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レッスン：

Clothes「衣類」
概要：
所要時間：
目的：
基本文：

学習する単語：

40 分から 1 時間
衣類について話をする
"Let’s get dressed"
"Put on your ~"
"Quick, get ready"
"He/She is wearing ~"
shirt, pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat (その他に skirt, dress,
coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt, vest など、教室に

持ってこられるようであれば、それらの単語も導入してくださ
い。)

ダウンロードする資料：
絵カード：

shirt, pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat (その他、skirt, dress,
coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt, vest など 、教室に

持ってこられるようであれば、それらの単語の絵カードも用意し
ておいてください)
印刷可能な資料：

リーダーズ:
歌：



「Dress Up Craft (初心者向け)」または「Clothes Craft (上級者向
け)」
 「Colorful Clothes」または「Jungle Clothes」ワークシート (習熟
度に合わせてどちらかを選んでください。)
 「ウォームアップ」及び「まとめ」レッスンシート
Let's Get Dressed
Let's Get Dressed

上記の資料は http://www.kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html からダウンロードできます。

その他に用意するもの：





クレヨンまたは色鉛筆
フェルトペン
CD プレーヤー、カセットデッキ、パソコン、または音楽を再生できる機器
古着(大人用) (できるだけたくさん用意してください) シャツ、ズボン、靴下、
ジャケット、靴、帽子は必ず用意してください。もしあれば、スカート、ドレス、
コート、ジーンズ、半ズボン、ブラウス、セーター、ネクタイ、T シャツ、ベス
トなども用意してください。
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黒板とチョークまたはホワイトボードとマーカー
ブル・タックまたは(テープなど) ボードに絵カードを貼るのに使うもの
ハサミ
のり
(洋服などの写真がたくさん掲載されている) カタログや雑誌など
カタログや雑誌の写真を貼る A3 サイズの用紙または厚手のパルプ紙 (各グループ
1 枚ずつ)

メモ：
このレッスンは(いつもにも増して)参加型のレッスンです。とっても楽しいドレスア
ップゲームをしますよ。
メモ：レッスンで使用する古着 を用意しておいてください。(詳しくは 1 のできるだ
けたくさん古着[大人用]を用意する をご覧ください)
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レッスンの概要
ウォームアップと復習：
1. 「ウォームアップ」レッスンシートを参考にしてください。

新出内容とレッスンの実施方法：
できるだけたくさん古着(大人用) を用意する
衣類に関する新出単語を導入する
絵カードを使って衣類に関する単語の練習をする
「Team Racing」をする
「Let's Get Dressed」を歌う
リーダーズの「Let's Get Dressed」を読む
「cut and paste craft sheets」をする
7. 「Clothes Catalogue Scene」を作成する
1.
2.
3.
4.
5.
6.

まとめ：
1. 宿題を出す：「Colorful Clothes」 または「Jungle Clothes」のワークシート (習
熟度に合わせてどちらかを選んでください)
2. 「まとめ」レッスンシートを参考にしてください。

レッスンの流れ：
ウォームアップと復習：
「ウォームアップ」及び「まとめ」レッスンシートを参考にしてください。

新出内容とレッスンの実施方法：
1. できるだけたくさん古着(大人用) を用意する
レッスンまでに、できるだけたくさんの古着(大人用) を集めておきましょう。シャ
ツ、ズボン、靴下、ジャケット、靴、帽子は必ず用意してください。その他に、ス
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カート、ドレス、コート、ジーンズ、半ズボン、ブラウス、セーター、ネクタイ、T
シャツ、ベストなどもあると便利です。先生 1 人で枚数を確保できない場合は、子
どもたちの家族に持ってきてもらいましょう。子どもたちは自分たちの服の上にこ
れらの服を着ますので、サイズは大人用を用意してください。ダブダブの服の方が
アクティビティが盛り上がるというのも事実です。
2. 衣類に関する新出単語を導入する
大量の衣類が教室にあるので、子どもたちがそちらに夢中になってしまうのは無理
もないことかもしれません。というわけで、本題に入るのはちょっと大変です。
子どもたちを落ち着かせ、全員座ってもらいます。誰かモデルをや
ってみたい子(1 人) に先生といっしょに前に出てもらいましょう。こ
れからこの子ができるだけたくさんの (種類の) 衣類を身につけドレ
スアップすることをみんなに伝えます。(T シャツなど) アイテムを 1
枚手に取り、その名前を子どもたちから引き出すか、導入し、みん
なで言う練習をします。そして先生はモデル役の子がそれを着るの
を手伝います。モデル役の子が各アイテムを着るのは、みんながア
イテムの名前を正しく言えるようになってからにしてください。続いて次のアイテ
ムです。着る順を考えながらアイテムを選びましょう。ジャケット、靴、帽子など
は最後に着る方がよいかもしれません。ドレスアップが完了するまで、アイテムを
追加し続けてください。
3. 絵カードを使って衣類に関する単語の練習をする
先生はモデル役をしてくれた子が大人用の服を脱ぐのを手伝い、子どもたちにボー
ドを見るように言います。レッスンで使用している古着と同じ絵カードを準備して
おきましょう。1 枚目の絵カードをボードに貼り、子どもたちからその名前を引き
出します。絵カードの下によく見えるようにその単語を書きましょう。他の絵カー
ドも同じようにします。次にみんなに目を閉じるように言
い、ボードから 1 枚絵カードを取り外します。取り外した
ら「Open your eyes」と言いましょう。子どもたちは何の絵
カードがなくなったのかを大きな声で言わなければなりま
せん。(他の絵カードも同じようにし) すべての絵カードの
単語を子どもたちから引き出したら、アクティビティは終
了です。
4. 「Team Racing」をする
子どもたちを 2 チームに分け、2 チームとも教室の端に並
んでもらいます。もう一方の端の床には衣類を置きます。
先生は大きな声で「Put on some socks!」などの指示をし、
それぞれのチームから 1 人ずつ、競争しながら衣類のとこ
ろまで走って行き、言われたアイテムを身に付けたら、チ
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ームメイトのところに戻ります。速く戻ってきた人のチームに得点が入り、ゲーム
終了時の得点が高いチームの勝ちです。
5. 「Let's Get Dressed」を歌う
まず歌を歌う準備をしましょう。次の衣類を床に置いてくださ
い。置くもの：シャツ、ズボン、靴下、ジャケット、靴、帽子。
全員分の衣類があれば、みんなで歌に合わせてアクションをし
ましょう。全員分ない場合は、何人かにアクションをしてもら
い、その他の子には歌ってもらいましょう。(歌詞は簡単です)
歌を何度か再生し、全員が参加できるようにしましょう。
この歌は注意深く聞く練習にもなります。子どもたちはアイテムの名前を聞いて、
そのアイテムを身につけなければなりません。衣類を山にして置き、歌を再生しま
しょう。シャツなど最初のアイテムが出てきたら、衣類の山をかきわけて探し、次
のアイテムが歌に出てくるまでにそれを着なければなりません。歌に合わせ、ドレ
スアップが完了するまですべてのアイテムを身に付けていきます。最後に大人用の
服を脱ぐ競争をします。1 番速かった人の勝ちです。
「Let's Get Dressed"」の歌詞

「Let's Get Dressed」の歌に合わせてする動き

It’s time to go to school
Let’s get dressed!

子どもたちは歌に合わせて、ドレスアップゲームをし
ます。最高に楽しいですよ。レッスンまでに、以下の
古着(大人用) をできるだけたくさん集めておきましょ
う。集めておく衣類：シャツ、ズボン、靴下、ジャケ
ット、靴、帽子。先生 1 人で枚数を確保できない場合
は、子どもたちの家族に持ってきてもらいましょう。
子どもたちは自分たちの服の上にこれらの服を着ます
ので、サイズは大人用を用意してください。ダブダブ
の服の方がアクティビティが盛り上がるというのも事
実です。

Put on your shirt, put on your shirt,
Quick, get ready, put on your shirt.
Put on your pants, put on your pants,
Quick, get ready, put on your pants.
Put on your socks, put on your socks,
Quick, get ready, put on your socks.
Put on your jacket, put on your jacket
Quick, get ready, put on your jacket.
Put on your shoes, put on your shoes,
Quick, get ready, put on your shoes.
Put on your hat, put on your hat,
Quick, get ready, put on your hat.
It’s time to go to school,
It’s time to go to school,
Quick, get ready, let’s get dressed!
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集めた衣類の数により、全員同時にドレスアップをし
てもらうか、何人かに前に出てこのアクティビティを
してもらうかしましょう。

衣類を山にして置き、歌を再生しましょう。シャツな
ど最初のアイテムが出てきたら、衣類の山をかきわけ
て探し、次のアイテムが歌に出てくるまでにそれを着
なければなりません。歌に合わせ、ドレスアップが完
了するまですべてのアイテムを身に付けていきます。
最後に大人用の服を脱ぐ競争をします。1 番速かった人
の勝ちです。
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6. リーダーズの「Let's Get Dressed」を読む
レッスンの前に、リーダーズの「Let's Get Dressed」をダウンロードし、印刷してお
きましょう。読むときは、絵を指さしながら、子どもたちからキーワードを引き出
し、登場人物が次に何を着るかを想像してもらいましょう。例：

先生: What's this? (帽子を指さす)
子どもたち: It's a hat!
先生: And what's this? (靴を指さす)
子どもたち: Shoes!
など
先生: Ok, so what do you think Ken will put on first?
子どもたち: His socks?
先生: Well, let's see. (ページをめくる) ... Oh look, it's his shirt!
など
色の名前を引き出すなど、たくさん質問をしたり、自分たちの衣類を指さしてもら
うなどし、子どもたちがお話に深く入っていけるようにしましょう。
7. 「cut and paste craft sheets」をする
衣類の工作シートは「Dress Up Craft(初心者向け) 」と「Clothes
Craft(上級者向け) 」の 2 種類あります。小さな子たちには、先
生がレッスンの前に衣類を切り抜いておいてあげましょう。子
どもたちはそれに色を塗り、のりづけして体に貼るだけでよく
なります。聞く練習としてこのアクティビティを行う場合は、
何を切り抜き、何色で塗るかを指示してください。
例：「First cut out the socks, color them blue and glue them on the boy」
子どもたちはよく聞いて、言われたアイテムを切り抜き、色を塗らなければなりま
せん。
8. 「Clothes Catalogue Scene」を作成する
このアクティビティには、古いカタログや雑誌が必要です。
子どもたちを少人数のグループに分け、各グループにカタロ
グ、厚手のパルプ紙(大判)1 枚、ハサミ、のり、フェルトペ
ンを配り、10 分の間に(いろんな服を着た) たくさんの人が
描かれている絵を完成するように言います。子どもたちはカ
タログのアイテムを切り抜き、人物の絵を描いて、服などを
貼りつけます。先生が見本を作成しておけば、子どもたちも
やるべきことが分かりやすいでしょう。
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作業をしている間に、先生は教室の中をまわっていろいろ質問します。「What is he
wearing?」など衣類の名前をたずねたり、新しい単語を教えたりしてください。
最後に、各グループに「She is wearing a blue hat.」など「He / She is wearing」の基本
文を使って絵を見せながら発表してもらいます。各グループの絵を壁に貼り、教室
の飾りにしたり、これからのレッスンで復習に使用してもよいでしょう。

まとめ：
1. 宿題を出す：「Colorful Clothes」または 「Jungle Clothes」のワークシート (習熟度
に合わせてどちらかを選んでください)
2. 「ウォームアップ」及び「まとめ」レッスンシートに掲載されたアイデアを利用
し、レッスンをまとめる。

 このレッスンプランで使用した絵カード、ワークシート、工作シー
ト、リーダーズ、歌は全て kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lessonplans.html からダウンロードできます。
 kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html には無料でご利用いただ
けるレッスンプランが多数あります。

サイト上にミスがあった場合は http://www.kodomoeigokyozai.jp/contact.htm にご連絡く
ださい。
このレッスンプランはこども英語教材(http://www.kodomoeigokyozai.jp)が作成したも
ので、著作権の保護下にあります。
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