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小学校外国語教育指導用映像資料（DVD）の活用にあたって 

 
兵庫県教育委員会事務局義務教育課 

 

１ はじめに 

 本映像資料は、各教育委員会や学校において、小学校外国語の教科化に向け、効果的な指導

の在り方について研修を深めていただくために、新学習指導要領対応小学校外国語教材「We 

Can!１及び２」（文部科学省）を活用し、新たに追加された領域である Reading・Writing につ

ながる指導及び音声コミュニケーション指導についてのモデル授業をまとめています。 

また、個々の活動だけでなく、単元全体のつながりが分かる構成としています。単元やそれ

ぞれの授業で、「児童にどのような力を身に付けさせるために、その活動が行われているのか」

等も意識しながら活用いただければと思います。 

  

２ 映像資料について 

 本映像資料には、学年等に応じた効果的な指導が比較できるように、教科化としての導入期

（５年生前半）、中期（６年生前半）、後期（６年生後半）の各１単元分（各４時間）の授業が

収録されています。各授業（４５分）を１０～１５分程度にまとめ、個人での視聴や短時間で

の研修に対応できるように編集しています。また、各活動における指導のポイント等の効果的

な指導の在り方を映像中に示しています。 

 なお、県教育委員会ＨＰには本資料（活用にあたって）やワークシート等を掲載しています

ので、ダウンロードしていただき、映像資料と併せてご活用下さい。 
 

区分 内容 収録時数 

導入期（５年生前半） 
We Can!1  Unit-2  

When is your birthday?（７時間構成） 
４／７時間 

中 期（６年生前半） 
We Can!2  Unit-3  

He is famous. She is great.（５時間構成） 
４／５時間 

後 期（６年生後半） 
We Can!2  Unit-7 

 My best memory.（４時間構成） 
４／４時間 

 ※全ての時間ではなく、特に重要な時間のみを取り上げている単元もあります 
 

３ 活用にあたっての留意事項 

 (1) ALT の活用について 

    本映像資料における ALT の活用方法は一例に過ぎません。十分な打合せを行い、役割分

担を明確にし、効果的な活用をお願いします。 
 (2) 教員の英語の使用量について 

    教員の英語の使用量については児童の実態に合わせ、配慮する必要があります。本映像

資料については、全ての教員を対象に作成していますので、日本語を多めに使用していま

す。各学校においては、児童が英語に触れる機会を充実し、授業を実際のコミュニケーシ

ョンの場面とするために、児童の実態に合わせ、教員の英語の使用量を徐々に増加させる

ことが重要です。 



領域ごとの系統性について 

音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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作成コンセプト 段階 身に付けさせたい力 
（できるようになること） 活動 

既習表現を活用して、
状況に応じたやりとりを
したり、伝えたいことを
発表する 

5 年生前半 
・決められた表現を使って、先生
や友達とやりとりすることができる 
【身近なことについての話題】 

・具体物（バースデーカード、時
間割など）を使った先生や友達
とのやりとり 
・自分のことや身近なことの紹介 

6 年生前半 

・既習表現を活用して、友達同
士で簡単なやりとりすることができ
る 
【身近なことから少し離れた広がり
のある話題】 

・既習表現を活用した Small 
Talk 
・自分や他者・自分のまちや日
本の文化などの紹介 

6 年生後半 

・自分の経験や将来のことについ
て、友達同士で簡単なやりとりす
ることができる 
【身近なことから少し離れた広がり
のある話題】 
 

・既習表現を活用した Small 
Talk 
※内容：過去や未来を含める 
・自分の思い出やこれからしたい
ことの紹介 

 

読
む
こ
と 

作成コンセプト 段階 身に付けさせたい力 
（できるようになること） 活動 

・音声で十分に慣れ親
しんだ簡単な語句や基
本的な表現の意味を
理解させることにつなげ
る 
・活字体で書かれた文
字を識別し、発音させ
ることにつなげる 

5 年生前半 

・活字体で書かれた文字を識別
し、その読み方を発音することが
できる 
・音声で十分に慣れ親しんだ簡
単な語句を見て、意味が分かる
ようにする 

・文字と音を結びつける 
・語句の始めの音を意識する 
・絵などをヒントに語句を選ぶ 

6 年生前半 

・音声で十分に慣れ親しんだ簡
単な表現の意味が分かり、自分
が必要とする情報を読み取ること
ができる 

・デジタル教材を参考に、指でな
ぞりながら文章を聞く 
・絵などをヒントに言いたいことを
書き写す 
・友だちの書いたものを絵などを
手掛かりに読む 

6 年生後半 
・音声で十分に慣れ親しんだ基
本的な表現の意味が分かり、自
分が必要とする情報を読み取る
ことができる 

・既習の表現で書かれた文章を
読む 

 

書
く
こ
と 

作成コンセプト 段階 身に付けさせたい力 
（できるようになること） 活動 

音声で十分に慣れ親
しんだ単語や文を、書
き写すことができる 

5 年生前半 
・活字体の大文字、小文字を書
くことができる 

・ワークシート等を用いて、活字
体の大文字や語句をなぞったり、
書き写したりしながら、バースデー
カードを作る 

6 年生前半 
・音声で十分に慣れ親しんだ簡
単な語句や表現について、語順
を意識して、なぞったり写したりで
きる 

・絵カードを用いて作成した基本
的な文を、ワークシートに書き写
して、Who is this? Quiz を作
成する 

6 年生後半 
・語と語の間には、スペースがある
ことに気づき、語順にも改めて意
識することができる 

・学習してきた語や文を書き写し
たり、ワードリストから選んだりし
て、自分の小学校の思い出アル
バムを作成する 



単元構成について 【導入期：5 年生前半部分】 
 
1 単元名 
  We Can! 1 ( Unit 2 - When is your birthday?- 行事・誕生日 ) 
 
2 目標及び構成 
 (1) 目標 

・誕生日について聞いたり言ったりすることができる。また、活字体の大文字を書くことができる。 
・祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いて分かったり、誕生日や欲しいもの、好きなものなどを
伝え合ったりする。 

・他者に配慮しながら、好みや欲しいもの、誕生日について伝え合おうとする。 

 
 (2) 構成 

1 

本時の目標 

・月の言い方を知る。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・デジタル教材の映像や音声を元に十分に発音し、月名の言い方を知る。 
・４線上の書く位置に注意を払いながら、ワークシートの４線上に大文字を書く。 

2 
撮影 

本時の目標 

・月名を聞いたり言ったりすることができるとともに、日付の言い方を知る。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・デジタル教材や、教師用カード（月）を使って、月名や序数の言い方を知る。 
・４線上の書く位置に注意を払いながら、ワークシートの４線上に大文字を書く。 

3 
撮影 

本時の目標 

・音声で十分に慣れ親しんだ月名を識別し、正しい発音を知る。 
学習活動（中心活動：読むこと） 
・デジタル教材の映像や音声を元に十分に発音し、月名の文字の識別や正しい発音を知る。 
・担任と ALT のやり取りやデジタル教材の映像から誕生日の言い方について知り、自分の誕生日の
言い方を知る。 

4 

本時の目標 

好きなもの、欲しいものを尋ねたり、答えたりする。 

学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・デジタル教材見たり聞いたりして、好みを尋ねたり、答えたりする表現を知る。 
・（インタビュー活動）誕生日に欲しいものを尋ねたり、答えたりする。 

 



５ 

本時の目標 

誕生日や好きなもの、欲しいものを伝えあう。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・デジタル教材を活用し、好みや欲しいものを聞き取る。 
・誕生日カード作成のために、好きなものや欲しいものを伝えあい、表にまとめる。 

６ 
撮影 

本時の目標 
・語順を意識しながら音声で十分に慣れ親しんだ誕生日の表現を書き写したり、相手の名
前や自分の名前を書いたりすることができる。 

学習活動（中心活動：書くこと） 
・誕生日カードのワークシートに、ペアになった友達の誕生日の月名と日付のカードをはり、４線上に
書き写す。 

・誕生日カードのワークシートに、送り主の名前や差出人の名前を大文字を使って書く。 

７ 
撮影 

本時の目標 

・相手の好みを聞き取り、相手にふさわしいプレゼントを誕生日カードにかいて送ることができる。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・デジタル教材を見たり聞いたりして、相手の好みを尋ねる表現を知る。 
・相手の好みを聞き取る表現を用いて、相手の趣向を聞き取る。 

 











単元構成について 【中期：６年生前半部分】 
 
1 単元名 
  We Can! 2 ( Unit 3 – He is famous. She is great- 人物紹介 ) 
 
2 目標および構成 
 (1) 目標 

・「主語＋動詞＋目的語」 の文の語順に気付き、自分や第三者について聞いたり言ったりすること
ができる。 

・語順を意識して、自分やある人について紹介したり、例を参考に紹介する文を書いたりする。 
・他者に配慮しながら、第三者について伝え合おうとする。 

 
 (2) 構成 

1 
撮影 

本時の目標 
自分や友達について特徴を話したり、聞いて内容を理解したりすることができる。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・これまで慣れ親しんだ食べ物や身の回りのものなどの語を復習する。 
・自分や友達について、好きなものやこと、できることなどを話したり、聞いたりする。 

2 
撮影 

本時の目標 
好きなもの欲しもの日頃することの表現について、「主語＋動詞＋目的語」の語順に気付くことがで
きる。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・カードを使い、意味が通る文をたくさん作る。 
・英語は「主語＋動詞＋目的語」の語順になることを知る。 

3 

本時の目標 
好きなものやこと、欲しいもの、日頃することの表現について、語順がわかり、単語と単語との間にス
ペースを置き、語順を意識して文を書き写すことができる。 
学習活動（中心活動：書くこと） 
・ある人物の説明を聞いて、それが誰なのかを考える。 
・絵カードを手掛かりに、単語と単語との間にスペースを置き、語順を意識して、ある人物を紹介する
文章を書き写す。 

４ 
撮影 

本時の目標 
語順を意識して、例を参考にある人物を説明するための紹介文を作る。 
学習活動（中心活動：書くこと） 
・ワークシートに書き溜めた文や誌面の英文を参考に、Who is this？クイズを作る。 
・絵カードやワードリストを手掛かりに、語順を意識して、クイズ文を書き写す。 

５ 
撮影 

本時の目標 
他者に配慮しながら、ある人物になりきって、第３者について伝え合おうとする。 
学習活動（中心活動：読むこと） 
・前時に作った Who is this？クイズを読む 
・ペアやグループでクイズを出し合う 
・本単元で学習した表現が含まれる文を読む 











単元構成について 【後期：６年生後半部分】 
 
1 単元名 
  We Can! 2 ( Unit 7 – My Best Memory- 小学校生活・思い出 ) 
 
2 目標及び構成 
 (1) 目標 

・学校行事について、聞いたり言ったりすることができる。 
・学校行事について伝え合ったり、簡単な語句や表現で書かれた英語を推測しながら読んだり、語

順を意識しながら書いたりする。 
・他者に配慮しながら、思い出の学校行事について伝え合おうとする。 

 
 (2) 構成 

1 
撮影 

本時の目標 

学校行事についての話を聞いて内容が分かる。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・単語練習（行事名）。 
・Small talk “season” “Why?”  
・What’s your best memory? （HRT + ALT の子どもの頃の写真を用いる。） 
・happy, good, wonderful 等の語彙を復習。 

2 
撮影 

本時の目標 

学校行事についての話を聞いて内容が分かり、感想を伝え合う。 
学習活動（中心活動：音声コミュニケーション） 
・Let’s listen , Let’s talk クイズ的に用いる。 
・児童が持ってきた写真を使った small talk. 
・“What’s your best memory?”の発話練習 
・持ってきた写真から best picture を 1 枚選ぶ。 

3 
撮影 

本時の目標 

小学校の思い出について、写した英語を推測して読んだり、例文を参考にして書いたりする。 
学習活動（中心活動：書くこと） 
・アルバムの作成 
・4 線を用いた work sheet. e.g. “I ate n.” 

4 
撮影 

本時の目標 

一番の思い出について書かれたアルバムを読み、内容が分かる。 
学習活動（中心活動：読むこと） 
・アルバムを用いたペアトーク 
・班での発表 Reading 

 










