみよう」
・HRT：”Dog”（２回手拍子）
児童：”Dog”（２回手拍子）
というリズムをくり返しながら，動物名
の練習をする。

◇掲示してあるカードの順番どおり
に言う，ランダムに言う，HRT は言
わずに指で指したものを言うなどパ
ターンをかえて行う。

HRT： OK. Now let’s practice. Let’s say like this. Watch me.
Dog. (clap two times)
HRT： Dog. (clap two times)
HRT： Cat. (clap two times)
HRT： Cat. (clap two times)
HRT： OK? Now let’s say.
Dog. (clap two times)
児童： Dog. (clap two times)
HRT： Very good.
・英語での動物の言
い方を聞いたり言
ったりしている。
【慣】[行動観察]

○本時のめあてを知る。
えいごでたし算やひき算をしよう。
HRT： This is today’s goal.
（板書を指差して）One two.
児童：
「えいごでたしざんやひきざんをしよう。
」
HRT： OK, let’s try たし算 and ひきざん in English.

展
開

○【Activity１】動物たし算ゲーム
”One plus three.” のような簡単な足
し算をして英語で答える。
HRT： Next, a little difficult. Now let’s do the animal’s たし算 game.
「どうぶつたし算ゲーム」をします。
”One dog plus two dogs. How many? Raise your hands“Three dogs”.
One plus two equals ”Three.”
OK?
Now, let’s start.
I say three cats plus four cats. How many?
児童： Seven!
HRT：Let’s say together seven cats.
児童：Seven cats.

○【Activity２】動物ひき算ゲーム
” Three minus one.” のような簡単な
ひき算をして英語で答える。
HRT：Next, more difficult. Let’s do the animal’s ひき算ゲーム.
Five bears minus two bears. How many?
児童：Three.
HRT：can you try? It’s your turn.
児童：（児童が問題を出す）

○本時の活動をふり返る。

ま
と
め

◇児童の英語を使おうとする態度で
よかったところをほめ，
「もっと英語
を使ってみたい。」という意識を高め
るような声かけを行う。

HRT： OK. You did a good job.
You can say some animal’s names and the numbers. Very good.
○挨拶をする。
HRT： That’s all for today. Thank you.

児童： Thank you.

