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１ 単元目標 

・日本の行事や食べ物などの言い方を知り，日本の文化について紹介したり，日本の文化について気に

入っていることを伝え合ったりすることができる。 

※本単元における「聞くこと」「話すこと［やり取り］」については記録に残す評価は行わないが，目標

に向けて指導は行う。 

 

２ 単元の評価規準（「話すこと［発表］」「書くこと」に焦点をおいて） 

  ※教師用指導書『指導・評価編』p. 14-23 または弊社 HP をご参照ください。 

   https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/2020shou/eigo/category04/download.html#download_00 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

話
す
こ
と
［
発
表
］ 

＜知識＞行事や食べ物，食べ物の味(sweet, 

sour など）や感想(It's exciting.など)の言い

方や，日本について好きなことを尋ねたり

(What do you like about Japan?)，答えたり

する言い方を理解している。 

＜技能＞日本の文化（行事や食べ物，楽しめ

ること，できることなど）について話す技能

を身につけている。 

海外から来た人に日本の文化（行

事や食べ物，楽しめること，でき

ることなど）を紹介するために，

簡単な語句や基本的な表現を用

いて話している。 

海外から来た人に日本の文化

（行事や食べ物，楽しめるこ

と，できることなど）について

より知ってもらえるよう工夫

しながら，簡単な語句や基本的

な表現を用いて話している。 

書
く
こ
と 

日本文化を紹介する例文を参考に，音声で十

分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を書き写すことができる。 

日本文化を紹介するポスターを

作成するために，例文を参考に，

音声で十分に慣れ親しんだ簡単

な語句や基本的な表現を用いて

書いている。 

日本文化を紹介するポスター

を作成するために，例文を参考

に，音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現を

用いて丁寧に書こうとしてい

る。 

 

３ 単元の指導と評価の計画（7時間） 

時 本時のねらい・活動 評価規準 

第 

１ 

時 

ねらい 単元のめあてを知り，海外の子ども達が興味をもっている日本

の文化や行事を知り，使われている英語表現にふれる。 

(1) 導入（あいさつ，Small Talk〈好きな日本の行事〉，めあてと見通

しの確認） 

(2) Let’s Watch (p. 32～33)：海外の子ども達が話している動画を見て，

その内容を推測する。 

(3) Let’s Say It Together：What do you like about Japan? (p. 32)：日

本の文化のどこが好きかを問う表現と答え方の表現の口慣らしをす

本時では，記録に残す評価は行わない

が，目標に向けて指導は行う。 
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る。 

(4) Let’s Think (p. 33)：自分が紹介したい日本の文化について考え，意

見を交換する。 

(5) ふりかえり：ふりかえりシートに記入する。 

第 

２ 

時 

ねらい 外国人観光客が好きな日本文化や食べ物について聞き取り理

解し，使われている英語表現にふれる。食べ物の好き嫌いや味覚に関す

る表現を知り，聞き慣れる。 

(1) 導入（あいさつ，めあてと見通しの確認） 

(2) 前時のふりかえり（Let’s Watch，Let’s Say It Together : What do 

you like about Japan?） 

(3) Let’s Listen 1 (p. 34)：外国人観光客が興味をもっている日本文化に

ついて聞き取り理解する。日本の文化に関する英語表現や，興味が

ある理由を述べる際の表現などを聞き取る。 

(4) Let’s Listen 2 (p. 35)：外国人観光客が好きな日本の食べ物や飲み物

について聞き取り理解する。日本の食べ物や飲み物について好き嫌

いや味覚を表す英語表現を聞き取る。 

(5) ふりかえり：ふりかえりシートに記入する。 

本時では，記録に残す評価は行わない

が，目標に向けて指導は行う。 

第 

３ 

時 

ねらい 各月に関連する日本の行事や風物詩について考え，その英語表

現に慣れ親しむ。 

(1) 導入（あいさつ，Small Talk〈各月の日本の行事や風物詩〉，めあ

てと見通しの確認） 

(2) 前時のふりかえり（Let’s Say It Together : What do you like about 

Japan?，Let’s Listen 1, 2） 

(3) Activity 1 (p. 36)：巻末の 1～12 月の絵カードを使って月の名前や

関連する行事の言い方を聞き取り，慣れ親しむ。グループまたはク

ラスで絵カードを使いポインティング・ゲームを行う。 

(4) 発展活動：Activity 1 とは異なる行事などの絵カードを作成し，グ

ループ内で発表し合う。 

(5) ふりかえり：ふりかえりシートに記入する。 

本時では，記録に残す評価は行わない

が，目標に向けて指導は行う。 

第 

４ 

時 

ねらい 季節ごとに，好きな日本の行事や食べ物などを尋ね合う。 

(1) 導入（あいさつ，Let’s Say It Together : What do you like about 

Japan?，めあてと見通しの確認） 

(2) 前時のふりかえり（Activity 1） 

(3) Activity 2 ① (p. 37)：動画を視聴し，インタビューで使われていた

表現を言う。 

(4) Activity 2 ②：クラスメイトに好きな日本の食べ物や行事を聞き，

グループ内で発表し合う。 

(5) ふりかえり：ふりかえりシートに記入する。 

本時では，記録に残す評価は行わない

が，目標に向けて指導は行う。 
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第 

５ 

時 

ねらい 海外の人達に紹介したい日本の文化や行事，食べ物などについ

て，ポスターを作成する。 

(1) 導入（あいさつ，Small Talk〈紹介したい日本の文化〉，めあてと

見通しの確認） 

(2) 前時のふりかえり（Activity 2） 

(3) Let’s Read and Write (p. 38)：紹介したい日本の文化，行事，食べ

物などのポスターを作成する。 

(4) ふりかえり：ふりかえりシートに記入する。 

「書くこと」の記録に残す評価 

◎日本の文化や行事，食べ物，楽しめ

ること，できることなどについて，

音声で十分に慣れ親しんだ簡単な

語句や基本的な表現を書いている。

＜観察・ワークシート記述分析＞ 

◎海外の人によりわかりやすく紹介

するために，日本の文化や行事，食

べ物，楽しめること，できることな

どについて，音声で十分に慣れ親し

んだ語句や表現を用いて考えや気

持ちなどを書いている。＜行動観

察・ワークシート記述分析＞ 

※児童が書いたワークシートの記述

を分析し，評価の記録を残す。 

 

 

第 

６ 

時 

ねらい 前時に作成したポスターを使って，日本の文化などを紹介す

る。 

(1) 導入（あいさつ，Let’s Say It Together，めあてと見通しの確認） 

(2) 前時のふりかえり（Let’s Read and Write） 

(3) Final Activity (p. 39) ①：動画を視聴し，発表する際のイメージを

つかみ，紹介の練習をする。 

(4) Final Activity ②：自分のポスターをクラスメイトに見せ，日本の

文化などについて紹介する。 

(5) ふりかえり: ふりかえりシートに記入する。 

「話すこと［発表］」の記録に残す評

価 

◎海外から来た人に日本の文化（行事

や食べ物，楽しめること，できるこ

となど）をよりわかりやすく紹介す

るために，簡単な語句や基本的な表

現を用いて考えや気持ちなどを話

している。＜行動観察・ワークシー

ト（ポスター）記述分析＞ 

※児童が日本の文化について話す様

子やワークシートの記述を分析し，

評価の記録を残す。 

 

 

第 

７ 

時 

 

ねらい アルファベットの[e]がもつ音について認識し，理解を深める。

単元全体の学びをふりかえる。 

(1) 導入（あいさつ，Small Talk〈前時の発表について〉，めあてと見

通しの確認） 

(2) Sounds and Letters [e] (p. 40) ：カタカナ語と英語の発音の違いや

[e] の 2 つの音に気をつけて聞いたり，文字を書き写したり，発音

したりして認識を高める。 

本時では，記録に残す評価は行わない

が，目標に向けて指導は行う。 

４－１－１，４－１－２参照 

４－２－１，４－２－２参照 
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(3) Review (p. 41)：味覚を表す単語を探したり，書き写したり，強勢

に気をつけて言ったりする。 

(4) Lesson 3 のふりかえり(p. 41)：本単元の学習をふりかえり，項目ご

とに 3 段階で自己評価する。 

 

４−１−１ 第５時（「書くこと」の評価場面）の指導と評価例 

 指導過程 児童の活動 指導のポイント，評価方法 

導 

入 

 

 

８ 

分 

(1) あいさつ（2 分） 

(2) Small Talk（5 分）紹介し

たい日本の文化 

(3) めあてと見通しの確認（1 分） 

 

 

・あいさつをする。 

・Small Talkを聞き，自由に反応す

る。 

・めあてと見通しを確認する。 

 

展 

開 

１ 

 

 

５ 

分 

(4) Activity 2（5 分） 

○教 p. 37 ○デ  / CD 3-6 

・前時にクラスメイトとインタビ

ューし合った内容について，前

時ではグループにわかれてグル

ープメンバーに発表したが，ク

ラス全体で数名の児童を指名し

発表させる。 

・前時に記入したメモを参考に，

グループメンバーに発表した内

容をクラス全体に発表する。 

例  I like hanami in spring.  

Saki likes watermelons in 

summer. 

・発表しない児童も前時に自分が

インタビューした内容を思い出

しながら，発表している児童の

話をよく聞く。 

・ここでのふりかえりは本時のポスター

作成に繋げるためのものでもあるの

で，児童にも，どんな日本の文化を紹

介したいか考えながらふりかえるよう

に促すとよい。 

展 

開 

２ 

 

 

28

分 

(5) Let’s Read and Write（28 

分） 

○教 p. 38 ○デ  / CD 3-13 

・紙面を見ながら音声を聞かせ，

意味を考えさせる。音声を聞か

せた後に内容を推測させ，クラ

スで話し合う機会をもつ。 

・次に文字を指で追いながら音声

を聞くよう指示する。 

・紙面の 2 例やこれまでこの単

元で学んできたことを参考に，

自分が海外の人に紹介したい

日本の文化，行事，食べ物など

について考えさせる。 

・巻末ワークシート❸を使って，

・紙面の 2 例についての音声を聞

き，内容を推測しクラスで話し

合う。 

・音声を聞きながら文字を指で追

う。 

・紙面の 2 例やこれまでこの単元

で学んできたことを参考に，自

分が海外の人に紹介したい日本

の文化，行事，食べ物などにつ

いて考える。 

・巻末のワークシート❸を使って，

例を見ながら，巻末 My Word 

Bank や絵カードなども参考に

して，既習の英語表現を使い，

ポスターを作成する。 

・ポスター作成については，できるだけ児

童が本当に海外の人に紹介したい日本

の文化，行事などをポスターに書けるよ

うに，この単元でふれてきた内容に限ら

ず，児童の自由な発想を大切にしたい。 

・真ん中の部分には写真を貼ってもよいし

絵を描かせてもよい。 

・英文を書く部分は，巻末 My Word Bank 

や絵カードなども参考にしながら書か

せる。 

◎日本の文化や行事，食べ物，楽しめるこ

と，できることなどについて，音声で十分

に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表

現を用いて考えや気持ちなどを書いてい

る。＜観察・ワークシート記述分析＞ 

本時のめあて 日本の文化をしょうかいするポスターをつくろう。 
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例を見ながら既習の英語表現

を使い，ポスターを作成させ

る。 

・自分が紹介したい文化や行事な

どの言い方がわからない場合

は，教師に教えてもらう。 

◎海外の人によりわかりやすく紹介する

ために，日本の文化や行事，食べ物，楽し

めること，できることなどについて，音声

で十分に慣れ親しんだ語句や表現を用い

て考えや気持ちなどを書いている。＜行動

観察・ワークシート記述分析＞ 

※児童が書いたワークシートの記述を分

析し，評価の記録を残す。 

ま 

と 

め 

 

４ 

分 

(6) 本時のふりかえり（3 分） 

ふりかえりシートに記入す

る。 

(7) 終わりのあいさつ（1 分） 

・ふりかえりシートに記入する。 

 

 

・終わりのあいさつをする。 

 

 

４−１−２ 「書くこと」＜知・技＞＜思・判・表＞の評価例（第５時） 

評価場面 Let’s Read and Write 

活動内容：巻末のワークシート❸を使って，例を見ながら，巻末 My Word Bank や絵カードなども参考

にして，既習の英語表現を使い，ポスターを作成する。 

評価方法 行動観察，Let’s Read and Write ワークシート記述分析 

評価基準（ル

ーブリック） 

＜知識・技能＞ 

(a) 日本の文化や行事，食べ物，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現を，文字と文字，

語と語の間隔に適切なスペースをおき，すべて正しく書いている。 

(b) 日本の文化や行事，食べ物，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現を，例文を参考

にしながら，文字と文字，語と語の間隔に適切なスペースをおき，書いている。 

(c) 日本の文化や行事，食べ物，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現について，4 線

の上に正しい綴りで書いていない。また語と語の間隔に適切なスペースが守られていない。 

 

＜思考・判断・表現＞ 

(a) 海外の人によりわかりやすく日本の紹介をするために，本単元で学習する語彙や表現だけでなく，例

文を参考にしたり既習語彙や表現を用いたりして，自分の考えや気持ちを書いている。また，まとま

りのある文となるよう文の順も入れ替えたりし，適切に書いている。 

(b) 海外の人によりわかりやすく日本の紹介をするために，本単元で学習する語彙や表現を用いて，例文

を参考にして自分の考えや気持ちを書いている。ただし，海外の人により日本のことを分かってもら

うという観点からは，情報量が十分とは言えない。 

(c) 本単元で学習する語彙や表現を用いて例文を参考に書こうとしているが，情報量が足りず，日本の文

化のよさや自分の考えや気持ちが十分に伝わるように書けていない。 
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評価例 【児童１】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本の文化や行事，食べ物，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現を，文字と文字，

語と語の間隔に適切なスペースをおき，すべて正しく書いている。 

・本単元で学習する語彙や表現だけでなく，海外から来た人により日本のよいところをわかってもらうた

めに，教師が板書に掲示していた絵カードや巻末の My Word Bank を参考に You can see cherry 

blossoms in Japan.や I like flowers.のように既習語彙や表現を用いて書き加えている。また，まとま

りのある文となるよう文の順も入れ替えたりし，適切に書いている。 

⇒＜知識・技能＞＜思考・判断・表現＞において「十分満足できる」状況（a）と判断できる。 
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【児童 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・日本の文化や行事，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現を正しく書けている。しか

し，文字と文字，語と語の間隔に適切なスペースが守られていないところもある。 

・本単元で学習する語彙や表現を用いて，例文を参考にして書くことができている。ただし，自分の思い

を伝えるという観点や，海外の人に日本の文化のよさをよりよく伝えるという観点からは，十分な情報

量とは言えない。 

⇒＜知識・技能＞＜思考・判断・表現＞において「おおむね満足できる」状況(b)と判断できる。 
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【児童３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本の文化や行事，食べ物，楽しめること，できることなどについて表す語句や表現について，4 線の

上に正しく書けていなかったり，文字の書き方や綴りを誤っていたりするところ（T[t]ukimi［正：

T[t]sukimi］，bango［正：dango］，fan［f の形が誤り，正：fun］など）がある。また，語と語の間隔

に適切なスペースが守られていないところもある。また，ピリオドが抜けている文がある。 

・本単元で学習する語彙や表現を用いて，例文を参考にして書こうとしているが，自分の思いを伝えると

いう観点や，海外の人に日本の文化のよさを伝えるという活動の目的を達成していない。 

⇒＜知識・技能＞＜思考・判断・表現＞において「努力を要する」状況(c)と判断できる。 
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事後指導，備

考 

■(c)と判断した児童が本単元以降【B】を達成できるようにするための改善案 

・次の単元以降も，継続した指導や支援を行い，改善状況を見取りつつ，「おおむね満足できる」状況(b)

を達成できるようにする。具体的には，対象児童に「伝えたい内容」等を尋ね，それに合った語句や表

現を一緒に巻末の My Word Bank から選んだり，書いたりする際には，参考とする例文を児童が書くシ

ートのすぐ上に置かせ，語と語の間隔を意識しながら児童が書けるようにするなど，支援の工夫を図る。 

・本時で，「十分満足できる」状況(a)と判断した児童の作品については，よい例として示すなどして学級

全体で共有し，今後の学習につなげる。 

■本案では第５時に「書くこと」の評価場面を設けたが，これに加え，単元末ワークシートの４を使って，

総括的に評価することも考えられる。 

 

４−２−１ 第６時（「話すこと［発表］」の評価場面）の指導と評価例 

 指導過程 児童の活動 指導のポイント，評価方法 

導 

入 

 

 

６ 

分 

(1) あいさつ（2 分） 

(2) Let’s Say It Together（3 分） 

○教 p. 32 ○デ  / DVD CD 2-56 

(3) めあてと見通しの確認（1 分） 

 

 

 

・あいさつをする。 

・動画に合わせて，または後につ

いて言う。 

・めあてと見通しを確認する。 

 

 

  

 

展 

開 

１ 

 

 

７ 

分 

(4) Let’s Read and Write（7 分） 

○教 p. 38 ○デ  / CD 3-13 

・紙面を見ながら音声を聞かせる。 

・2 回目は，音声の後について言える

児童は言うよう促す。 

・紙面を見ながら音声を聞く。 

・2 回目は，音声の後について言

えるところは言ってみる。 

・前時に作成したポスターを見直

し，修正したり付け加えたりし

たいところがあれば，手直しを

する。 

・本時の Final Activity に備えて，Let’s 

Read and Write の音声を聞かせ，児

童たちが各自のポスターをクラスメ

イトに見せて説明したり発表したり

するときの参考にしてもらうとよ

い。 

展 

開 

２ 

 

 

10

分 

(5) Final Activity ①（10 分） 

○教 p. 39 ○デ  / DVD CD 3-16 

・発表の実演例を視聴し，モデルの内

容を推測しながら，自分が紹介した

い日本の文化を発表する際のイメ

ージをもたせる。 

・視聴した内容について，またどのよ

うに文化の紹介をしていたかにつ

いて，クラスで話し合わせる。 

・視聴した活動モデルを参考に，各自，

作成したポスターを使って，文化を

紹介する練習をするよう促す。 

・発表の実演例を視聴し，その内

容を推測しながら，自分が選ん

だ日本の文化を紹介する際の

イメージをもつ。 

・視聴した内容について，またど

のように文化の紹介をしてい

たかについて，クラスで話し合

い，意見を交換する。 

・視聴した活動モデルを参考に，

作成したポスターを使って自

分が選んだ日本の文化を紹介

する練習をする。 

・時間を取って，発表のしかたや発表

の聞き方について，児童たちに考え

させたい。 

・各自が自分の紹介したい文化を発表

し合うだけでなく，相手にわかりや

すく伝えることや聞く側はどうし

て相手がその文化を選んだのか，ま

たその紹介で「よいと思ったこと」

などを考えながら目的意識をもっ

て聞くよう指導したい。 

本時のめあて 完成したポスターを使って，日本の文化をしょうかいしよう。 
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展 

開 

３ 

 

 

16

分 

(6) Final Activity ②（16 分） 

・各自，完成したポスターを使って，

自分が選んだ日本の文化をクラス

メイトに紹介するよう指導する。 

・友達の発表を聞いたら，その内容に

ついて，p. 39 の記入欄に書き込ま

せる。 

・記入欄にはないが，友達がなぜその

文化を選んだのか，理由を尋ねさせ

てもよい。 

・完成したポスターを使って，自

分が選んだ日本の文化を，教室

を歩き回り，クラスメイトに紹

介する。 

・友達のポスターの紹介を聞くと

きは，その内容について，p. 39

の記入欄に書き込む。 

・友達の発表について，「よいと

思うこと」を考えながら聞く。

余裕があれば，なぜその文化を

選んだのか理由を尋ねる。 

・教科書 p. 39 の表は 4 人の友達が紹

介した文化などについて書き込む

ようになっている。時間に余裕があ

り，5 人以上の友達とやり取りがで

きるようであれば，指導書『ワーク

シート編』ワークシート Lesson 3-

⑦を用意する。 

◎海外から来た人に日本の文化（行事

や食べ物，楽しめること，できるこ

となど）をよりわかりやすく紹介す

るために，簡単な語句や基本的な表

現を用いて考えや気持ちなどを話し

ている。＜行動観察・ワークシート

（ポスター）記述分析＞ 

※児童が日本の文化について話す様子

やワークシートの記述を分析し，評

価の記録を残す。 

ま 
と 
め 
 
６ 
分 

(7) 本時のふりかえり（5 分） 

(8) 終わりのあいさつ（1 分） 

・ふりかえりシートに記入する。 

・終わりのあいさつをする。 

 

 

４−２−２ 「話すこと［発表］」＜知・技＞＜思・判・表＞＜主＞の評価例（第６時） 

評価場面 Final Activity 

活動内容：完成したポスターを使って，自分が選んだ日本の文化をクラスメイトに紹介する。 

評価方法 行動観察，ワークシート（ポスター）記述分析 

評価基準（ル

ーブリック） 

※本活動は主に＜思考・判断・表現＞＜主体的に学習に取り組む態度＞を重点的に評価することが望まし

いが，＜知識・技能＞についても授業や評価の実態に応じてフォローできるよう評価基準（ルーブリック）

を掲載する。 

＜知識・技能＞ 

(a) 行事や食べ物，食べ物の味（sweet, sour など）や感想（It's exciting.など）の言い方や，日本につい

て好きなことを尋ねたり（What do you like about Japan?），答えたりする言い方を正しく理解し，

それらを用いて日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）について話している。 

(b) 行事や食べ物，食べ物の味（sweet, sour など）や感想（It's exciting.など）の言い方や，日本につい

て好きなことを尋ねたり（What do you like about Japan?），答えたりする言い方をおおむね理解し，

それらを用いて日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）について話している。 

(c) 行事や食べ物，食べ物の味（sweet, sour など）や感想（It's exciting.など）の言い方や，日本につい

て好きなことを尋ねたり（What do you like about Japan?），答えたりする言い方を十分に理解して

いない，または理解はしているが日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）につ
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いて十分に話せていない。 

 

＜思考・判断・表現＞ 

(a) 海外から来た人に日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）をよりわかりやすく

紹介するために，本単元で学習した語彙や表現だけでなく，これまでの既習語句や表現も用いてより

詳しい情報を付け加えて，自分の考えや気持ちなどを話している。 

(b) 海外から来た人に日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）を紹介するために，

本単元で学習した語句や表現を用いて，自分の考えや気持ちなどを話している。 

(c) 本単元で学習した語句や表現を用いて日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）

を紹介しようとしているが，海外の人に紹介するための情報量が少ないか，あるいは自分の考えや気

持ちが十分に伝えられていない。 

 

＜主体的に学習に取り組む態度＞ 

(a) 海外から来た人に日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）をよりわかりやすく

紹介するために，聞き手に問いかけたり，状況に応じたアイコンタクトやジェスチャーなどを工夫し

たりしている。また，よりまとまりのある内容になるように，内容を補足したり，伝える順序を修正

したりするなど，相手に応じてよりよく伝えるための工夫をしている。 

(b) 海外から来た人に日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）をわかりやすく紹介

しようとする際に，間違いやつまりながら発表することもあるが，アイコンタクトやジェスチャーを

入れたりして，準備した原稿をもとに聞き手に伝えようとしている。 

(c) 海外から来た人に日本の文化（行事や食べ物，楽しめること，できることなど）を紹介しようとする

際に，資料や下ばかりを向いてしまい，何とかして伝えようとする姿勢が見られない。あるいは，発

表を最後まで続けることができない。 

評価例 【児童１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒＜思考・判断・表現＞＜主体的に学習に取り組む態度＞において「十分満足できる」状況(a)と判断で

きる。 

Hello.  Welcome to Japan! 

In Japan, you can enjoy 

hanami in April. 

You can see cherry blossoms. 

I like flowers in spring very 

much.  Do you like flowers? 

You can eat obento under the 

trees.  It’s very fun. 

Please try it!  Thank you. 

・本単元で学習した語彙や表現だけでなく，既習の

語彙や表現を目的に応じて使って話している。 

・例文をもとにしながら，内容のまとまりや流れを

意識して文の順序を変える工夫をしている。 

・効果的なジェスチャーを加えたり（eat obento, 

cherry blossoms など），聞き手の人数に応じて目

線を振ったりして話している。 

・聞き手に伝わる声の大きさで話している。 

・聞き手の理解を確認したり聞き手の意識を引くた

めに Do you like flowers?と問いかけている。 

・練習のときの相手の反応を踏まえて，内容をより

よくしようと発表のメモを書き換えている。 
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【児童２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒＜思考・判断・表現＞＜主体的に学習に取り組む態度＞において「おおむね満足できる」状況(b)と判

断できる。 

 

 

【児童３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒＜思考・判断・表現＞＜主体的に学習に取り組む態度＞において「努力を要する」状況(c)と判断でき

る。 

 

事後指導，備

考 

■(c)と判断した児童が本単元または本単元以降の評価において【B】を達成できるようにするための改善

案 

・本活動以降においても，指導改善や，学習改善につながる手立てを継続して行うようにする。具体的に

は，Small Talk などを児童同士で行わせる場面を設定し，日本の文化や行事，食べ物などについて対話

させる際に，個々のつまずきに対応しながら個別に What do you like about Japan？Do you like 

winter?などと教師が児童に問いかけを行ったり，I like …(食べ物や行事) in ～(季節).の表現を再度理

解し，発話を促すための個別の指導・支援を継続的に行っていく。継続的な行動観察により，児童が聞

き手に伝えようとする態度が改善したり学習改善が見られたりした場合には，「おおむね満足できる」

状況(b)を「記録に残す評価」とし，本単元における＜思考・判断・表現＞＜主体的に学習に取り組む態

度＞において評価の総括を【B】とする。 

・本単元以降，該当単元で扱う題材について，チャンツを用いて復習をしたり，そこで扱う語句や表現を

用いてやり取りする等して，聞いたり話したりする活動を十分に行う。 

Hello.  Welcome to Japan! 

You can enjoy hanami in 

April. 

You can see many えっと，

cherry blossoms in Japan. 

It’s fun. 

Please try it! 

Hello. Welcome to Japan! 

え っ と ， You can enjoy 

tsukimi in …オー，autumn. 

You can eat dango. 

It’s fun ….  

Please try … it. 

・つまるところも数カ所あるが，本単元で学習した

語彙や表現を使って話している。 

・アイコンタクトをしたり，ジェスチャーを交えて

いるところもある。 

・聞き手に伝わる声の大きさで話している。 

 

・本単元で学習した語彙や表現を使って日本の文

化や自分の考えが十分に伝えられていない。 

・うつむきながら話している。ジェスチャーなど

の工夫が見られない。 

・聞き手に伝わる声の大きさで話せていない。 



13 

・励ましたり，よいところを見つけて称賛したり，また「評価例」の児童１のようにアイコンタクトや

ジェスチャーなどの工夫や内容のまとまりを意識している児童の姿を共有したり，よい発表について

のふりかえりシートの記載を紹介したりするなどして，よい例を示す。（参考：教師用指導書『ワーク

シート編』p. 40-41「ふりかえりシート」または p. 44「活動記録シート」） 

■「話すこと［発表］」の評価として，本時での発表を記録に残す評価として位置付けているが，行うタ

イミングによって個別の状況に差が出ることが考えられ，児童全員を見取ることが難しい場合もある。

そこで授業中の見取りに加え，学期に１回程度のパフォーマンス評価において，総括的な評価を行うこ

とも考えられる。 

 


