単元指導計画（第 3 学年）
Dream 3-9

Who are you?

きみはだれ？

＜Let’s Try! 1 Unit 9 Who are you? きみはだれ？（動物，身体の部位，形状）＞
＊絵本教材 'In the Autumn Forest'
＜単元の目標＞
○

絵本などの短い話を聞いて，その内容を表現しようとする。【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心・意欲・態度】

○

相手に伝わるように工夫しながら，クイズを出したり答えたりしようとする。
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】

○

絵本などの短い話を反応しながら聞き，その概要をつかんで表現する。
【外国語への慣れ親しみ】

○

誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動物や体の部位，形状を表す語に慣れ親しむ。
【外国語への慣れ親しみ】

○

クイズを出したり答えたりする。

【外国語への慣れ親しみ】

○

日本語と英語のイントネーションなどの音声の違いに気付く。

【言語や文化に関する気付き】

＜単元の評価基準＞
コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

外国語への慣れ親しみ

言語や文化に関する
気付き

・絵本などの短い話を聞いて，そ

・絵本などの短い話を反応しながら聞き， ・日本語と英語のイン

の内容を表現しようとしている。

その概要をつかんで表現している。

トネーションなどの

・相手に伝わるように工夫しなが

・誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動

音声の違いに気付い

ら，クイズを出したり答えたりし

物や体の部位，形状を表す語を聞いたり言

ている

ようとしている。

ったりしている。
・クイズを出したり答えたりしている。

＜使用表現・語彙＞
【主な使用表現・語彙】
・Are you a (dog)?

Yes, I am. / No, I'm not. ・Who are you?

I'm a (dog).

・Who am I? ・Hint, please.
・動物 (cow, dragon, snake, horse, sheep, chicken, wild boar など)
・状態や形状を表す語 (long, short, shiny, scary, round, furry など)
・身体の部位 (head, eyes, ears, nose, mouth, arms, legs など)
【繰り返しの使用表現・語彙】
・I'm (name).

・I like (blue). ・Do you like (blue)? Yes, I do. / No, I don't.

・What (sport) do you like?

・How many ～? ・Hint, please.

・big, small, are, 色，形，動物，果物，野菜，食べ物，数 (one ～ thirty)，身体の部位

＜単元計画（５時間）＞
目標と主な活動

時

表現・会話例

評価基準(方法)

○絵本などの短い話を聞いて，その内容を表現し Are you a (dog)?
ようとする。

・絵本などの短い

Yes, I am. / No, I'm not.

○絵本などの短い話を反応しながら聞き，その概 Who are you?

内容を表現しよ

要をつかんで表現する。

I'm a (dog).

うとしている。

絵本を読んで「Who am I?」クイズに答えよう。

Good job! Oh, nice.

【コ】

※この単元で取組む課題を知り，単元の見通しを That’s right. Close.
1

話を聞いて，その

もつ。

・ 動 物

・
【短い話を聞く活動】＜絵本の読み聞かせ＞

snake,

'In the Autumn Forest '

・絵本などの短い

(cow, dragon, 話 を 反 応 し な が
horse,

sheep, ら聞き，その概要

chicken, wild boar など)

をつかんで表現

・
「先生の出すクイズに答えよう Part 1」

している。
【慣】

・
「３ヒントクイズの言い方や答え方を知ろう。」

（行動観察，振り

・
「先生の出すクイズに答えよう Part 2」

返りカード分析）

・
「反応の仕方を知り，クイズを出す役をやってみ
よう。
」
・
【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus）
○日本語と英語のイントネーションなどの音声の Are you a (dog)?
違いに気付く。

Yes, I am. / No, I'm not.

○誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動物や体 Who are you?
の部位，形状を表す語に慣れ親しむ。

ンなどの音声の

That’s right. Close.

いる。
【気】
・誰かと尋ねたり

・
「体のいろいろな部分の言い方を知ろう。」

答えたりする表
・身体の部位 (head, eyes, 現や，動物や体の
ears, nose, mouth, arms, 部位，形状を表す

・
【Song】”Head, Shoulders, Knees and Toes”

legs など)

語を聞いたり言

・状態や形状を表す語

ったりしている。

・
【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus）
2

イントネーショ
違いに気付いて

I'm a (dog).

からだのいろいろな部分と，その形や様子を英語 Good job! Oh, nice.
で言ってみよう。

・日本語と英語の

（英語ノート１）

(long, short, shiny, scary, 【慣】
（行動観察，ワー
るのかを考えよう。
」
（体の部位と形状を表にまと round, furry など)
クシート点検，振
め，該当する動物を当てはめていく。
）
り返りカード分
・
「先生の出す３ヒントクイズに答えよう。」
析）
（絵本に出てこない動物のクイズ）

・
「形や様子を聞いて，どの動物のことを言ってい

○相手に伝わるように工夫しながらクイズを出し A: Hello.

3

B: Hello.

・相手に伝わるよ

たり答えたりしようする。

A: Short legs. Who am I?

うに工夫しなが

○クイズを出したり答えたりする。

B: Are you a bird?

らクイズを出し

絵本に出てきた動物の「Who am I?」クイズをし A: Oh, close! No, I’m not.

たり答えたりし

よう。

B: Hint, please.

・
【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus）

A: I’m black and white. 【コ】

・
【短い話を聞く活動】
「先生のクイズモデルを聞 Who am I?
こう。
」

B: Are you a panda?

ようとしている。
・クイズを出した
り答えたりして

・
「２チームに分かれて，絵本に出てきた動物クイ A: Oh, close!

【慣】
No, I’m いる。

ズをしよう。
」
（絵本を基にした，ヒントの決まっ not.
ている動物クイズのやり取り）

B: Hint, please.

（行動観察，振り
返りカード分析）

・
「ペアでクイズのヒントを考えよう。
」
（既習の表 A: OK. （ジェスチャー）
現から，カードの動物のヒント[1：体の部位 2： B: Are you a penguin?
色

3：ジェスチャー]を考える。
）

・
「
『Who am I?』クイズをしよう。
」

A: Yes, I am. Good job!
See you.
B: See you.

4

○誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動物や体 A: Hello. B: Hello.
A: I’m black and white.
の部位，形状を表す語に慣れ親しむ。
Who am I?
○クイズを出したり答えたりする。
B: Are you a panda?
A: Oh, sorry. No, I’m
オリジナル「Who am I?」クイズを作ろう。
not.
・
【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus）
B: Hint, please.
・
【短い話を聞く活動】
「先生のクイズモデルを聞
A: Short legs. Who am
こう。
」
I?
・
「オリジナル『Who am I?』クイズを作ろう。」 B: Are you a bird?
A: No, I’m not.
（絵本に出てこない動物を選び，
既習の内容から，
B: Hint, please.
ヒントを考えてクイズを作成する。
）
A: OK. （ジェスチャー）
B: Are you a penguin?
・
「クイズのヒントを工夫しよう。
」
A: Yes, I am. Good job!
・
「クイズの出し方を練習しよう。
」
See you.
B: See you.

・誰かと尋ねたり
答えたりする表
現や，動物や体の
部位，形状を表す
語を聞いたり言
ったりしている。
【慣】
・クイズを出した
り答えたりして
いる。
【慣】
（行動観察，ワー
クシート点検，振
り返りカード分
析）

5

○相手に伝わるように工夫しながらクイズを出し A: Hello. B: Hello.
A: I’m black and white.
たり答えたりしようとする。
Who am I?
○クイズを出したり答えたりする。
B: Are you a panda?
オリジナル「Who am I?」クイズ大会をしよう。 A: Oh, sorry. No, I’m
not.
※他学級（又は他学年）との交流
B: Hint, please.
・
【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus）
A: Short legs. Who am
・
「クイズの出し方や答え方の練習をしよう。
」
I?
B: Are you a bird?
・
「”Who am I?”クイズ大会」
A: No, I’m not.
・
「ほめほめ Time」
B: Hint, please.
（他の児童の表現の良い所を見つけあう活動） A: OK. （ジェスチャー）
B: Are you a penguin?
●単元ふり返りカードの記入
A: Yes, I am. Good job!
※内容面と言語面についてふり返る。
See you.
B: See you.

・相手に伝わるよ
うに工夫しなが
らクイズを出し
たり答えたりし
ようとしている。
【コ】
・クイズを出した
り答えたりして
いる。
【慣】
（行動
観察，ワークシー
ト点検，振り返り
カード分析）

Dream 3-9 Who are you?

きみはだれ？

第１時 （45 分）
目標：・絵本などの短い話を聞いて，その内容を表現しようとする。
・絵本などの短い話を反応しながら聞き，その概要をつかんで表現する。
準備：タブレット【デジタル教材（Hi, friends! Story Book / Plus）
，ICT 教材】，教師用絵カード，
表現カード，ワークシート，絵本 ' In the Autumn Forest '

過

学習活動

程
○挨拶をする。

指導上の留意事項（◇）

評価基準

◆「努力を要する」状況と判断した
児童への指導の手立て

[評価方法]

◇はっきりとした声で，気持ちのよ
い挨拶を交わす。

導
入

○【短い話を聞く活動】
【絵本】

◇声のトーンや表情などを楽しま

（読み聞かせ）'In the Autumn Forest '

せながら，動物やその様子を表す形

・指導者による絵本の読み聞かせを聞く。 容詞に注目させる。
○「先生の出すクイズに答えよう Part 1」 ◇単元末の活動のモデルとなるよ
・指導者が絵本の一場面から，クイズを

うなクイズを出し，児童に自分もや

出し，児童が答える。

ってみたいという意欲をもたせる。

・単元末の活動を知り，本時のめあてを
立てる。
絵本を読んで「Who am I?」クイズに答えよう。

展

開

○「３ヒントクイズの言い方や答え方を

◇指導者が TT で，表現に気付かせ ・絵本などの短

知ろう。
」

るようにゆっくりと，クイズの応答 い話を聞いて，

・指導者がペアでクイズを出したり答え

モデルを見せる。

その内容を表

たりする対話のモデルを見て，どのよう

◆馴染みの少ない動物名は，繰り返

現しようとし

な表現を使っているのかを知る。

しゆっくりと言う。

ている。

・クイズの例を見ながら，答え方とヒン

【コ】[行動観

トをもらう言い方を練習する。

察，振り返りカ

・絵カードを見ながら，絵本に出てきた

ード点検]

動物名を言う。

・クイズを出し
たり答えたり

○「先生の出すクイズに答えよう Part 2」 ◇” Are you a …?” の表現を丁寧に

している。

・指導者が絵本の一場面から，クイズを

言わせる。

【慣】[行動観

出し，児童がグループで相談して，グル

◇指導者は答えに対する反応の表

察，振り返りカ

ープごとに答える。

現を分かりやすく言い，次の活動に

ード点検]

つなぐ。
◆うまく言えないグループには，近
くに行って支援する。

○「反応の仕方を知り，クイズを出す役

◇指導者が再度 TT で反応の言葉も

をやってみよう。
」

つけて丁寧に表情豊かに応答する

・指導者が児童の答えに反応する表現

モデルを見せ，後について児童にい

（“Oh, sorry.” “Oh, close!” “That’s right”

わせる。

“Good job!”）を言い，児童も後について

◆机間指導を行い，うまく応答ので

言う。

きていない児童を支援する。

・児童がグループごとに指導者と一緒に
クイズを出す役になり，他のグループの
児童がクイズに答える。
★【めざす子どもの姿】
・はっきりとした声で，反応を添えながらに答えている。
T: I’m brown. Who am I?

S: Are you a bear?

T: Oh, sorry. No, I’m not. S: Hint, please.
T:（イラストの一部を見せながら）Round eyes. Who am I?
T: Oh, close! No, I’m not.

S: Are you a cat?

S: Hint, please.

T: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。） S: Are you a monkey?
T: Yes, I am. Good job!

○【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus） ◇いろいろな動物名に興味をもた

ま

・ジングルを聞き，前の単元で学んだア

せ，日本語と英語の音の違いを意識

ルファベットで始まるいろいろな動物の

させながら，言わせる。

名前を知る。

◆指導者が口をはっきりと動かし，

・デジタル教材の後についてジングルを

音の特徴をとらえやすいように一

言う。

緒にジングルを言う。

○本時の活動をふり返る。

◇児童が日本語との音の違いを意

・ふり返りカードを記入する。

識しながら英語を言ったり，反応し
ながらクイズを出したり答えたり

と

していた様子を評価する。

め
○挨拶をする。

Dream 3-9 Who are you?

きみはだれ？

第２時 （45 分）
目標：・日本語と英語のイントネーションなどの音声の違いに気付く。
・誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動物や体の部位，形状を表す語に慣れ親しむ。
準備：タブレット【デジタル教材（Hi, friends! Story Book / Plus）
，ICT 教材】，教師用絵カード，
表現カード，ワークシート，絵本 ' In the Autumn Forest '

過

学習活動

程
○挨拶をする。

指導上の留意事項（◇）

評価基準

◆「努力を要する」状況と判断した
児童への指導の手立て

[評価方法]

◇はっきりとした声で，気持ちのよ
い挨拶を交わす。

○【Jingle】Animals（Hi, friends! Plus） ◇いろいろな動物名に興味をもた
・デジタル教材の後についてジングルを

せ，日本語と英語の音の違いを意識

言う。

させながら，言わせる。
◆指導者が口をはっきりと動かし，

導
入

音の特徴をとらえやすいように一
緒にジングルを言う。
○本時のめあてを立てる。
・絵本を見せながら，前時のクイズのヒ

◇クイズの表現を言いながら，体の

ントを思い出させ，体の色や形，様子が

部分を指差し，形などをジェスチャ

出てきたことを確認する。

ーで表しながらそれを英語でどう

・本時のめあてを立てる。

表現するかに興味をもたせる。

からだのいろいろな部分と，その形や様子を英語で言ってみよう。

展

開

○「体のいろいろな部分の言い方を知ろ

◇絵カードを見せ，指導者がその体 ・日本語と英語

う。
」

の部分を指差しながら言わせる。

・絵カードを見ながら，体のいろいろな

◇”Touch（体の部分）.”と言う際は， シ ョ ン な ど の

部分を表す語を言う。

指導者は体を動かさず，音に児童の

のイントネー
音声の違いに

・指導者が”Touch（体の部分）.”と言い， 意識を向けさせる。

気付いている。

児童はその体の部分を触る。

◆机間指導を行い，うまく言えてい

【気】

・同様にペア（またはグループ）で１人

ない児童を支援する。

[行動観察，振

の児童が”Touch（体の部分）.”と言い，

り返りカード

他が自分のその部分を触る活動を行う。

分析]

○【Song】”Head, Shoulders, Knees and

◇指導者がやって見せ，リズムに乗

Toes” （英語ノート１Let’s Enjoy1）

って一緒に歌う。

・デジタル教材を聞きながら，指導者の

◆最初はゆっくり行い，慣れていな

動きを見る。

い児童を支援する。

・動きをつけて歌を歌う。

○「形や様子を聞いて，どの動物のこと

◆ジェスチャーをつけながら言い， ・誰かと尋ねた

を言っているのかを考えよう。
」

イメージをもたせる。

り答えたりす

・形や様子を表す形容詞をいろいろ挙げ

◇動物名を交流する際は，体の部位

る表現や，動物

てみる。

やその形などをジェスチャーで示

や体の部位，形

・絵カードを見ながら，形や様子を表す

しながら一緒に言う。

状を表す語を

言葉を言う。

◆机間指導を行い，なかなか思いつ

聞いたり言っ

・形状が縦，体の部位を横に書いてある

かない児童を支援する。児童の様子

たりしている。

表のワークシートを見て，ひとつのマス

を見ながら，ペアやグループでの活

【慣】

を例に挙げてどんな動物が当てはまるか

動にしてもよい。

をみんなで考える。

◇色々な動物が考えられる部分は， ー ク シ ー ト 点

・表に該当する動物を当てはめていく。

“Me too!”や“Oh, Really?”などの反

検，振り返りカ

・全員でどの動物が当てはまるか，自分

応の言葉もつけながら交流するよ

ード分析]

の考えを交流する。

う，指導者がモデルを見せる。

○「先生の出す３ヒントクイズに答えよ

◇新しく出てきた動物名は，繰り返

う。
」

し言わせる。

・指導者の出す，絵本に出てこない動物

◆形状や様子を表す語彙は，ジェス

の３ヒントクイズに，ペア（またはグル

チャーや表情で語の意味を想起し

ープ）で相談して答える。

やすいようにする。

[行動観察，ワ

（時間があれば，児童にもクイズを出す
役をさせる。
）
★【めざす子どもの姿】
・はっきりとした声で，体の部位や，形状や様子を表す言葉を言ったり，様子や反応
を添えながらクイズに答えたりしている。
T: I’m brown. Who am I?

S: Are you a bear?

T: Oh, sorry. No, I’m not. S: Hint, please.
T:（イラストの一部を見せながら）Round eyes. Who am I?
T: Oh, close! No, I’m not.

S: Are you a cat?

S: Hint, please.

T: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。） S: Are you a monkey?
T: Yes, I am. Good job!

ま

○本時の活動をふり返る。

◇児童が日本語との音の違いを意

・ふり返りカードを記入する。

識しながら英語を言ったり，反応し
ながらクイズを出したり答えたり

と

していた様子を評価する。

め
○挨拶をする。

Dream 3-9 Who are you?

きみはだれ？

第３時 （45 分）
【研究授業】
目標：・相手に伝わるように工夫しながらクイズを出したり答えたりしようとする。
・クイズを出したり答えたりする。
準備：タブレット【デジタル教材（Hi, friends! Story books / Hi, friends! Plus）
，ICT 教材】，
絵本 'In the Autumn Forest'，教師用絵カード，表現カード，ワークシート

過
程

指導上の留意事項（◇）
学習活動

◆「努力を要する」状況と判断した

[評価方法]

児童への指導の手立て

○挨拶をする。

評価基準

◇はっきりとした声で，気持ちのよ
い挨拶を交わす。

導
入

○【Jingle】Animals

◇日本語とは違う音を意識させなが

（Hi, friends! Plus）

ら，一緒に言う。

・デジタル教材を見ながら，動物名のジ

◆指導者が口をはっきりと動かし，

ングルを言う。

音の特徴をとらえやすいようにす
る。

○前時までの学習を振り返る。
・体の部位の表現についての既習表現の

◇前時に学んだ，体の部位について

掲示を見て，
自分の体の部位を指し示し

まとめた表を事前に掲示しておく。

ながら英語で言う。
○本時のめあてを立てる。
絵本に出てきた動物の「Who am I?」クイズをしよう。

展

○【短い話を聞く活動】

◇単元末の活動のモデルとなるよう

「先生のクイズモデルを聞こう。
」

に，相手意識をもったやり取りのモ

・指導者のクイズのモデルを聞く。

デルを見せる。

・どのような表現を使ってクイズを行っ

◆表現カードを提示するなどして，

ていたかを発表する。

言葉を引き出す。

【クイズモデルの例】
T1: Now, let’s do ‘Who am I?’ quiz. We’ll do the model. Hello.
T1: I’m black and white. Who am I?

開

T1: Oh, sorry. No, I’m not.

T2: Umm. Are you a panda?
T2: Hint, please.

T1: （イラストの一部を見せながら）Short legs. Who am I?
T1: Oh, close! No, I’m not.

T2: Hello.

T2: Are you a bird?

T2: Hint, please.

T1: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。
） T2: Are you a penguin?
T1: Yes, I am. （ハイタッチを行う。）Good job! See you. T2: See you.

○「２チームに分かれて，絵本に出てき

◇絵カードを見せながら，ヒントの

た動物クイズをしよう。
」

言葉を引き出す。

・HRT チームと JALT チームに分かれ

◆指導者が自分のチームの表現を一

て，絵本に出てきた動物と，クイズのヒ

緒にゆっくりと言い，まず全体で自

ントを伝え，
チーム対抗でクイズを出し

信をもって言えるようにさせる。

合う。
○「ペアでクイズのヒントを考えよう。
」 ◇一生懸命ヒントを考えようとする
・ペアに１枚ずつカードを配布する。

姿を評価する。

・既習の表現から，カードの動物のヒン

◆ 全体で 分から ない言葉 を振り 返

ト[1：色

2：体の部位

3：ジェスチ

ャー]を考える。

る。また，ヒントを考えることが難
しい児童には，既習内容の板書を活
用するよう，声かけを行う。

○「
『Who am I?』クイズをしよう。
」
＜１回目＞

◆机間指導を行い，なかなか言えな ・相手に伝わる

・ペアで学級を歩き回り，他のペアとク

い児童や，相手に伝わるように言え

ように工夫し

イズを出し合う。

ない児童を支援する

ながらクイズ

・正解したらハイタッチをして，別のペ

◇１回目が終わったら，児童のコミ

を出したり答

アとクイズを出し合う。

ュ ニケー ション の良かっ た姿を 伝

えたりしよう

＜２回目＞

え，さらに工夫できる点などを考え

としている。

・動物カードの数を増やし，１人１枚ず

させてから，２回目の活動に入る

【コ】

つカードを持つ。

・クイズを出し

・１対１でクイズを出し合う。

たり答えたり

・正解したらハイタッチをして，別の友

している。
【慣】

達とクイズを出し合う。

（行動観察，振

＜３回目（時間があれば）＞

り返りカード

・２回目と同様にクイズを出し合う。

分析）

・正解したらハイタッチをして，カード
を交換し，新しいカードで別の友達とク
イズを出し合う。
★【めざす子どもの姿】
・相手に伝わるように工夫するとともに，反応を添えながらクイズを出したり答えたり
している。
A: Hello.

B: Hello. A: I’m brown. Who am I?

A: Oh, sorry! No, I’m not.

B: Umm. Are you a bear?

B: Hint, please.

A:（イラストの一部を見せながら）Round eyes. Who am I?
A: Oh, close! No, I’m not.

B: Are you a cat?

B: Hint, please.

A: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。） B: Are you a monkey?
A: Yes, I am. （ハイタッチを行う。
）Good job! See you. B: See you.

○本時の活動をふり返る。

◇児童が工夫してヒントを出し，反

・振り返りカードを記入し，自己評価を

応の言葉を添えながら，クイズの応

行う。

答を行っていたことを評価する。

ま
と
め

【児童のまとめの例】
・ヒントを出すときに，友達に伝わりやすいようにはっきりということができた。
・〇〇さんが，体の部分を言いながらジェスチャーをしていたのが良かった。
○挨拶をする。

（６）板書計画
Today’s goal
絵本に出てきた動物の
「Who am I?」クイズ
をしよう

体の部位 表

Thursday
ヒント１：色 colors
Are you a ,,,,,,,,?

November

thirtieth

Yes I am. / No I’m not.

sunny

ヒント２：体の部位 body parts

(絵カード)

Are you a ,,,,,,,,?
Yes I am. / No I’m not.
ヒント３：ジェスチャー gesture
Are you a ,,,,,,,,?
Yes I am. / No I’m not.

Dream 3-9 Who are you?

きみはだれ？

第４時 （45 分）
目標：・誰かと尋ねたり答えたりする表現や，動物や体の部位，形状を表す語に慣れ親しむ。
・クイズを出したり答えたりする。
準備：タブレット【デジタル教材（Hi, friends! Story books / Hi, friends! Plus）
，ICT 教材】，
絵本 'In the Autumn Forest'，教師用絵カード，表現カード，ワークシート

過

学習活動

程
○挨拶をする。

指導上の留意事項（◇）

評価基準

◆「努力を要する」状況と判断した
児童への指導の手立て

[評価方法]

◇はっきりとした声で，気持ちのよ
い挨拶を交わす。

導
入

○【Jingle】Animals

◇日本語とは違う音を意識させな

（Hi, friends! Plus）

がら，一緒に言う。

・デジタル教材を見ながら，動物名のジ

◆指導者が口をはっきりと動かし，

ングルを言う。

音の特徴をとらえやすいようにす
る。

○前時までの学習を振り返る。
・体の部位の表現や動物名を英語で言い， ◇クイズの出し方の手順カードを
どんな３ヒントクイズを行ったかを振り

提示し，内容を想起させる。

返る。
○本時のめあてを立てる。
オリジナル「Who am I?」クイズを作ろう。

展

開

○【短い話を聞く活動】

◇指導者が再度モデルを見せ，答え ・誰かと尋ねた

「先生のクイズモデルを聞こう。
」

る側の言い方も確認する。

り答えたりす

・指導者のクイズモデルを見て，どんな

る表現や，動物

ヒントのクイズを作成しているかや，応

や体の部位，形

答の仕方を確認する。

状を表す語を
聞いたり言っ

○「オリジナル『Who am I?』クイズを

◇モデルの問題でのやり取りを，文

たりしている。

作ろう。
」

字を提示しながら再度確認し，どの

【慣】[行動観

・クイズの作成の方法を知る。

ようなヒントを出すかを考えさせ

察，ワークシー

・ペアで絵本に出てこない動物を選び，

る。

ト点検，振り返

既習の内容から，ヒントを考えてクイズ

◆机間指導を行い，うまく協力でき

りカード点検]

を作成する。

ていないペアや，ヒントを思いつか
ない児童を支援する。

○「クイズのヒントを工夫しよう。
」

◇難しいヒントからだんだんと分 ・クイズを出し

・指導者のモデルを見て，どのような順

かりやすいヒントになるように工

たり答えたり

番や言い方でヒントを出すとクイズがお

夫すると良いことなどに気付かせ

している。

もしろくなるのかを考える。

る。

【慣】[行動観

・グループ（２ペア）でヒントの順番や， ◆机間指導を行い，うまく協力でき

察，ワークシー

伝え方の工夫などを考える。

ト点検，振り返

ていないグループを支援する。

りカード点検]
○「クイズの出し方を練習しよう。
」

◇反応をしながら応答をするよう

・グループで問題を出す側と答える側の

声をかける。

役になって，クイズの応答の練習を行う。 ◆机間指導を行い，うまく言えてい
ない児童のそばに行って一緒に言
うなどの支援をする。
★【めざす子どもの姿】
・相手に伝わり，楽しくできるように工夫したクイズを作成し，反応を添えながらクイズ
を出したり答えたりしている。
A: Hello.

B: Hello. A: I’m brown. Who am I?

A: Oh, sorry! No, I’m not.

B: Umm. Are you a bear?

B: Hint, please.

A:（イラストの一部を見せながら）Round eyes. Who am I?
A: Oh, close! No, I’m not.

B: Are you a cat?

B: Hint, please.

A: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。） B: Are you a monkey?
A: Yes, I am. （ハイタッチを行う。
）Good job! See you. B: See you.

○本時の活動をふり返る。

◇児童が相手を楽しませることを

・ふり返りカードを記入する。

意識しながらクイズを作成したり，

ま

相手に伝わりやすいように問題を

と

出す練習を行っていたりしていた

め

姿を評価する。
○挨拶をする。

Dream 3-9 Who are you?

きみはだれ？

第５時 （45 分）
目標：・相手に伝わるように工夫しながらクイズを出したり答えたりしようとする。
・クイズを出したり答えたりする。
準備：タブレット【デジタル教材（Hi, friends! Story books / Hi, friends! Plus）
，ICT 教材】，
絵本 'In the Autumn Forest'，教師用絵カード，表現カード，ワークシート

過

学習活動

程

指導上の留意事項（◇）

評価基準

◆「努力を要する」状況と判断した
児童への指導の手立て

[評価方法]

○挨拶をする。

◇はっきりとした声で，気持ちのよ

・他学級（又は他学年）の児童と挨拶を

い挨拶を交わす。

交わす。

導
入

○【Jingle】Animals

◇日本語とは違う音を意識させな

（Hi, friends! Plus）

がら，一緒に言う。

・デジタル教材を見ながら，動物名のジ

◆指導者が口をはっきりと動かし，

ングルを言う。

音の特徴をとらえやすいようにす
る。

○本時のめあてを立てる。
オリジナル「Who am I?」クイズ大会をしよう。
○「クイズの出し方や答え方の練習をし

◇指導者が再度モデルを見せ，答え

よう。
」

る側の言い方も確認する。

・相手に伝わる

・指導者のクイズモデルを見て，応答の

◆クイズの出し方の手順カードを

ように工夫し

仕方を確認する。

提示する。

ながら，クイズ

・グループで練習をする。

◆机間指導を行い，うまく言えてい

を出したり答

ない児童のそばに行って一緒に言

えたりしよう

うなどの支援をする。

としている。

展

開

【コ】
○「”Who am I?”クイズ大会」

◇全員がクイズを出したり答えた ・クイズを出し

・グループごとに交流して，クイズを出

りすることができるように，順番を

たり答えたり

し合う「クイズ大会」を行う。

決めておくなど，学級の実態に応じ

している。

・お互いにクイズの内容や，英語の言い

た進め方をする。

【慣】[行動観

方などでよかったところを伝え合う。

◆机間指導を行い，うまく交流でき

察，ワークシー

・グループを変えて，同様にクイズ大会

ていないグループや，うまく言えて

ト点検，振り返

を行う。

いない児童を支援する。

りカード点検]

★【めざす子どもの姿】
・相手に伝わり楽しくできるように，言い方などを工夫してクイズを出したり，反応を添
えながらクイズに答えたりしている。
A: Hello.

B: Hello. A: I’m brown. Who am I?

A: Oh, sorry! No, I’m not.

B: Umm. Are you a bear?

B: Hint, please.

A:（イラストの一部を見せながら）Round eyes. Who am I?
A: Oh, close! No, I’m not.

B: Are you a cat?

B: Hint, please.

A: OK. （動きなどのジェスチャーを行う。） B: Are you a monkey?
A: Yes, I am. （ハイタッチを行う。
）Good job! See you. B: See you.

○「ほめほめ Time」

◇表現のよさや，反応を添えていた

（他の児童の表現の良い所を見つけあう

ことなど，相手に伝える工夫の良か

活動）

った点を共有する。

・グループ内でお互いのよかったところ

◇”It’s nice!” “Good job!”などの英

や，他のグループのよかったところなど

語でのほめ言葉も添えて伝えあう

を交流する。

とよい。

・全体で他のグループのよかったところ
を交流する。
○本時の活動をふり返る。

◇児童が相手に分かりやすく伝わ

・ふり返りカードを記入する。

り，楽しませることができるように

ま

工夫してクイズを出していた姿や，

と

反応を添えながら答えていた姿を

め

評価する。
○挨拶をする。

