＜学校名＞ 加須市立加須小学校
＜所在地＞ 加須市本町４丁目２５番地
＜電 話＞ ０４８０－６１－１００１
＜本事例の特徴＞
本校の外国語活動は、体験を重視した活動を展開している 。児童が活動しながら外
国語に慣れ親しみ、コミュニケーション力を高めることをめざしている 。
本事例は、６年「道案内をしよう」の学習活動である。『アイマスク』を使って道
案内をする学習に取り組んだ。アイマスクをすることで、福祉教育の体験活動にもつ
ながるものである。
＜具体的な取組や成果＞

第６学年

外国語活動学習指導案

１ 単元名
Ｌｅｓｓｏｎ ４ 「Ｔｕｒｎ ｒｉｇｈｔ．（道案内をしよう）」（体験学習）
２ 本時の活動（３／４時）
（１）目 標
実際に案内に従って目的地に行くことができるようにする。
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】
（２）展 開
ティーム・ティーチング
活動内容

児童の活動
ＨＲＴの活動

１Ｇｒｅｅｔｉｎｇｓ
（２分）

２Ｒｅｖｉｅｗ
（２分）
(1)Ｌｅｔ’ｓ Ｃｈａｎｔ

３ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ
Ｔａｒｇｅｔ，Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ
＆ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
（１０分）

(1) Turn right.

ＡＬＴの活動

○指導上の留意点 ・教材教具
☆評 価 【観点】
言 語 活 動 の 充 実 (◆ 広 が り ● 深 ま り ▲ 高 ま り)

・始めの挨拶をす
○笑顔で楽しい雰囲気を作り
る。
挨拶する。
Ｌｅａｄｅｒ：Ｓｔａｎｄ ｕｐ． Ｌｅｔ’ｓ ｓｔａｒｔ ｏｕｒ ＥｎｇＩｉｓｈ ｃｌａｓｓ．Ｌｅｔ'ｓ ｇｒｅｅｔ！
ＡＬＴ：ＨｅＩＩｏ． ｂｏｙｓ ＆ ｇｉｒｌｓ． Ｈｏｗ ａｒｅ ｙｏｕ？ Ｈｏｗ’ｓ ｔｈｅ ｗｅａｔｈｅｒ ｔｏｄａｙ？
Ｓ＆ＨＲＴ＆ＡＬＴ：Ｌｅｔ'ｓ ｓｔａｒｔ ｏur Ｆｕｎ Ｆｕｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ．
ＡＬＴ：Ｗｈａｔ ｄａｙ ｉｓ ｉｔ ｔｏｄａｙ？ Ｗｈａｔ’ｓ ｔｈｅ ｄａｔｅ ｔｏｄａｙ？

・ＣＤ
♪Ｗｈｅｒｅ ｉｓ ｔｈｅ ｓｔａｔｉｏｎ？♪ ・建物絵カードを示しながら、
・キーセンテンス
チャンツを言う。
を練習する。
・今日のめあてを ・めあてを言う ・めあてを黒板
確認する。
に書く。

・建物絵カード

○行き場所を替え、飽きずにチャ
ンツが言えるようにさせる。
○めあてを示すことで、見通 しを
もたせる。

Ｔｏｄａｙ’ｓ Ｂｉｇ Ｇｏａｌ
” Ｌｅｔ'ｓ ｇｏ ｔｏ ｏｕｒ ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ ！ ” 「目的地に行きましょう！」
・ＨＲＴとＡＬＴとでデモンストレー ショ
①ＨＲＴとＡＬＴのデモン
○案内に従って目的地に行くこ
ンを行う。
ストレーショ ン
とを口頭で説明するのではな
を見る。
く、デモンストレーションを行
・ＨＲＴと一緒に演
②ＡＬＴと一文ずつ練 ・ＡＬＴと一緒に
うことで、児童によりわかりや
演示する。
示する。
習をする。
すく理解させ る。
③ペアで練習をす
○全員でＧｏ，ｓｔｒａｉｇｈｔ，ｔｕrｎ ｒｉｇｈｔ，ｔｕrｎ ｌｅｆｔ
を
る。
言わせる。
○道案内や指示に従うのが困 難
な児童には、一緒に道案内をし
Ｈ：Ｅｘｃｕｓｅ
Ｈ：Ｅｘｃｕｓｅ ｍｅ，ｗｈｅｒｅ
ｍｅ，ｗｈｅｒｅ ｉｓｉｓ ｔｈｅ
ｔｈｅ ｓｃｈｏｏｌ？
ｓｃｈｏｏｌ？
たり、指示に従った りする。
.. Ａ：Ｓｃｈｏｏｌ？
ＯＫ．
.. Ａ：Ｓｃｈｏｏｌ？ ＯＫ．
ＧｏＧｏｓｔｒａｉｇｈｔ．
Ｇｏ
ｓｔｒａｉｇｈｔ．
Ｔｕｒｎ
ｒｉｇｈｔ．
Ｇｏ
ｓｔｒａｉｇｈｔ．
ｓｔｒａｉｇｈｔ． Ｇｏ ｓｔｒａｉｇｈｔ． Ｔｕｒｎ ｒｉｇｈｔ． Ｇｏ ｓｔｒａｉｇｈｔ．
Ｈｅｒｅ’ｓ
Ｈｅｒｅ’ｓｔｈｅｔｈｅｓｃｈｏｏｌ．
ｓｃｈｏｏｌ．
Ｈ：Ｔｈａｎｋ
Ｈ：Ｔｈａｎｋｙｏｕ．
ｙｏｕ
Ａ：Ｙｏｕ’ｒｅ ｗｅｌｃｏｍｅ． .

き
4 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
Ａｃｔｉｖｉｔｙ（23分）

ら

り

タ

イ

ム

④４人で１グループを作り、案内役と尋ね役に分 か
れる。
・グループで誰 が道案内をするのかを相談し、役
を決める。

(2)Ｌｅｔ'ｓ ｇｏ ｔｏ ｏｕｒ
ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ！

グループ学習
・建物絵カード
公園、学校、花屋、病院、スー
パーマーケット、本屋、消防署
警察署、コンビニ、 郵便局、デ
パート、駅
・アイマスク

誰が案内上手？

①自分の行き先をつたえる表現
・”Ｗｈｅｒｅ ｉｓ ｔｈｅ ｓｃｈｏｏｌ？”を 使って建物のある 場所を
尋ねる。
Ａ：道を尋ねる役 ②道案内をする場面での表現
Ｂ：道案内役
○言いにくそうにしている児童
・相手を意識し、わかりやすくつたえる力を
には、一緒に行き方を説 明した
高める。
り、行動したりする。
Ａ：Ｅｘｃｕｓｅ ｍｅ，
◆進んで友達と関わり、英語を使
ｗｈｅｒｅ ｉｓ ｔｈｅ ｓｃｈｏｏｌ？
ってコミュニケーション活動
Ｂ：Sｃｈｏｏｌ？ ＯＫ．
を楽しんでいる。
Ｇｏ ｓｔｒａｉｇｈｔ． Ｇｏ ｓｔｒａｉｇｈｔ．
☆方向や動きを指示する英語 を
Ｔｕｒｎ ｒｉｇｈｔ． Ｇｏ ｓｔｒａｉｇｈｔ．
使って、相手に目的場所 をつた
Ｈｅｒｅ’ｓ ｔｈｅ ｓｃｈｏｏｌ．
えている。
Ａ：Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ．
【外国語への慣れ親しみ】
Ｂ：Ｙｏｕ’ｒｅ ｗｅｌｃｏｍｅ．
５Ｃｏｍｍｅｎｔｓ
・児童を指名し
一斉学習
＆ Ｓｕｍｍａｔｉｏｎ （７
「つたえたい
分）
こと」を聞く。
Ｉ’ｄ ｌｉｋｅ ｔｏ ｔｅｌｌ ｙｏｕ～
私は、・・・・を学びました。 Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ．
・児童の英語表 ・児童の英語表
現をする態
現を褒める。
度を褒める。
・ＡＬＴの感想を ・活動の感想を
聞く。
言う。
６Ｅｎｄｉｎｇ

○意欲的に 活動できた点を褒 め、
全体に紹介する。
○自己評価や相互評価により、次
時の活動への意欲を高める。

（１分） ・終わりの挨拶を
する。
ＨＲＴ：Ｔｈａｔ’ｓ ａｌｌ ｆｏｒ ｔｏｄａｙ．
Ｌｅａｄｅｒ：Ｓｔａｎｄ ｕｐ, ｐＩｅaｓｅ．
Ｉｔ’ｓ ｔｉｍｅ ｔｏ ｆＩｎｉｓｈ ｏｕｒ ＥｎｇＩｉｓｈ ｃＩａｓｓ． Ｌｅｔ'ｓ ｇｒｅｅｔ！
ＨＲＴ：ＡＬＴ：Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！ ｅｖｅｒｙｏｎｅ． Ｓｅｅ ｙｏｕ ｎｅｘｔ ｗｅｅｋ．

＜児童の感想＞
○実際に教室を町にたとえてやったので、楽しく道案内をすることができました。 この
学習を生かして、外国の人に英語で道を教えたり、聞いたりしたいです。
○アイマスクをした友達をやさしく安全に聞かれた建物まで案内をすることができまし
た。
○案内をされる役でした。アイマスクをしているので、案内役の指示をしっかり聞きま
した。案内役の友達がていねいに案内してくれたので、無事にたどり着くことができ
ました。
○アイマスクを付けていたのでこわくて心配でした。みんなが上手に案内してくれ たの
で、安心して目的地に行くことができました。
○教室の町を道案内をしたり、されたりしているうちに、いつの間にかパッと英語 で道
案内ができるようになりました。うれしかったです。実際に道案内をしたいです。
○ぼくは、アイマスクをして何も見えなかったけれど、班の人たちにまっすぐに、右、
左と教えてもらい、迷わずに目的地につくことができました。

