
学年／年齢 小３～４ 文化背景 漢字圏／非漢字圏 滞日期間 １年未満

日本語の力

聞く・話す
日常的なトピックについては大半を聞き取ることができる。話す際は、キーワードや表現文型を事
前にデモンストレーションすることで、練習や会話などの学級活動にもある程度参加できる。

読む・書く
ひらがな・カタカナを読むことができる。書くことは教師や支援者のサポートがあれば時間をかけ
て行うことができるが十分には行えない。

学習目的 日本語の学習 学習の場 日本語教室等 形態 少人数グループ

２．対象の子どもと目的・場・形態

作成：田中祐輔（青山学院大学准教授）
監修：齋藤ひろみ（東京学芸大学大学院教授）
協力：子どもの日本語教育研究会

番組 すたあと「おはなししよう すきなもの」 教科 生活

１．活用動画

活用案

３．活動の計画

目標

好きな食べ物について、絵を描いた
り絵を指さしたりしながら、「わた
しのすきなたべものは～です」とい
う表現をつかって友だちやクラス
のみんなに紹介することができる。

語彙
食べ物の名称、上位語（くだもの、やさい、りょうり、おかし）
と下位語、～つ（助数詞）、おいしい、にがい、あまい

表現
・わたしのすきなくだものは～です
・すきなものは～つあります
・どうしてかというと

活動の展開　◇ 教師の支援・留意点 日本語の表現 教材

１． 「わたしのすきなたべもの」 を紹介する

① どんな活動をするかを知る。

◇教師は、ワークシート①のイラス
トを指さしながら右欄の発話をし
て、好きな果物を丸で囲んで見せ
る。

【語彙・表現】
・くだものの名称、くだもの
・わたしのすきなくだものは～です

■教師の問いかけ・子どもの応答例
Ｔ：メロン、いちご、りんごはくだものです。

先生、バナナ、すき。先生のすきなくだも

のはバナナです。

■ワークシート①
「わたしのすきなたべものは」
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※ワークシートの食べ物のイラストを種
類ごとにそれぞれ拡大印刷し、見たり指
さしたりしやすい大きさにして利用す
る。

・これから行う活動や好きなものをワークシートに描き入れてもよいことを、教
師はモデルとして実演して伝え、楽しい活動であることを感じ取らせたい。

・ワークシートの絵には文字を添えてあるため、読み書きが難しい子と一緒に、
指さしながら声に出して言ったり読んだりできる。



② すきなくだものを選び（ワー
クシート①で好きなくだもの
を〇で囲む）、となりの友だち
と見せ合う。

◇ワークシート①に好きなものがな
い場合は、吹き出しに文字・イラ
ストで描き加えさせる。

【語彙】やさい、りょうり、おかし
■教師の問いかけ・子どもの応答例
Ｔ：〇〇さんのすきなくだもの／おかし／やさ

い／りょうりはなんですか。教えてください。

Ｃ：わたしのすきなくだものは～です。～です。

T：そう、〇〇さんのすきなくだものは～と～

ですね。

■語彙カード
くだもの、やさい、りょうり、おかし

■表現モデルのカード
わたしのすきなくだものは～です

③ 「すきなたべもの」を紹介する

・好きなくだものについて紹介する。
・順に、「おかし、やさい、りょうり」と

食べ物の名称を確認して、好きなものを
紹介する。

◇全員に問いかけ発話機会をつくる。
好きな物を複数挙げさせてもよい。

２． まほうのことば① 「３つあります」 を使って好きなたべものを紹介する。

① 動画を視聴して、好きな食べ
物の数を最初に言うと伝わり
やすいことを知る。

動画視聴（01:41 ～ 03:27）

※「わたしのすきなものは～と～です」

　  「すきなものは～つあります」の解説部

◇好きな食べ物を複数挙げた子ども
の場面で静止し、「すきなものはい
くつでしたか？」「何と言いました
か？」と問いかける。

■すたあと「おはなししよう すきなもの」
01:41 ～ 03:27

② 自分が好きな食べ物について、
数、名前の順に紹介する。

・1 つ～ 3 つ（数詞＋助数詞）の発話
◇リズミカルに、繰り返し「ひとつ、

ふたつ、みっつ」をリピート練習
する。

・好きな物を、数を示して、紹介する。
◇ワークシート①を指ささせながら

紹介させる。

【語彙・表現】
・ひとつ、ふたつ、みっつ
・すきなものは～つあります
■教師の問いかけ・子どもの応答例
T：先生のすきなくだものはバナナです。（絵

を指さしながら）。1 つです。〇〇さん、

バナナといちご…2 つですね。練習しま

しょう。（この後、リピート練習）

T：〇〇さん、すきなたべものはいくつありま

すか。何と何ですか。

C：わたしのすきなたべものは～つあります。

～と～です。

■語彙カード
・ひとつ、ふたつ、みっつ

■表現モデルのカード
・すきなものは～つあります

３． まほうのことば② 「どうしてかというと」 を使って、 好きな理由を話す。

① 動画を視聴する。

動画視聴（03:27 ～ 04:27）

※「どうしてかというと」の解説部分

◇「どうしてかというと」の発話場面
で静止し、何と言ったか確認する。

■すたあと「おはなししよう すきなもの」
03:27 ～ 04:27

・上位語と下位語の関係を学んで欲しいと考え、くだものから順にカテゴリーご
とに紹介するように計画した。ただし、難しければ食べ物全体について「わた
しのすきなたべものは～です」という表現で活動をする。

・発話としては、「くだもの、いちご、すき！」等の応答であってもよくできた
ことを褒め、「そう、〇〇さんのすきなくだものはいちごですね。」と応じて、
表現を繰り返しインプットする。



② 好きな食べ物の理由について
質問に答える。

◇一人一人の好きなものを例に、理
由の述べ方を発話させる。表現モ
デルのカードを示して利用させる。

◇子どもが味や食感に関わる表現を知
らなければ絵と語彙カードで示す。

◇「あまい、おいしい」と理由を 2
つ挙げる子どももいると予想され
る。言えそうであれば、「あまくて
おいしいからです」と表現を伝え
て使わせる。

【語彙・表現】
・おいしい、にがい、あまい
・どうしてかというと

■教師の問いかけ・子どもの応答例
T： 〇 〇 さ ん は い ち ご が す き で す。 

どうして？あまいから？すっぱいから？ 

おいしいから？

C：あまい。

T：どうしてかというとあまいからですね。 

言いましょう。（短冊を示し）

C：どうしてかというと、あまいからです。

■表現モデルのカード
・どうしてかというと～です

■語彙カードと絵
・おいしい・にがい・あまい

③ 好きな食べ物とその理由を発
表する。

◇教師がどのように発表するかモデ
ルを見せる。必要であれば、一緒
に発話を練習してから発表させる。

■教師の問いかけ・子どもの応答例
T： 先 生 の す き な た べ も の は カ レ ー で す。 

どうしてかというと、おいしいからです。 

〇〇さんどうぞ。

C： わ た し の す き な た べ も の は ～ で す。 

どうしてかというと、～だからです。

４． まとめ

① ワークシート②で今日学んだ
表現を使って文を書く（完成
する）。

◇書く力がもう少し高ければ、モデ
ル文を示し、文を書かせる。

■教師の問いかけ・子どもの応答例
T：すきなたべものの文を書きましょう。

C：（ワークシート②の次の文を穴埋めして文

を完成する）

「わたしのすきなたべものは（　　つ）あります。

（　）と（　）と（　）です。どうしてかとい

うと（　）は（　）だからです。」

■ワークシート②

わたしのすきなたべものは（　　　つ）あります。

（　　　　　）と（　　　　　）と（　　　　　）です。

どうしてかというと（　　　　）は（　　　　）だからです。

② 書いた文を読む。

◇「色」「テレビ」「ゲーム」などでも
この表現が使えることを例で示す。

子どもたちの素直な反応として、「さくさく」「とろとろ」といった食感に関わ
る理由や、「にがい」「すっぱい」といった嫌いな理由が挙げられることがある。
子どもたちが活動に積極的に参加し、コミュニケーションを楽しんでいる姿で
ある。それを大事にして、子どもたちの理由を板書して紹介するなどして聞い
ている子どもも理解できるようにし、活動を楽しむようにしたい。

好きなことを伝える表現を覚えれば、いろんな好きな物について楽しくおしゃ
べりできるし、友だちを作るきっかけになることを伝えたい。


