Ｈ２８年度
単元名

第３学年

外国語活動
２

１英語であいさつをしよう

時間

４

指導計画

数であそぼう

Ｈ

４

Ｈ

（３５時間）
３ 色であそぼう
４

Ｈ

○英語での数の数え方を知り、１〜１２ ○いろいろな色の言い方を知り、
までの数の言い方に慣れ親しむ。
色を使ったゲームを楽しむ。
○「いくつ？」と数をたずねる言い方 ○好きな色を友達にたずねたり、
に慣れ親しむ。
答えたりする活動を楽しむ。

尾ノ上小学校
４

動物大すき
４

Ｈ

○ねらい

○英語で自分の名前をしょうかい
する活動を楽しむ。
○ジェスチャーをつけて英語での
あいさつを楽しむ。

評価

・積極的に挨拶をしようとする。 ・積極的に数を数えたり、尋ねたりし ・好きな色について、積極的に尋ね ・好きな動物について積極的に伝え
たり答えたりしようとする。
ようとする。
ようとする。
・英語での挨拶や、自分の名前の言
・１〜１２の数の言い方や数の尋ね方 ･ 好きな色は何かを尋ねる表現を ・好きな動物を尋ねたり答えたりす
い方に慣れ親しむ。
知り、慣れ親しむ。
に慣れ親しむ。
る表現に慣れ親しむ。
・英語での挨拶を知る。
・英語での数の言い方を知る。
・日本語と英語の音の違いに気付く ・日本語と英語の音の違いに
気付く。
。
・ Animal song ♪
・Color song
♪
・Seven Steps ♪
・ Hello Song ♪
・いろいろな動物の言い方を知る。
・色の言い方を知る。
・１〜１２の数の言い方を知る。
・あいさつのしかたを知る
・カラービンゴゲームをする。
・キーナンバーゲームやビンゴゲー
・友達とあいさつを交わす
・好きな動物を伝える。
・カルタゲームをする。
ムをする。
・好きな動物をたずねあう。

主な活動

主な
言語材料

絵本

Hello.

My name is 〜 .

Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
How are you?
I'm fine/ happy/ hungry/
sleepy/ sick/ tired/ sad/
A teddy Bear

Hi, friends! Lesson1『 Hello! 』
世界のいろいろな言葉であいさつを
1の関連
しよう
Lesson2『I'm happy.』
ジェスチャーをつけてあいさつをし
よう

one two three four five
six seven eight nine

ten

eleven twelve
How

many

〜

red, blue, yellow, green, black, dog, cat, monkey, tiger, bear, cow,
rabbit, snake, mouse, horse
white, brown, pink, purple,
orange, gold, silver
What color do you like?
I like 〜 .

?

The Very Hungry Caterpillar

Lesson3 『 How many ? 』
いろいろなものを数えよう
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○いろいろな動物の言い方を知り、
好きな動物を伝えたり、友達にた
ずねたりする。

A Beautiful Butterfly

Lesson５『What do you like ?』
友だちにインタビューしよう

I like 〜 .
What animal do you like?
I am a 〜. Are you a 〜 ?
In the Autumn Forest
(文科省新教材)

Lesson４『I like apples. 』
好きなものを伝えよう

単元名
時

５

間

ねらい

くだもの大すき
４

Ｈ

○いろいろなくだものの言い方を
知り、言ったり聞いたりする。
○友達にすきなくだものをたずね
たり、答えたりする。

６アルファベットで遊ぼう
５

Ｈ

○アルファベットの大文字に慣れ親
しむ。
○カードゲームを通してアルファベ
ットに親しむ。

・好きなくだものについて積極的に ・積極的にアルファベットの大文字を
読もうとする。
伝えようとする。
・好きなくだものや嫌いなくだもの ・アルファベットの大文字とその読み
方を一致させ、大文字に慣れ親しむ
を尋ねたり答えたりする。
・日本語と英語の音の違いに気付く ・身の回りにアルファベットの大文字
で表現されているものがあること
に気付く。
♪ABC Song ♪
・いろいろなくだものの言い方を
・アルファベットの大文字を知る。
主な活動
知る。
・キーワードゲームをする。
・キーワードゲームをする。
・カルタゲームをする。
・ミッシングゲームをする。
・インタビューゲームをする。
・カードを使ってゲームをする。
（カルタ・神経衰弱・ダウトなど）
apples, bananas, peaches, oranges, アルファベット大文字 Ａ〜Ｚ
melons, grapes, lemons, pineapples, I like
〜 .
kiwi fruits, cherries, strawberries
主な
Do you like 〜?
What fruit do you like?
言語材料

本

Hi,
friends!1と
の関連

A color of His Own
自分だけの色

文具であそぼう
５

評価

絵

７

Caps for sale
おさるとぼうしうり

Ｈ

５ Ｈ
（１年のまとめ）
○身近にある文具の言い方に慣れ親し ○１年間で学習した英語を使って、
む。
自分のことをしょうかいする。
○絵をかいて自己紹介カードをつ
くる。
・身近にある文具について積極的にそ
れが何かと尋ねたり、答えたりしよ
うとする。
・文具について何かと尋ねたり、答え
たりする表現に慣れ親しむ。
・日本語と英語の共通点や相違点につ
いて気づく。
・身近にある文具の言い方を知る。
・キーワードゲームをする。
・ミッシングゲームをする。
・カード交換ゲームをする。
・What's this ?クイズをする。

・一年間に学習した表現を使って積
極的に自分のことを紹介しよう
とする。
・自己紹介で使う表現に慣れ親しむ

pencil, eraser, pencil case, desk,
chair, scissors, glue, blackboard
What's this?
It's a 〜. I have a 〜.

Hello.
My name is 〜 .
I like 〜 . / I don't like
I have a 〜 .
Nice to meet you.

A teddy Bear
テディ ベア

Lesson４『I like apples. 』
好きなものを伝えよう

Lesson７『What's this ? 』
クイズ大会をしよう
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８ 自分のことをみんなに
しょうかいしよう

・１年間で学習したことの復習を
する。
・自分の自己紹介を考え、絵を描
いて伝える。

I
Like Me.
わたしって さいこう

〜.

