Flags of the world を使用した活動案（例）

[テキストの入力]

Hi,friends!を有効に活用
担任主導の指導のために
Book2-Lesson5

Let’s go to Italy.

昭和女子大学附属昭和小学校
幡井理恵

監修

＊ 文科省の指導案をもとに、一部アレンジを加えています。

2/4 時間

目標

行きたい国について尋ねたり言ったりする表現に慣れ親しむ。

準備

前時までに使用した教材、デジタル教材、BINGO シート、
（振り返りカード）

予想される児童の発話

教材 / 留意点

活動

時間

指導者の発話

あいさつ

1分

（省略）

Activity 1

13 分

前週で使用した国旗絵カードを使用す

国旗絵カード

ミッシングゲー

る。

（前週に使用した

ム

５カ国程度の国旗を黒板に貼る。

２５カ国）

Please close your eyes.

目をつぶる。

Now, you can open your eyes.

目を開け、なくなった国旗の国

What’s missing?

名を答える。

初めは５カ国程度で行い、慣れてきた
ら国旗の数を増やしていく。
１枚を抜くだけでなく、複数枚抜くな
どレベルを上げていく。
Activity 2
BINGO

10 分

BINGO シート、Sticker を配付。

コラングスクール

２５か国（または１６カ国選ばせて）

サプライの

シートに貼るよう指示をする。

BINGO シート

＊ 制限時間を設けて迅速に

BINGO シートの作成をする。

（５×５または４

Now, let’s start the game.

×４）

手持ちの国旗カードを裏返したものか

Sticker

ら一枚抜いて答える。

国旗絵カード

Let’s go to Italy.

自分のシートに国旗があれば、

後は通常の BINGO の要領で、繰り返

印 を つ け る 。（ That’s a good

＊残り１つでビン

して進めていく。

idea! な ど と 表 現 を つ け て も 良

ゴという場合、児童

BINGO になった児童に対して、確認の

い。
）

は「リーチ！」とい

意味も込めて、問いかける。
Where does ◯◯先生 want to go?

う言葉を使います。
Italy, 〜, 〜, 〜, and 〜.

その際、One more

That’s right. Congratulations.

(to go)!という表現

Ok, let’s continue the game.

を使うように促せ

（終わったらステッカーを集める。
）

ると良いでしょう。

[テキストの入力]
ステレオゲーム

7分

代表のグループ全員に出てきてもら
う。
Please choose one card.

国旗カードから各自一枚を選

グループ全員国名が英語で言えるかを

ぶ。

確認する。
他の児童に向かって、
Everybody, let’s ask a question.
Where do you want to go? One Go!

Where do you want to go?

（代表者全員で）I want to go to
（各自自分のカードの国名）〜.
Did you find out the answers?
What kind of national flags does each
student have?

聞き取れなかった
◯◯ちゃんが China.

Ok, let’s ask the question one more
time.

場合は、再度全員で
質問し、代表児童ら

◯◯ちゃん、Where do you want

が答えを言う。

to go?
指名された児童だけが再度答え
る。I want to go to China.
Bingo! Good job.
同じ要領でグループ全員の国旗を当て
る。
Let’s Listen 2

8分

<P20>

Please open your book to page 20.

デジタル教材

You can see three pictures.
What are they? Now please listen
carefully and take memo.

振り返り

あいさつ

5分

1分

（音声教材を聞かせる。
）

音声教材を聞きながらメモを取

児童が日本語で答

What did you hear?

る。

えた場合は、英語で

（きよこがどこへ行って、何をしたい

聞き取れたことを英語や日本語

言い直してあげら

のか聞き取れたことを発表させる。
）

で発表する。

れると良い。

You did a good job.
Please write your comment on the

振り返りシートにコメントを記

evaluation sheet.

す。

This is all for today.
Thank you everyone.

Thank you, Mr.(Ms.) ◯◯.

See you.

See you.

