
Learning World Book 3 Unit 1-1 指導案 

 

 

① 黒板に単語の数だけ下線を引く。⇒ＣＤでポエム(CD①#６)を流す。⇒下線に入る単語を聞き取らせる。 

   ⇒子供に単語を言わせて教師が書くか、子供に前に出て下線に単語を書かせる。 

   ⇒意味を確認する。その都度文型練習をして、口慣らし（できれば暗記）をする。 

 

   

 

 

② ＣＤで WORDS(CD①#4)を流す。⇒黒板に書いていない mountain, hill, flower, lake, cloud, star は、 

  子供に単語のスペルを言わせるか、黒板に単語を書かせる。スペルが分からない時は辞書で調べて書く。 

  

   

 

 

I love the sun. 

I love the trees. 

I love the moon. 

I love the sky. 

And I love you best of all. 

 

I love the sun. 

I love the trees. 

I love the moon. 

I love the sky. 

And I love you best of all. 

sun   tree   moon sky  mountain 

hill  flower  lake  cloud  star 

CD を聞いて単語

を聞き取る。 

単語のスペル

を調べる。 

CD を聞いて下線に入る

単語を聞き取る。 



③ 黒板に書いていある英語に下記のように複数の S を書き入れ、Ｑ＆Ａをする。 

   

  Ｑ： tree, mountain, hill, flower, lake, cloud, star にはどうしてＳが付けられると思う？ 

  Ａ： ２つ以上あるから。 

  Ｑ： sun, moon, sky にはどうしてＳを付けられないと思う？ 

  Ａ： １つしかないから。 

 

 

④ I love trees.と I love the trees.の２つの文を書き、Q&A をする。 

   

  Ｑ： I love trees.と I love the trees.の違いは何だと思う？ 

  Ａ： ...。⇒辞書で the を引かせる。 

 

 

 

 

 

suns
×

 trees
○

  moons
×

 skys
×

 mountains
○

 

hills
○

 flowers
○

 lakes
○

 clouds
○

 stars
○

 

I love the sun. 

I love the trees. 

I love the moon. 

I love the sky. 

And I love you best of all. 

I love trees. 

I love the trees. 

複数の S について

Q&A をする。 

複数の S に 

ついて考える。 

冠詞 the について

Q&A をする。 

定冠詞 the に 

ついて調べる。 



＊下記のような答えを引き出せるような質問を子供達にどんどん投げかけて行く。教師から答えを与えるのは、

どうしても説明が必要な時だけにする。 

 

・sun, moon, sky はひとつしか存在しないので、the sun, the moon, 

the sky と the を付ける。 

 

・通常、木というものを話題にして「木が好きだ」という時は the は

付けない。 

 

・the trees と the が付いていることで、周囲にある木々を指してい

るということがわかる。 

 

・この詩の中では、「（自分たちの周りにある）太陽や木々や月や

空よりも、僕は君が一番好きなんだ」ということを伝えようとしてい

る。 

 

＊小学生の段階では the の使い方を正確に理解させる必要はな

いが、違いがあるということを漠然と知っているだけでも、中学入

学後の学習の助けとなるので、Book 3 に入ったら、折に触れて文

法的なことについて Q&A をするようにする。だたし、あくまでも具

体的に、あくまでも楽しく行う。 

 

 

⑤ テキスト p.4 を開き、ＣＤの後に続けてポエム(CD#６)と単語(CD#４)を読む。 

 

 

⑥ 事前に郵便局などでお取り寄せギフトのカタログをもらっておく。＊折り込み広告でもＯＫ 

  タブレットがあれば、通販サイトを活用することも可能。 

  ＊郵便局 http://www.shop.post.japanpost.jp/shop/c/c10/ 

  ＊ＪＡタウン http://www.ja-town.com/shop/f/f0 

  いずれも写真がきれいなので、絵カードを使うよりはるかに盛り上がる。 

 

 

A) 机の上にカタログを並べ、子供達に好きな食べ物ベストスリーを選ばせる。 

 

 

B) カタログの写真を見せながら、教師が自分の大好きな食べ物を紹介する。 

        

    例： “I love apples.  I love oranges. And I love melons best of all.” 

 

http://www.ja-town.com/shop/f/f102170/
http://www.ja-town.com/shop/f/f10000123/
http://www.ja-town.com/shop/f/f103010/


C) １人ずつ前に出て、カタログの写真を見せながら、大好きな食べ物を紹介する。 

       

    例： “I love chicken.  I love pork.  And I love beef best of all.” 

 

 

⑦ テキスト p.5 の「Let's Make a Speech」に上記で発表した食べ物の名前を書く。 

  ＊カタログやチラシが使い捨て可能であれば、写真を切り抜いて横に貼っておく。 

   そうした写真が子供にとっては楽しい思い出になり、子供自身が学習を振り返る回数が増える。 

  ＊作業をしている間、ＣＤで歌「I Love the Mountains」を流しておく。 

   耳から自然に英語が入って来ることで、定着が速くなる。 

 

 

⑧ 終わったら、ポエム・単語・スピーチ・歌のいずれかを、１回に１つずつチャレンジする。 

  スラスラ言えたらスタンプ１個、暗記できたらスタンプ２個を押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  ＊クラスによって進むスピードが違うので、時間が足りなければ２時間以上かけて行う。 

  ＊チャレンジは翌週以降も行い、正確な発音で表現力豊かに言えることを目指す。 

sun, tree, 
moon, sky, 
mountain... 

I love the sun. 
I love the trees. 
I love the moon... 

http://www.ja-town.com/shop/f/f60/
http://www.ja-town.com/shop/f/f50/
http://www.ja-town.com/shop/f/f40/

