平成２８年度

４年生

外国語活動年間指導計画

単元名

Lesson1 友達になろう

フォニックス

フォニックス ソング

学期
時間

ねらい

評価

主な
活動

主な
言語
材料
既習
事項
歌
絵本
Hi,
friends と
の関連

（３５時間）

尾ノ上小学校

No.1

Lesson2 学校のことを紹介しよう

Lesson3 数を数えよう

Lesson4 アルファベットで遊ぼう

１学期

１学期

１学期

２学期

４ｈ

４ｈ

４ｈ

４ｈ

○英語で自分の名前を紹介する活動を
楽しむ。
○世界の様々な国の挨拶を聞き、様々
な言語があることに気づく。

○学校のことを友達に紹介する活動
を楽しむ。
○他国の学校生活の様子を知り、世界
には様々な文化や習慣があること
に気付く。

○英語での数の数え方を知り、数の言 ○アルファベットの大文字や小文字
い方に慣れ親しむ。
に慣れ親しむ。
○数を尋ねる言い方に慣れ親しむ。
○身近なところにアルファベット表
記があることに気付く。

・積極的に挨拶をしようとする。
・英語でのあいさつや、自分の名前の
言い方に慣れ親しむ。
・英語には、様々な言語があることを
知る。

・積極的に学校のことについて紹介 ・積極的に数を数えたり、尋ねたり ・積極的にアルファベットの大文字
しようとする。
しようとする。
や小文字を読もうとする。
・学校に関する言葉に慣れ親しむ。 ・1~20 と 30、40、…100 までの数の ・アルファベットの大文字や小文字
・世界には、様々な文化や習慣があ
言い方や数の尋ね方に慣れ親し
に慣れ親しむ。
ることに気付く。
む。
・身の回りにアルファベットで表記
・英語での数の言い方を知る。
されているものがあることに気付
く。

・チャンツをする。
・サイモンセッズゲームをする。
・世界の挨拶を知る。
・英語で挨拶をする。
・名刺づくりをする。
・名刺交換ゲームをする。

・他国の学校生活や給食を知る。
・学校に関係のある言葉の言い方を
知る。
・ポインティングゲームをする。
・キーワードゲームをする。
・３ヒントクイズをする。
・グループでミニ劇をする。

・１〜１００の数の言い方を知る。
・キーナンバーゲームをする。
・How many?クイズを作ってする。
・ミッシングゲームをする。
・仲間さがしゲームをする。
・チャンツをする。
・線結びゲーム
・ナンバービンゴゲーム

・アルファベットの小文字を知る。
・アルファベットの大文字や小文字
を読んだり、探したりする。
・様々なカードゲームをする。
・チャンツをする。
・ポインティングゲームをする。
・大文字と小文字のマッチングをす
る。

Hello. Good morning. See you.
Thank you. I’m sorry. How are you?
I m fine. My name is ~.
What’s your name ?
Nice to meet you.

friends, teacher, classroom, music
room, science room, playground,
gym, ground, study, eat lunch,
clean, play, elementary school

1 ~ 100 までの数
How many ~ ?

What’s this ?
アルファベット大文字、小文字

Hello. How are you? I’m fine.
What’s your name?

文房具

１〜２０の数字

大文字

♪Hello, Hello, What’s Your Name?
Me myself

♪The Days of the Week
What’s this?

♪Seven Steps
Tiny Boppers

♪ABC song
Dear Zoo

Lesson1, Lesson2

Lesson7, Lesson8, Lesson9

Lesson3, Lesson6
Hi, friends2 Lesson1

Lesson6
Hi, friends2 Lesson1

平成２８年度

尾ノ上小学校

単元名

Lesson5 すきなものを伝えよう

フォニックス

フォニックス ソング

学期

２学期

時間

５ｈ

No.2

Lesson6 体を使ってあそぼう

Lesson7 色や形で遊ぼう

Lesson8 自分のことを紹介しよう

２学期

３学期

３学期

４ｈ

５ｈ

５ｈ

ねらい

○いろいろな食べ物の言い方を知る。
○何が好きか尋ねたり答えたりする表
現に慣れ親しむ。
○店員とお客のやりとりの表現に親し
み、積極的に伝え合おうとする。

評価

・好きなものや嫌いなものについて ・体の部分について、ジェスチャーを ・好きな色や形について積極的に尋ね ・１年間に学習した表現を使って積極
積極的に伝えようとする。
使いながら、ゲームを楽しむ。
たり、答えたりしようとする。
的に自分のことを紹介しようとす
・好きなものや嫌いなものを表した ・体の部分の言い方に慣れ親しむ。
・色や形、好きなものは何かを尋ねる
る。
り、尋ねたりする表現に慣れ親し ・体の部分の表現を知る。
表現に慣れ親しむ。
・自己紹介で使う表現に慣れ親しむ。
む。
・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づく。

主 な
活動

主 な
言 語
材料

既 習
事項
歌
絵本
Hi,
friends と
の関連

・食べ物、
（さまざまなメニュー）の
言い方を知る。
・ポインティングゲームをする。
・チャンツをする。
・仲間さがしゲームをする。
・ミッシングゲームをする。
・お買い物ゲームをする。
・Who am I ? クイズをする
Do you like~? Yes, I do. I like~.
No, I don’t. I don’t like~.
What ~ do you like ?
○○, please. O.K. Here you are.
Thank you. How many ?
Do you like~?
I like 〜.

Lesson9

○１年間で学習した英語を使って、自
分のことを積極的に紹介したり聞
いたりしようとする。
○自己紹介カードにローマ字で名前を
書き、みんなに紹介する。

・顔や体の部分の言い方を知る。
・キーワードゲームをする。
・サイモンセッズゲームをする。
・ミッシングゲームをする。
・福笑いゲームをする。
・Draw Monster Game をする。

・色や形の言い方を知る。
・チェーンゲームをする。
・チャンツをする。
・ポインティングゲームをする。
・ラッキーカードゲームをする。
・Don Jan Ken ゲームをする。
・T シャツ作りをする。

・自己紹介に使える表現を知る。
・サイモンセッズゲームをする。
・ビンゴゲームをする。
・チャンツをする。
・自己紹介カードを作る。
・Who am I ? ゲームをする。

eyes, ears, mouth, nose,
eye brow, head, shoulders,
knees, toes, jump, skip,
touch, tap, pat, shake,
shake hands, clap your hands,
stamp your feet

red, blue, yellow, green, black,
white, pink, purple, orange, circle,
triangle, diamond, star, heart,
What shape do you like?
What color do you like?
I like~.

Hello. My name is 〜.
I’m from Kumamoto. I’m ten.
I like 〜. I don’t like 〜. I play~.
I watch~. I listen to~.
Nice to meet you.

What color do you like?
I like~.

Do you like~? I like ~ .
What ~ do you like? I don’t like~.

I don t like 〜.

Good Morning
Lesson4,

○歌やゲームの中で、体の部分につい ○いろいろな色や形の言い方を知り、
ての言い方を知り、活動を楽しむ。
表現に慣れ親しむ。
○ジェスチャー等を使いながら、言い ○あるものについて積極的に説明しよ
たいことを伝えようとする。
うとする。

♪Head, Shoulders
Good Morning A Teddy Bear

♪Rainbow
A Beautiful Butterfly

Lesson5

Good Morning

Good Morning
Lesson1, Lesson4, Lesson9
Hi, friends2
Lesson1, Leeson3

