
外国語学習指導案【G6】Unit１ This is ME  

 阿智第二小学校 外国語活動係 

１ 単元名(Topic)  ①好きなこと・できること（Unit１：３時間扱い中第１時） 

２ Unit１Lesson Goal 

 好きなことやできることなどを自分なりに表現して，自己紹介をしよう！ 

３ Today’s Goalと本時の目標 

  好きなことやできることを英語で言ってみよう！ 

【目標】Nicknameや誕生日，好きなことやできることを使って，自分を紹介する様々な表現をする

ことができる。 

４ 準備品等 

CD，CDプレイヤー，デジタル教材，プロジェクター，フレーズカード，Word Card，Picture Card 

５ 展開 

Time Step（段階） Activity（活動） Contents（内容） etc.（備考） 

5 

Greeting & 

Warm up  

（あいさつ＆導

入） 

Greeting 

 

Sing & Play 

 

 

 

  

Good Morning! Mr.(Ms.)(Teacher’s Name). 

How are you? I’m ～. 

 

 

 

 

 

 

 

歌詞カード 

5 

Small Talk  

（今日の話題） 

 

①Small Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②内容の確認 

① A: Hello. My name is ～. My nickname is 

(nickname). Please call me (nickname). 

B: OK, (nickname). My name is ～ . My 

nickname is (nickname). Please call me 

(nickname). 

A: Nice to meet you (nickname). 

B: Nice to meet you, too (nickname).（握手） 

A: I like soccer. How about you? 

B: I like soccer, too. I can play soccer well. 

A: How nice! 

②nickname, like, can play, wellなどの意味と

使い方を確認する 

フレーズカ

ード 

 

 

1 
Today’s Goal Today’s Goalの確認 

好きなことやできることを英語で言ってみよう！ 

Today’s 

Goal 

10 

Let’s Play① Nickname  を紹介

し合おう！ 

①Nicknameを考えて，フレーズに合わせて自己

紹介をする練習をする。 

②ペアで練習をした後，友だちを見つけて自己紹

介し合う。 

フレーズカ

ード 

 

15 Let’s Play② 好きなこと・できる ①好きなことやできることを英語で言ってみよ フレーズカ

♪ABC.song, ♪Head, Shoulder, Knees and Toes,  

♪London bridge などの中から子どもたちに選ばせてもよ

い。 



ことを紹介し合お

う！ 

う。 

②好きなことやできることを交えて，また自己紹

介をする文章を考える。 

③ペアで練習をした後，友だちを見つけて自己紹

介し合う。（同性なら１ポイント，異性や先生な

ら２ポイント） 

ード 

 

9 

本時の振り返り 振り返りカード記入 

感想発表 

終わりのあいさつ 

カードに記入する。 

今日の学習を振り返って感想を発表する。 

振り返りカ

ード 

 

６ 資料 

ABC Song 

♪ABCDEFG, HIJKLMN, OPQRSTU,  

VW and XYZ, Happy, happy, I’m happy,  

I can sing my ABC. 

 

まずは文字と発音を覚えることからス

タート。慣れてきたらスピードを変えた

り、文字を体で表したりして歌うと盛り

上がる。CDに合わせて歌ってもよいが、

ギターができればいろいろなバリエーシ

ョンが楽しめる。 

 

 Head, Shoulder, Knees and Toes 

♪Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

Eyes and ears and mouth and nose, 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

歌に合わせて体を動かしていく。スピー

ドをコントロールしながらやると盛り上

がる。CD に合わせて歌ってもよいが、

ギターができれば“Nose”の部分を変え

るなど，いろいろなバリエーションが楽

しめる。 

 

London bridge 

♪London bridge is falling down, 

Falling down, falling down. 

London bridge is falling down, 

My fair Lady. 

１列の輪を作り、２人が両手を組んでア

ーチを作り、その間を通っていく。歌の

終わりとともに両手を降ろし、捕まえら

れた人がまたアーチを作っていく。「ロン

ドン橋」の英語バージョン。 

 

【フレーズカード】（拡大してお使いください） 

Hello. My name is ～. My nickname is (nickname).  

Please call me (nickname). 

Nice to meet you (nickname). 

How about you? 

I like /play (soccer).  I can (play soccer well). 


