
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)  ③自己紹介文を書こう（Unit１：３時間扱い中第３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 

  自分の好きなことやできることが伝わるように自己紹介文を書いてみよう！ 

【目標】Nicknameや誕生日，好きなことやできることを，英語で文章に書いて伝えることができる。 

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・パフォーマンス・ミニゲーム 

子どもたちのリクエストの中から選んでもよ

い。 

 

 

歌詞カード 

5 

Small Talk  

（今日の話題） 

 

①Small Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②内容の確認 

① A: Hello! Look at this!（自己紹介を書いた紙

を見せる） 

B: Good! You can write English very well! 

Please tell me this. 

A: Ok! 

My name is (   ). My nickname is (   ). My 

birthday is (Month) (Day). I like soccer.  

Because, I can play soccer well. I like (   ) 

very much. ・・・ 

You can also write English. Please write! 

B: Ok, I will try! 

②文章の書き方の確認をする。 

フレーズカ

ード 

 

 

1 
Today’s Goal Today’s Goalの確認 

自分の好きなことやできることが伝わるように自己紹介文を書いてみよう！ 

15 

Let’s Write 自己紹介カードを

使って，好きなこと

やできることを書

いてみよう！ 

①自己紹介カードに，自分のデータを書き込みな

がら，文章を書いていく。 

②書けた子から読んで練習をする。 

フレーズカ

ード 

 

10 

発表会 好きなこと・できる

ことを紹介し合お

う！ 

①一人ひとり前に出て発表をする。 

②発表が終わったら拍手とともに，ほめる言葉を

かけあう。 

フレーズカ

ード 

 

9 本時の振り返り 振り返りカード記入 カードに記入する。 振り返りカ



感想発表 

終わりのあいさつ 

今日の学習を振り返って感想を発表する。 ード 

 

６ 資料 

自己紹介カード 

Name                      

My name is (             ).  

My nickname is (            ).  

My birthday is (   ) (    th).  

I like (        ).   

Because, (                       ) 

I can play (          ) well.  

I like (          ) very much. 

                                   

                                   
 

※英語の表記に慣れていない子の場合は，上記のカードを使用。 

慣れている子は，英語の罫線ノートをそのまま配って書かせてもよい。 

【フレーズカード】 

I’m from (Hometown).  I like /play (soccer).  I can (play soccer well).  

I want to go to (Brazil). I want to watch (soccer games). My birthday is 

(August 25th). 

 I want a (new soccer ball) for my birthday. My nickname is (name).  

What (sport) do you like? What do you (play)? Do you (play baseball)? 

【誉め言葉】 

Good! 

“good” は良いという意味ですが、人を褒めている時に “good” だけではもの足りない感覚がある

ので “very good” の方がベターです。 “That’s good.” は、感情をこもっていない声で言うと、

冷たく、皮肉っぽく聞こえるので注意しましょう。 



 

Nice! 

やや褒めているけど、まだ普通といった感じです。まあうまく出来てる、といったニュアンスです。 

Great! 

アメリカでは褒め言葉の中で一番使われているのがこれです。 

Amazing! 

Fantastic! 

Superb! 

上記３つの表現は、「信じられない！」といった驚きを含めて使います。 “great” よりも、もっと強

い表現です。 

Brilliant 

“amazing” と同じようなニュアンスの言葉ですが、イギリス英語です。 

Incredible! 

Perfect! 

上記２つは、 “amazing” より強いニュアンスの言葉です。 “Incredible” には「ありえない！」

といったニュアンスが含まれています。また、 “Perfect” は「完璧な」という意味ですが、本当に完

璧な場合以外でも使えます。 

cool! 

Awesome! 

これらは若者言葉で、 “great” と同じようなニュアンスで使われます。 “awesome” の方が “cool” 

よりも強い表現になります。 


