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レッスン： 

Colors「色」 
 

概要： 

所要時間： 40 分から 1 時間 

目的： 色の名前を言う。 

基本文： "What color is it?” 

学習する単語： red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, rainbow, apples, sun, 
flowers, grass, grapes, carrots, sky 

 

ダウンロードする資料： 

印刷可能な資料： 

 
 Colors of the Rainbow ワークシート 

 Cup Cake Color! ワークシート 

 Wall Circle シート 

 The Rainbow Song の歌のポスター 

 「ウォームアップ」及び「まとめ」レッスンシート 

リーダーズ: What Color am I? 

歌： The Rainbow Song 
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 

 CD プレーヤー、カセットデッキまたは音楽を再生できる機器 

 色の名前の学習に使うおりがみなどの色紙(クラス全員に[7 色またはその日学習

する色が]1 セットずつ行き渡るだけの枚数) 
 

メモ： 

簡単で楽しいレッスンです。色に関する単語は随時学習しますので、本レッスンの

内容の一部は今後のレッスンにもご活用いただけます。 
 

 

 

http://www.kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html
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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： 

1. 色の名前を導入する。 

2. 「Color Stand Up and Jump」をする 

3. 「Touch the Colors on Posters」 をする    

4. 「Color the Circles」のアクティビティをする 

5. 「Point at the Colored Circles」をする 

6. 「The Rainbow Song」を歌う 

7. リーダーズの「What Color Am I?」を読む 

8. 「Colors」のワークシートをする 

 

まとめ： 

1. 宿題を出す：「Cup Cake Color!」のワークシート 

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. 色の名前を導入する 

子どもたちの年齢、習熟度によっては 1 度のレッスンに数個ずつ色の名前を教え、

数レッスンかけて７つの色全部を教えるのがよいでしょう。大きい子たちには歌に

登場する物の名前(apples, sun, flowers, grass, grapes, carrots, rainbow, sky)を教えるのも
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よいかもしれません。色紙を用意してください。(おりが

みがぴったりです。)クラス全員に(1 人につき赤 1 枚、黄

色 1 枚など各色 1 枚ずつ)十分な枚数の色紙を用意してく

ださい。先生が色紙を１枚持ち、子どもたちから「赤」

など色の名前を引き出し、全員で色の名前を言う練習を

します。次に色紙をクラス内で回し、子どもたち 1 人 1

人がそれを持って色の名前を言います。他の色も同じよ

うにしましょう。 
 

2. 「Color Stand Up and Jump」をする 

全色の中から 1 人 1 枚ずつ色紙を配ります。子どもたち

を座らせ、先生は「red」など色の名前を言います。その

色を持っている子どもは素早く立ちあがり、ジャンプし、

座らなければなりません。最初はゆっくり行い、だんだ

んスピードを上げてゆきます。 
 

3. 「Touch the Colors on Posters」をする 

教室の壁にカラフルなポスターがたくさん貼られてい

るなら、これはすばらしいアクティビティとなるでし

ょう。まず見本を見せましょう。先生は「Red」など

色の名前を大きな声で言い、走ってポスターのそばに

ゆき、どこでもよいので赤い色の部分をタッチします。

「Blue」など他の色も同じようにしましょう。その都

度まだタッチしていないポスターの所へ走って行きま

す。次に子どもたちの番です。先生が色の名前を大きな声で言い、子どもたちは全

員、教室内を走りまわりながらポスターの色にタッチします。 
 

4. 「Color the Circles」のアクティビティをする 

レッスンの前に大きな白い紙を 7 枚準備しておきましょう。

(教える色の数が７つ未満の日は教える色の数に合わせて紙

を準備してください。) それぞれの紙いっぱいに大きな円

を描き、教室の壁にその紙を貼ります。 (wall circle シート

をダウンロード、印刷してご使用いただくこともできま

す。) 紙の位置は子どもたちの手が届く高さにしてくださ

い。ここで色鉛筆かクレヨンを取り出し、アクティビティ

の見本を見せます。教室内を歩きまわり、７つの円をそれぞれ違う色で少しずつ塗

ります。(色を塗りながら、必ず色の名前を言うようにしましょう。)赤く塗られた部

分がある円、黄色く塗られた部分がある円などができます。次に子どもたちに色鉛

筆かクレヨンを取り出すように言います。子どもたちは教室内を歩きまわり、先生

が塗った色と同じ色でそれぞれの円を少しずつ塗ります。色を塗りながら、必ず塗

っている色の名前を言ってもらうようにしてください。 
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5. 「Point at the Colored Circles」をする 

子どもたちを座らせます。先生は色の名前を言い、壁に貼

ってある色を塗った円を指さして見せます。歌に出てくる

順にすべての色を言いましょう。そのとき、子どもたちに

は言われた色の円を指さしてもらいます。 
 
 
 

6. 「The Rainbow Song」を歌う 

The Rainbow Song の歌をはじめて再生するときは、

The Rainbow Song の歌のポスターをボードに貼ります。

そして子どもたちから素早く色の名前を引き出しま

す。歌を再生し、みんなで歌いながら、先生は色が

出てくると出てきた色にタッチします。1 人にボード

のそばに来てもらい、先生といっしょに色にタッチ

してもらうのもよいでしょう。次に全員に 7 色分の

色紙や色鉛筆などを配ります。子どもたちは歌に出てくる順に、自分の前に色紙や

色鉛筆などを並べます。もう 1 度歌を再生するときは、色にタッチしながらみんな

で歌います。 
 
 

「The Rainbow Song」の歌詞 
 
Verse 1: 
Red and yellow and pink and green, 
Purple and orange and blue. 
I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow, 
Sing a rainbow too. 
  
Verse 2: 
Red apples and yellow sun, 
Pink flowers in the green grass. 
Purple grapes and orange carrots, 
A rainbow high in the blue sky. 
 
Verse 3: 
Red and yellow and pink and green, 
Purple and orange and blue. 
I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow, 
Sing a rainbow too.  

「The Rainbow Song」の歌に合わせてする動き 

みんなで歌を歌いながらできるアクティビテ

ィはたくさんあります。 
 

 歌を歌いながら音楽に合わせて膝に触

ったり、手をたたいたりする。 

 印刷しておいた The Rainbow Song の歌

のポスターを子どもたちに配布する。

歌を歌いながら色や絵にタッチする。 

 ７色分の色紙、折り紙、色つきのブロ

ック、色鉛筆など(どんなものでもよ

い)を配り、歌に合わせて色にタッチさ

せる。 

 色紙を教室の壁に貼る。歌に色の名前

が出てきたら、子どもたち全員が色を

指さすようにする。 
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7. リーダーズの「What Color Am I?」を読む 

この読み物は the Rainbow Song の歌詞に内容がぴったりです。レッスンの前にリー

ダーズの「What Color Am I?」をダウンロードし印刷しておいてください。読むとき

には、先生が絵を指さし、子どもたちにそれが本当は何色かを大きな声で言っても

らうようにします。 
 

先生：What is this?  (1 ページの黒と白で描かれたりんごを指さす) 

子どもたち：It's an apple! 

先生：Yes, that's right! (お話を読む) "I am an apple.  What color am I?" 

子どもたち：Red! 

先生：Let's check ... (ページをめくる) ... Right!  Good job!  (お話を読む) ... "I am red".  
Can you point to something red in the classroom? 

子どもたち：(教室内の赤いものを指さす) 

先生：Yes, that's right!  Red (books) and a red (T-shirt) ...(子どもたちが指さす赤いもの
をすべて言う。) 
 

たくさん質問をすることで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。

(例：物の名前やその色を子どもたちから引き出す。)クラス全員に教室内の色を指さ

してもらうようにしてください。 
 

 
 
 

8. 「Colors of the Rainbow」ワークシートをする 

レッスンのこのセクションの終わりに、ワークシートを配布

しましょう。子どもたちがワークシートをしている間に質問

をします。(例：「What color is that?」など) 
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まとめ： 

1. 宿題を出す：「Cup Cake Color!」のワークシート 

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-lesson-

plans.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。 


