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レッスン： 

Measuring Parts of the Body 

「身体の部位のサイズを測る」 
 
概要： 

所要時間： 40 分から 1 時間 

目的：  身体の部位について復習する 

 大きな数(0 から 100 以上)を使う 

 サイズを表す形容詞(long, tall)を使う 

 サイズを比べる(the tallest, the shortest, the longest) 

基本文： "I am / You are ... cm tall" 
"My/Your (hair/arms/etc.) is/are ... cm long" 
"How tall am I?" 
"How long is my ...?" 
"I am / He/She is ...  the tallest/shortest" 
"My/His/Her ... hair/arms/etc ... is/are ... the longest / the shortest. 

学習する単語： tall, short, long, the tallest, the shortest, the longest, centimeters (cm), hair, 
arms, nose, hands, legs, feet 

 

ダウンロードする資料： 

絵カード: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, hair, arms, hands, legs, feet 

印刷可能な資

料: 

 Measuring ワークシート 

 Measure yourself and your family! ワークシート 

 「ウォームアップ」及び「まとめ」レッスンシート 

歌: Head, Shoulders, Knees & Toes 

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： 

 小さなボール (5 の「Ball Pass Counting Race」をする をご覧ください) 

 定規または巻尺 (2 人に 1 つずつ) (9 の測り方の見本を見せる と 10 のペアごとにお互い
の身体の部位を測り「Measurements」のワークシートを完成する をご覧ください) 

 ストップウォッチまたはタイマー (11 の「Compare Results Line Up」をする をご覧くださ
い) 

 ボードとチョークまたはマーカー 

 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(3 の「Head, 

Shoulders, Knees ＆ Toes」を歌う をご覧ください ) 

 
 

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

このレッスンでは、子どもたちが定規や巻尺を使って、身体の部位のサイズを測る練習をし

ます。身体や数に関する語彙を復習しますので、身体の部位や大きな数(150 まで)に関する

レッスンを終えてから、このレッスンをするようにしてください。 

 
 

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： 

身体の部位について復習する： 

1. 「Body Flashcards Fun」をする 

2. 「Body Touch Race」をする 

3. 「Head, Shoulders, Knees & Toes」を歌う 

4. 「Teacher Says」をする 
 

大きな数(1－150)の復習をする： 

5. 「Ball Pass Counting Race」をする 

6. 「Circle the Number Race」をする 

7. 「Write the Number Race」をする 

8. 「Numbers Bingo」をする 
 

身体の部位のサイズを測る： 

9. 測り方の見本を見せる 

10. ペアごとにお互いの身体の部位を測り「Measurements」のワークシートを完

成する 

11. 「Compare Results Line Up」をする 
 

まとめ： 

1. 宿題を出す：「Measure yourself and your family! 」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。 
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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： 

 

身体の部位について復習する 

まず、簡単に楽しいアクティビティをして身体の部位について復習をします： 
 

1. 「Body Flashcards Fun」をする 

レッスンの前に、以下の絵カードを印刷しておいてください。印刷する絵カード：

「head」「shoulders」「knees」「toes」「eyes」「ears」「mouth」「nose」「hair」 

「arms」「hands」「legs」「feet」まず、素早くそれぞれの絵カードを見せ、子ど

もたちにそれが何かを答えてもらいましょう。よく知らない単語があれば、それを

みんなで 3 回言う練習をしてください。 
 

次に、子どもたちに絵カードを配ります。人数が多い場合は、絵カードをそれぞれ

2 枚ずつ用意するなどして、必ず 1 人 1 枚ずつ行き渡るようにしましょう。人数が

少ない場合は、絵カードを全て配ってください。1 人が 2 枚以上持つことになって

もかまいません。先生は大きな声で「Eyes - jump 5 times! 」など、(身体の部位を表

す)単語と(子どもたちがしなければならない)アクションを言います。「eyes」の絵

カードを持っている子は、アクションをしなければなりません。アクションの例： 
 

 run around the classroom 

 star jump 5 times 

 say the alphabet a-z 

 sing a song 

 turn around 5 times 

 stand on 1 leg 

 hop 

 など 
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2. 「Body Touch Race」をする 

子どもたちを 2 人 1 組にします。先生は身体の部位に関

する単語を言い、子どもたちはどちらが相手の身体(言わ

れた部位) に先にタッチするか競争します。例えば、先

生が「Touch your partner's arm!」と言ったら、各ペア、

相手が自分の腕にタッチする前に相手の腕にタッチしな

ければなりません。とても楽しいですが、かなり大騒ぎ

になるでしょう。楽しくゲームができるように、最初に

以下のルールを説明しておきましょう。 
 

 叩いてはいけません－やさしくタッチしてください 

  (お互いから)1 歩以上、逃げてはいけません 

 先生へのお願い：けがをする子が出るかもしれませんので、(指示をするとき)

「eyes」は言わないようにしてください 
 

 3. 「Head, Shoulders, Knees & Toes」を歌う 

この歌はこれまでに何度も歌っていると思います。ここでは軽

く歌ってみましょう。みんなに 1 列になってもらい、歌いなが

ら(歌に出てくる)身体の部位にタッチしてもらいましょう。 
 

4. 「Teacher Says」をする 

これは「Simon Says」と同じゲームですが、「Simon」の

代わりに「teacher」または指示を出す人の名前を言いま

す。説明は不要です。「Teacher says touch your (knees).」

などと言い、すぐにゲームを始めましょう。先生はアク

ションをして、みんなにも同じようにしてもらい、続け

て「touch your eyes」「touch your toes」など、いくつか

指示を出します。それから適当なタイミングで「Teacher 

says」の部分を言わずに「Touch your mouth」などの指示

を出してください。最初はみんな口にタッチすると思いますので、「Teacher says」

を言わなかったときはアクションをしてはいけないということをはっきりと伝えて

おいてください。しばらくしたら、子どもたちはコツをつかむと思います。徐々に

(指示を出す)ペースを上げていきましょう。(「Teacher says」を言わないときにアク

ションをするなど)ミスをしたら座らなければなりません。最後まで立っていた子の

勝ちです。 
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大きな数(1－150)の復習をする： 

身体の部位を測るには、大きな数(150 まで)に慣れておく必要があります。まだ学習

していない場合は、このレッスンまでに少し時間を割いて、大きな数を導入してお

いてください。このレッスンプランは、大きな数をある程度練習していることを前

提に書かれています。 
 

5. 「Ball Pass Counting Race」をする 

子どもたちを 4～8 人ずつのグループに分けま

す。(できれば、2 グループは欲しいところです

が、人数が少ない場合は 1 グループでもけっこ

うです。)各グループ、輪になって座り、1 から

150 までの数を数えながら、(次々に)ボールを

まわします。1 番速く数え終わったグループの

勝ちです。その間、先生は教室内をまわり、

(ミスなく言えているか)聞いてください。ミスがあったチームは再び 1 からスター

トします。 
 

6. 「Circle the Number Race」をする 

次に、ボード中にランダムに 1 から 150 の数字を書

きます。子どもたちを 2 チームに分け、チームごと

にボードの方を向いて縦に並んでもらいます。各チ

ーム、先頭の 2 人は(ボードまで走って行って)先生が

言う数字に丸をつける競争をし、丸を付けた子のチ

ームに得点が入ります。例えば、先生が「128」と言

ったら、2 人はボードに向かって走って行き、マー

カーまたはチョークを手に取り、相手チームの子よりも速く数字に丸をつけようと

します。レースを終えたら、列の 1 番後ろに並び、次の 2 人が競争します。 
 

7. 「Write the Number Race」をする 

先ほどのアクティビティと似ていますが、今回はボ

ードまで走って行って、先生の言う数字を書きま

す：先生は「68」など、数字を 1 つ言い、各チーム

1 人ずつボードまで走って行って、マーカーまたは

チョークを手に取り、言われた数字を書きます。先

に正しく数字を書いた子のチームに得点が入ります。 
 

8. 「Numbers Bingo」をする 

とても楽しいアクティビティです。1 人 1 枚ずつ紙を配り、子どもたちに縦横 5 マ

スずつ、または 8 マスずつなどの方眼を描くように伝えます。(ゲームの時間や希望
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の難易度によりマスの数を調整してください) それから 

1 から 150 のうち好きな数を、各マス 1 つずつ書き、方

眼をうめてもらいましょう。先生が数字を読み上げる係

をします。混乱を防ぐため、ランダムに数字を言いなが

ら言った数をメモしておきましょう。ビンゴやフルハウ

スになった場合、子どもたちは得点または、星、シール、

賞品などをもらえます。 
 
 

身体の部位のサイズを測る： 

鍵となる語彙の復習が終わりました。今度はお待ちかね、身体の部位を測るアクテ

ィビティです。 
 

9.  測り方の見本を見せる 

みんなにボードの方を向いて座ってもらいます。先生はど

ちらかの腕を前に出し、巻尺または定規を持ちます。腕の

長さを測ろうとして見せ、それを自分 1 人でするのはとて

も難しいということが子どもたちにはっきりと伝わるよう

にしてください。それから、誰か 1 人に手伝ってくれるよ

うにたのみます。前に出た子に腕を測ってもらい、「How 

long is my arm?」とたずねます。数字を引き出して、

「centimeters」を導入し、ボードに「My arms are (73) cm 

long.」と書きます。 
 

それからもう 1 人前に出てもらい、(先生の)髪の毛の長さを測るのを手伝ってもら

い、ボードに「My hair is 20 cm long.」などと書きます。他にも何人か前に出てもら

い、「Measurements」のワークシートにある身体のいろいろな部位を測るのを手伝

ってもらいましょう。最後にはボードにワークシートと同じ 7 つの英文が書かれて

いることになります。 
 
 

10. ペアごとにお互いの身体の部位を測り「Measurements」のワークシートを完成

する 

子どもたちを 2 人 1 組にし、1 人 1 人にワークシートを配ります。ペアごとにお互

いの身体の部位を測り、ワークシートに記入します。定規や巻尺上でサイズを指し

示すだけでなく、声に出して数値を言ってもらうようにしましょう。また、以下の

ような基本文を使うようにうながしましょう。(基本文はボードに書いておきましょ

う)： 
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 "How tall am I?"  

 "How long is my ...?" 

 "You are ... cm tall" 

 "Your ... is/are ... cm long" 
 
 

11. 「Compare Results Line Up」をする 

全員が測定結果を記入し、ワークシートを完成したら、楽しい「line-up」ゲームを

してクラスの誰が 1 番背が高いか、低いか、身体のいろいろな部位が長いか短いか

などを調べます。 
 

子どもたちに背の小さい人から順に 1 列に並ぶように言います。これは見ただけで

わかるので、ワークシートを見ないで並ぶことができるでしょう。(タイマーやスト

ップウォッチを 30 秒にセットするなど)タイムリミットを設定し、できるだけ速く

並んでもらいます。それから以下のようにボードに書きます。(タイトルは「Class 

Measurements」にし、英文はその下に書きます) 
 
Mika is the tallest. 
Satoshi is the shortest. 
 

 
 

今度は足の小さい人から順に並んでもらいます。これは見ただけでは分かりにくい

ので、みんなで、ワークシートを見ながら並ぶ順番を決めます。今回もタイムリミ

ット(例：1 分)を設定しましょう。以下のようにボードに書いてください。 
 
Daisuke has the longest feet.  
Ai has the shortest feet. 
 

 (ワークシートにある) 身体の他の部位も測定し、結果をボードに書きましょう。 
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まとめ： 

1. 宿題を出す：「Measure yourself and your family! 」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。 

その他の「測る」アクティビティ 

時間に余裕があれば、子どもたちに教室の備品のサイズを測って、結果をボ

ードに書いてもらいましょう。ペアごとに異なるアイテムを測ることができ

るように各ペア、2、3 アイテムずつ選んで測ってもらい、以下のように測定

結果をボードに書いてもらいましょう。 
 
A book is 20 cm long 
The window is 200 cm long 
My bag is 45 cm long 
 

など 


