
平成31年度（移行措置期間2年目） 【５年】
唐津市立厳木小学校

１ 時 ２ 時 ３ 時 ４ 時 ５ 時 ６ 時 ７ 時 ８ 時

表現

語彙

表現

語彙

表現

語彙

「Hi,friends!１」「We can!１」「Let's try!２」を使用する

単元

時数

使用冊子

単元名
単元目標月

四

月

1

４時

ＨＦ1【Ｌ３】

 How many?

数・身の回りの物

【コ】進んで、数を数えたり尋ね

たりしようとする。

【慣】1～20の言い方や数の尋ね

方に慣れ親しむ。

【気】言語には、それぞれの特色

があることに気付く。

◆英語でのものの数え方の特色を知り、1～

20の数の言い方に慣れ親しむ。

【Let's Play1】じゃんけんゲーム（1～10）

【Let's Listen1】

音声を聞いて、どの国の数の言い方か、□

に番号を書く。

【Let's Play2】いくつあるか数えよう

【Let's Play1】じゃんけんゲーム（～20）

○ビンゴゲーム

○How many?クイズ大会をするというゴー

ルを知る。

◆1～20の数の言い方に慣れ親しみ、数の尋

ね方を知る。

○ミッシングゲーム

○ナンバーリレーゲーム

【Let's Chant】 "How many balls?"

【Activity1】How many?クイズ

◆1～20の数の言い方や数の尋ね方に慣れ親

しむ。

【Let's Chant】 "How many balls?"

【Activity2】

好きな数のりんごを選んで色を塗り、児童

同士でりんごの数を尋ね合う。

○How manyクイズを作る。

◆積極的に数を尋ねたり答えたりしようと

する。

【Let's Chant】 "How many balls?"

○How manyクイズを作る。

○クイズ大会をする。

（English roomに掲示する）

◆色や形の言い方に慣れ親しみ、好きなも

のは何かを尋ねる表現を知る。

Small talk　「好きなもの」

○ミッシングゲーム

【Let's Chant】"What color do you like?"

○ラッキーカードゲーム

【Let's Listen3】

音声を聞いて、どれがさくらとたくのＴ

シャツかを選ぶ。

【Let's Play】友だちにTシャツを作ろう

◆色や形の言い方や好きなものは何かを尋

ねる表現に慣れ親しむ。

Small talk　「好きなもの」

【Let's Chant】"What color do you like?"

≪WC1-U1≫

【Let's Play1】

先生の好きなものを予想し、書きこんだあ

とに質問して先生の答えを確認する。

【Let's Play2】

ペアの友だちに４つの質問をし、その答え

を表に記入する。

◆好きなものについて、進んで尋ねたり答

えたりしようとする。

【Let's Chant】"What color do you like?"

○ステレオゲーム

○好きなものランキングを作ろう

◆日本語と英語の音声の違いに気付き、色

や形の言い方を知る。

○色を探そう

【Let's Listen1】

音声を聞いて、何番のＴシャツの説明かを

答える。

【Let's Listen2】

音声を聞いて、誰が何番のTシャツが好き

か、○の中に、Tシャツの番号を書く。

○ポインティングゲーム

【Let's Chant】"What color do you like?"

○好きなものランキングを作るというゴー

ルを知る。

Look. What’s this?　Hint, please.　How many letters? I have (six).　Do you have (a‘b’)?　Yes, I do. / No, I don’t.　That’s right.　Sorry, try again.

小文字（a～z），letter, try, again, a.m., p.m., bookstore, coffee, closed, donut, exit, juice, news, off, open, police, post, popcorn, restaurant, sale, street, taxi, telephone

What do you like?　What animal/color/fruit/sport do you like?　I like rabbits/red/bananas/soccer.

色(red, blue, yellow, pink, green, brown, orange, purple, black, white),形(heart, star, circle, triangle), T-shirt

２

４時

四

月

ＨＦ１【Ｌ５】

What do you like?

色・形

【コ】進んで、好きなものについ

て尋ねたり答えたりしようとす

る。

【慣】色や形、好きなものは何か

を尋ねる表現に慣れ親しむ。

【気】日本語と英語の音声の違い

に気付く。

４

４時

五

月

ＨＦ１【Ｌ７】

What's this?

身の回りの物

【コ】進んで、ある物についてそ

れが何かと尋ねたり、答えたりし

ようとする。

【慣】ある物が何かと尋ねたり、

答えたりする表現に慣れ親しむ。

【気】日本語と英語の共通点や相

違点から、言葉の面白さに気付

く。

◆様々な物の言い方から、言葉の面白さに

気付くとともに、身の回りの物を表す語に

慣れ親しむ。

Jingle　"Alphabet Jingle"

Small talk　「数」

【Let's Listen】下の絵は何か考えよう

【Let's Play】ポインティングゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○宝物紹介クイズ大会をするというゴール

を知る。

３

４時

五

月

LT２【Ｕ６】

Alphabet

アルファベットで

文字遊びをしよう

アルファベット

小文字

【コ】進んで、活字体の文字

について尋ねたり答えたりし

ようとする。

【慣】活字体の小文字とその

読み方に慣れ親しむ。

【気】身の回りには活字体の

文字で表されているものがあ

ることに気付く。

◆身の回りにはアルファベットの文字で表

されているものが多いことに気付くととも

に、アルファベットには大文字と小文字が

あることや、小文字の読み方（名称）に慣

れ親しむ。

【Let's Watch and Think】

地域の看板や身の回りにある映像から、ア

ルファベットの文字を知る。

○アルファベット文字辞典を作るという

ゴールを知る。

【Let's Sing】"ABC Song"

【Let's Play1】

アルファベット探しをする。

○キーアルファベットゲーム

【Let's Chant】"Alphabet Chant"

◆身の回りの物を表す語や、ある物が何か

を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親し

む。

Jingle　"Alphabet Jingle"

Small talk　「数」

【Let's Chant】"What's this?"

【Activity】クイズ大会をしよう

・シルエットクイズ

・漢字クイズ

・スリーヒントクイズ

・パズルクイズ

◆ある物が何かを尋ねたり答えたりする表

現に慣れ親しむ。

Sounds and Letters

　ペアを探せゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○ブラックボックスクイズ

○背中の絵は何？

背中にある絵カードの絵を、ヒントを手掛

かりに当てる。

○クイズ大会の準備をする。

◆ある物が何かを、進んで尋ねたり答えた

りしようとする。

Sounds and Letters　ANZゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○宝物紹介クイズ大会をしよう

◆アルファベットの小文字とその読み方に

慣れ親しみ、大文字と小文字を一致させ

る。

Small talk　「ほしいもの」

○キーアルファベットゲーム

【Let's Sing】"ABC Song"

【Let's Play2】おはじきゲーム

【Let's Listen】

音声を聞き、どの表示や看板かを考えて番

号を書く。

【Activity】

好きな看板を選んで、文字について尋ね合

い、相手が選んだものを当てる。

◆アルファベットの文字に慣れ親しみ、ア

ルファベットの文字について進んで尋ねた

り答えたりしようとする。

【Let's Chant】"Alphabet Chant"

【Activity2】

好きな色を選び、その色の文字について尋

ね合い、相手の選んだ色を当てる。

○アルファベットの文字探し

◆アルファベットの文字に慣れ親しみ、ア

ルファベットの文字について進んで尋ねた

り答えたりしようとする。

【Let's Chant】"Alphabet Chant"

○アルファベットの文字探し

○アルファベット文字辞典を作ろう

指導時間別の活動（例）：◆目標、【】は教材に掲載されている活動　○はそれ以外の活動

How many pencils?  Five pencils.

数（1～20）, 身の回りのもの(cat, dog, pencil, apple)



表現

語彙

表現

語彙

表現

語彙

表現

語彙

◆時間割に関するまとまりのある話を聞い

て、概要をとらえることができる。

Sounds and Letters　I spyゲーム

【Let's Chant】"What do you have on

Monday?"

【Let's watch and Think3】

映像を視聴し、登場人物と将来の夢、夢の

時間割を線で結ぶ。

○夢の時間割を作ろう

７

６時

九

月

ＷＣ1【Ｕ3】

What do you have

on Monday?

学校生活

教科・職業

【コ】進んで、教科について

尋ねたり答えたりしようとす

る。

【慣】教科について尋ねたり

答えたりする表現に慣れ親し

む。また、活字体の大文字を

読んだり書い

たりすることに慣れ親しむ。

【気】世界には様々な学校が

あり、日本と世界の学校の共

通点と相違点に気付く。

◆進んで、教科について尋ねたり答えたり

して伝え合おうとする。

【Let's Chant】"What do you have on

Monday?"

【Activity2】

夢の時間割を紹介し合う。（交流）

４

４時

五

月

ＨＦ１【Ｌ７】

What's this?

身の回りの物

【コ】進んで、ある物についてそ

れが何かと尋ねたり、答えたりし

ようとする。

【慣】ある物が何かと尋ねたり、

答えたりする表現に慣れ親しむ。

【気】日本語と英語の共通点や相

違点から、言葉の面白さに気付

く。

◆様々な物の言い方から、言葉の面白さに

気付くとともに、身の回りの物を表す語に

慣れ親しむ。

Jingle　"Alphabet Jingle"

Small talk　「数」

【Let's Listen】下の絵は何か考えよう

【Let's Play】ポインティングゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○宝物紹介クイズ大会をするというゴール

を知る。

What's this?　It's a (piano).

身の周りの物（triangle, fish, recorder, shoe, notebook, eraser, grove, beaker, bird, textbook, eggplant, blush, mat, bat, cap, map, ruler, globe, tomato, flying pan, cup, microscope, piano, flower）

６

６時

六

・

七

月

.

ＷＣ１【U２】

When is your

birthday?.

行事・誕生日

【コ】積極的に誕生日を尋ねた

り，答えしようとする。

【慣】英語での月言い方や，誕生

日を尋ねたり答えする表現に慣れ

親しむ。

【気】世界や日本の祭り行事に興

味をもち，時期季節違いよさ気付

く。

◆祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いて

おおよその内容を捉えることができる。

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し，それがどんなお祭りなのかを

聞き取って発表する。

○バースデーカードを作り、友達に贈るという

ゴールを知る。

【Let's Listen 1】

誌面にある行事は、何月かを予想し、音声教材を

聞いて，答えを確かめる。

【Let's Chant 1】Twelve Months

○Let's Read and Write

バースデーカードのToのところに自分の名前を書

く。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆好きなものを伝えたり、尋ねたりする表現に慣

れ親しむ。自己紹介をする際に、相手がわかるよ

うに名前のスペルを伝えるなど、相手に配慮する

ことの大切さに気付く。

Small Talk　「好きなもの」

ペアになって好きなものを伝え、相手が好きかど

うか尋ねる。交代して尋ねあい、対話を続ける。

【Let's Listen2】

音声を聞いて、登場人物と名前を線で結び、好き

なものを書く。

【Let's Play3】　好きなものランキング

好きな色、給食メニュー、テレビ番組、スポー

ツ、お笑い芸人、について、クラスの友達に尋ね

てランキングを作る。

◆ほしい物を尋ねたり答えたりする表現や

自分の名前のスペルを伝える表現に慣れ親

しむ。

Small Ｔalk　「ほしい物」

好きなものやほしい物、名前のアルファ

ベットを使って自己紹介している様子を聞

き、大まかな内容を理解する。

②【Let's Listen２】

誰が何を欲しいか聞いて吹き出しに書き込

む。

③【Let's Play4】お誕生日にほしい物

お誕生日にほしい物をインタビューしてそ

れを欲しい友達が何人いるか調べる。

◆好きなものやほしい物を尋ねたり答えた

りする表現に慣れ親しむ。

【Let's Watch and Think2】

映像を視聴し、登場人物の自己紹介でわ

かったことを吹き出しに記入する。

【Activity】　好きなもの、ほしい物

挿絵の吹き出しに色、スポーツ、テレビ番

組、動物、食べ物について好きなものやほ

しい物を記入し、それらの表現を使って自

己紹介する練習をする。

◆好きなものやほしい物を尋ねたり答えた

りする表現を用いて、名前のスペルを伝え

ながら、進んで自己紹介する。

Small Talk　「好きなもの、ほしい物で自己

紹介」

【Activity】好きなもの、ほしい物

挿絵の吹き出しに記入した色、スポーツ、

テレビ番組、動物、食べ物について好きな

ものやほしい物の表現を使って自己紹介す

る練習をする。５

６時

六

月

.

ＷＣ１【U１】

Hello,everyone.

アルファベット

自己紹介

【コ】進んで、ある物についてそ

れが何かと尋ねたり、答えたりし

ようとする。

【慣】ある物が何かと尋ねたり、

答えたりする表現に慣れ親しむ。

【気】日本語と英語の共通点や相

違点から、言葉の面白さに気付

く。

◆好きなものを伝えたり尋ねたりする表現を知

る。

Small talk 「好きなもの」

好きなものを伝えたり尋ねたりする表現を知る。

〇自己紹介をし、自分のすきなものやほしい物を

伝え合うというゴールを知る。

【Let's Listen1】

音声を聞いて、誰が何を好きか聞き、線で結ぶ。

「好きですかインタビュー」

果物や色、スポーツ、食べ物などのカードからど

れか1枚持つ。ペアになって、お互いが尋ね合う。

それが終われば、次の相手を探し同様のインタ

ビューをしあう。

When is your birthday?   My birthday is (August 19th).  What (sports) do you like?  Do you like (soccer)?  Yes,I do./No I don't.  I [like/don't like} (soccer).  Do you want (new soccer shoes)?  What do you want for your birthday?  I want(a dog).  This is for you.  Thank you.  You're welcome.  Happy birthday.      

when, birthday, year,  月(January, February, March. April, May. June, July, August, September,  October, November, December,), 季節(spring, summer, autumn/fall, winter), 序数(1st~31st), 日本の行事(New year's Day/Eve, Children's Day, Dolls'festival), donut

Hello I'm(saki). Nic to meet you. My name is (Kosei). How do you spell your name?K-o-s-e-i.I [like/don't like](blue). What (sports)do you like? I like (soccer) very much. I want (a new ball.)

nice,to,meet,spell,your,new,very,much,class,everyone,badminton,chocolatelettuce,name,animal,shoes,T-shirt,think,ant

◆小文字の書き方が分かり, 小文字を書くこ

とができるようにする。

○絵本を読もう

ある子どもの一日の生活を紹介する絵本の

読み聞かせを聞き、絵本の主人公がどのよ

うなことをしていたかについて, 該当する絵

カードを時系列で並べ替える。

【Let's Watch and Think1】

世界の子どもたちの一日について知る。

○Buzz Game 1～60

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

〇Sounds andLetters 1

アルファベットの小文字を書く。

〇自分の日課について発表し合うという

ゴールを知る。

◆祭りや行事に関するまとまりのある話を聞いて

おおよその内容を捉えることができる。

〇Small Talk:

【Let's Chant 1】Twelve Months

〇Buzz Game

【Let's Listen 2】

英語での日付けの尋ね方や答え方を聞く。

【Let's Watch and Think 2】

世界の行事についての説明を聞く。

【Let's Chant 2】When is your birthday?

○Let's Read and Write

自分の誕生月の単語を巻末カードから選び,バース

デーカードに貼り、読んでみる。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆誕生日などを聞き取ったり, 欲しいものを尋ねた

り答えたりすることができる。

〇Small Talk：

【Let's Chant 2】When is your birthday?

【Let's Watch and Think 4】

子供たちの欲しいものや好きなものについて聞き

取り，わかったことを書く。一緒に言う。

○メモリーゲーム

【Activity 1】「インタビューをしよう。」

ペアで誕生日に欲しいものを尋ねたり答えたりし

て記入する。

○Let's Read and Write

カードに大文字のHとBを書く。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆大文字の書き方が分かり, 大文字を書く。

【Let's Chant 2】When is your birthday?

【Let's Watch and Think 5】

子供たちの誕生日や好きなもの，欲しいも

のについて聞き取る。わかったことを書

く。

〇有名人になりきって，誕生日を尋ねたり

答えたりしよう。

【Activity2】

プレゼントしたいものの絵を描いてバース

デーカードを完成させる。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆慣れ親しんだ表現を見て、意味がわかるように

する。

〇Small Talk：

【Let's Chant 2】When is your birthday?

【Let's Watch and Think 6】

カードについてのやり取りを聞いて，どのような

ことが書かれているのかを推測し、記入する。

○Let's Read and Write

カードに書いた Happy birthday! などの慣れ親し

んだ表現を推測しながら読む。

【Activity2】

ペアで誕生日カードを渡す際のやりとりをする。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆カードに書かれている誕生日を読もうと

する。

【Let's Chant 2】When is your birthday?

【Activity 2】

カードを贈り合い，カードを読んだり，書

かれている内容について会話したりする。

〇Sounds and Letters

アルファベットの大文字を書く。

◆身の回りの物を表す語や、ある物が何か

を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親し

む。

Jingle　"Alphabet Jingle"

Small talk　「数」

【Let's Chant】"What's this?"

【Activity】クイズ大会をしよう

・シルエットクイズ

・漢字クイズ

・スリーヒントクイズ

・パズルクイズ

◆ある物が何かを尋ねたり答えたりする表

現に慣れ親しむ。

Sounds and Letters

　ペアを探せゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○ブラックボックスクイズ

○背中の絵は何？

背中にある絵カードの絵を、ヒントを手掛

かりに当てる。

○クイズ大会の準備をする。

◆ある物が何かを、進んで尋ねたり答えた

りしようとする。

Sounds and Letters　ANZゲーム

【Let's Chant】"What's this?"

○宝物紹介クイズ大会をしよう

◆好きなものやほしい物を尋ねたり答えた

りする表現を用いて、名前のスペルを伝え

ながら、進んで自己紹介する。

【Activity】　好きなもの、ほしい物で自己

紹介

挿絵の吹き出しに記入した色、スポーツ、

テレビ番組、動物、食べ物について好きな

ものやほしい物の表現を使って自己紹介を

する。

自己紹介を通して友達のことで初めて知っ

たことを全体で紹介しあう。

◆一日の生活についてまとまりのある話を

聞いて概要を捉えることができる。

Small Talk

【Let's Play 1】

ポインティングゲーム

【Let's Watch and Think 2】

世界の子供たちはどんな頻度でどんな行動

をしているのか線で結ぶ。

○キーフレーズゲーム

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

【Let's Play2】

ペアになり互いにWhat timedo you (get

up)?と尋ね, 時間を記入する。

〇Sounds andLetters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆一日の生活についてまとまりのある話を聞いて

概要を捉えることができる。

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

【Let's Listen 1】

登場人物がどんな頻度でどんなことをしているの

かを聞き取り,線で結ぶ。

【Let's Play3】

先生の生活について聞きとり, 時間を記入する。次

にペアになり，日常生活について尋ねたり答えた

りする。

○デスティニーゲーム

日常の行動について全員で尋ね，該当するカード

を持っている児童は答える。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で

書かれたものの意味が分かり，語と語の区

切りに注意して書き写すことができるよう

にする。

Small Talk

○デスティニーゲーム(グループ)

【Activity】

日常生活について尋ねたり，頻度を含めて

答えたりし，表に名前や時間を記入する。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼

る。声に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で書かれ

たものの意味が分かり，語と語の区切りに注意し

て書き写すことができるようにする。

Small Talk

【Let's Chant 2】I always wash the dishes.

【Let's Listen 2】

音声を聞いて, だれがどんな頻度で行う日課なのか

考えて, 線で結ぶ。

【Let's Watch and Think 3】

Tomがどんな頻度でどんな行動をしているのか等

について聞き取って記入する。

○キーフレーズゲーム

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆小文字の書き方が分かり, 小文字を書くことがで

きる。

【Let's Chant 2】I always wash the dishes.

【Let's Watch and Think 3】

Maryがどんな頻度でどんな行動をしているのか等

について聞き取って記入する。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

○自分の日常生活について紹介する準備をする。

追加で話すことの整理をする。完成したら自分で

行ってみて練習をする。

○Sounds and Letters 2

デジタル教材を活用して, 仲間の言葉を集めをす

る。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆自分の一日の生活について，相手に伝え

るなどの目的を持って，基本的な表現を用

いて，順序立てて伝え合う。

Small Talk

【Let's Chant】好きなチャンツを言う。

【Let's Listen 3】

登場人物が会話形式で日常生活について伝

えたり質問したり答えたりしている音声を

聞いて，イラストを線で結ぶ。

〇班の中でペアになり，自分の日常生活を

頻度も含めて紹介する。班の中でペアを変

えながら何度か行う。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

Do you have (P.E.) on (Monday)?　Yes, I do. / No, I don’t.　What do you have on (Monday)?　I study (math).　I want to be (a teacher).　I want to study (math).

教科(Japanese, English, math, social studies, home economics, calligraphy, moral education. P.E.), cleaning time, recess, 職業 (police officer, soccer player, doctor, baseball player, florist), study

◆世界の同世代の子供たちの学校生活に関

するまとまりのある話を聞いて、自分たち

との相違点に気付く。

Jingle　"Alphabet Jingle"

【Let's Watch and Think】

世界の子供たちがどのような学校生活を

送っているかを知り、自分たちの学校生活

との相違点や共通点に気付く。

○何曜日かな

【Let's Sing】"Sunday, Monday, Tuesday"

○ミッシングゲーム（教科名）

○夢の時間割を作って紹介し合うという

ゴールを知る。

◆教科の言い方に慣れ親しみ、教科につい

て尋ねたり答えたりする言い方を知る。

Jingle　"Alphabet Jingle"

【Let's Sing】"Sunday, Monday, Tuesday"

○キーセンテンスゲーム（教科）

【Let's Listen】

音声を聞き、どの曜日の時間割を言ってい

るのかを考えて、番号を記入する。

【Let's play】

Do you have ～?と尋ねたり答えたりして友

達が選んだのはどの曜日かを当てる。

◆何曜日に何の教科があるかを尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親しむ。

Jingle　"Alphabet Jingle"

Small talk　「好きなもの」

【Let's Sing】"Sunday, Monday, Tuesday"

○ビンゴゲーム

【Let's Chant】"What do you have on

Monday?"

○キーワードゲーム（職業）

【Activity1】

夢の時間割を考える。指導者や友達の夢の

時間割を聞き取り、誌面に記入する。

◆時間割に関するまとまりのある話を聞い

て、概要をとらえることができる。

【Let's Sing】"Sunday, Monday, Tuesday"

Small talk　「好きなもの」

【Let's watch and think2】

世界の子供たちがどのような科目を学習し

ているかを知り、自分たちの学習との相違

点や共通点に気付く。

【Let's Chant】"What do you have on

Monday?"

Sounds and Letters　サークルゲーム

８

７時

十

月

WC1【U４】

What time do you

get up?

１日の生活

【コ】他者に配慮しながら自

分の一日の生活について伝え

合おうとする。

【慣】小文字の書き方や，一

日の生活について尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親し

む。

【気】友だちの日課や外国の

子どもの家庭での役割につい

て、自分との違いや共通点に

気付く。



表現

語彙

表現

語彙

表現

語彙

表現

語彙

12

８時

二

・

三

月

ＷＣ1【Ｕ9】

Who is your hero?

あこがれの人

【コ】自分があこがれたり尊

敬したりする人について、自

分の意見を含めて紹介し合お

うとする。

【慣】第三者が得意なことを

表す表現に慣れ親しむ。ま

た、文字を読んだり書いたり

することに慣れ

親しむ。

【気】英語と日本語では、書

き方に違いがあることに気付

く。

◆得意なことについて聞いたり言ったりす

る表現を知る。

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、子供がヒーロー・ヒロ

インについて話すのを聞き、わかったこと

を書く。

○マイヒーロー・ヒロインを発表し合うと

いうゴールを知る。

○キーセンテンスゲーム

Let's Read and Write

  単語を選んで自分を紹介する文を書く。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆得意なことについて聞いたり言ったりす

る表現に慣れ親しむ。

【Let's Listen1】

音声を聞き、登場人物とその得意なことの

絵を線で結ぶ。

【Let's play1】

ペアでイラストをヒントにできるだけ質問

をして、相手のことを知る。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

Let's Read and Write

　得意なことを選んで英文を完成させる。

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆ある人についてできることや得意なこと

を紹介する表現に慣れ親しむ。

【Let's Listen2】

音声を聞き、ひかりが紹介する家族の得意

を聞き取る。

○キーセンテンスゲーム

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Acticvity1】友達クイズづくり

Let's Read and Writeで書きためてきた自己

紹介を使って、友達クイズを作成し、出し

合う。

Let's Read and Write

  紹介したい人を決め、名前を紹介する文を

書く。（He/She is ～.）

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人についてできることや得意なことを紹介

する表現を知る。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Let's Listen3】

実際する３人のスポーツ選手の情報を聞

き、わかったことを誌面に記入する。

【Let's Listen4】

先生のスピーチを聞き、わかったことを誌

面に記入する。

Let's Read and Write

  紹介したい人の得意なことについて、例を

参考にしながら書く。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人について表す言い方に慣れ親しむ。

【Let's Listen5】

音声を聞き、二人の登場人物が紹介する

ヒーローの情報を誌面に記入する。

【Activity2】

紹介したい人について、伝える内容を考え

る。

Let's Read and Write

  紹介したい人の得意なことについて、例を

参考にしながら書く。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人を進んで紹介する。

【Let's Listen5】

音声を聞き、二人の登場人物が紹介する

ヒーローの情報を誌面に記入する。

Let's Read and Write

  紹介したい人がどのような人かを、例を参

考にしながら、語を補って文を完成させ

る。

【Activity2】

紹介したい人について、考えた内容をもと

に、ペアでプレゼンの練習をする。

◆自分の意見を含めてある人を紹介しよう

とする。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Activity2】

自分にとってのヒーローを紹介するスピー

チをする。

◆慣れ親しんだ語句や表現を絵本の中から

識別し推測しながら読むことができるよう

にする。

○絵本を読もう

これまでの【STORY TIME】を順番に読み

進めていく。まねして繰り返したり、慣れ

親しんだ言葉や表現を推測しながら読んだ

りしていく。

○１年間を振り返り、将来英語を使って、どのよ
うなことがしたいかを書き、交流する。

10

７時

十

二

月

ＷＣ1【Ｕ7】

Where is the

treasure?

位置と場所

【コ】進んで、場所を尋ねた

り道案内をしたりしようとす

る。

【慣】道案内や物の位置を尋

ねたり答えたりする表現に慣

れ親しむ。また、活字体の小

文字を読んだり書いたりする

ことに慣れ親しむ。

【気】日本語と英語では道案

内の仕方に違いがあることに

気付く。

◆物の位置を尋ねたり答えたりする表現を

知る。

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、探しているものを見つ

けて指で押さえる。

【Let's Play】ポインティングゲーム

【Let's Chant】"It's on the desk."

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、Where is～?の表現につ

いて知る。

○Where is ～?クイズ

○宝探しゲームをするというゴールを知

る。

Let's Read and Write

  音声を聞いて、アルファベットの小文字を

ワークシートに書く。

◆道案内の言い方に慣れ親しむ。慣れ親し

んだ表現を小文字で読んだり書いたりす

る。

【Let's Chant】"Where is the treasure?"

【Let's Listen4】２

道案内の音声を聞いて、鉛筆でなぞりなが

ら進み、宝物を見つける。

Let's Read and Write

  アルファベットの文字を見つけ、その単語

を書き、類推しながら読む。

【Activity】

誌面の地図を使い、ペアでそれぞれの宝物

までの道案内をする。

◆小文字の書き方が分かり, 小文字を書くこ

とができるようにする。

○絵本を読もう

ある子どもの一日の生活を紹介する絵本の

読み聞かせを聞き、絵本の主人公がどのよ

うなことをしていたかについて, 該当する絵

カードを時系列で並べ替える。

【Let's Watch and Think1】

世界の子どもたちの一日について知る。

○Buzz Game 1～60

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

〇Sounds andLetters 1

アルファベットの小文字を書く。

〇自分の日課について発表し合うという

ゴールを知る。

９

７時

【コ】進んで、自分や第三者

についてできることやできな

いことなどを紹介し合おうと

する。

【慣】自分や第三者につい

て、できることやできないこ

とを尋ねたり言ったりする表

現に慣れ親し

む。また、小文字を読むこと

に慣れ親しむ。

【気】言語や人、それぞれに

違いがあることに気付く。

◆動作を表す語や「できる」「できない」

という表現を知る。

Jingle　"Animal Jingle"

【Let's play1】どの動物かを当てよう

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、どの人物のことかを考

えて、番号を書く。

○ある人物のできることを紹介し合うとい

うゴールを知る。

○ジェスチャーゲーム

【Let's Listen1】

音声を聞いてどの動物（男児）なのかを考

え、番号を記入する。

◆動作を表す語や「できる」「できない」

という表現に慣れ親しみ、できるかどうか

を尋ねたり答えたりする表現を知る。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" I can run. I can swim"

【Let's Listen2】

音声を聞いてどの動物なのかを考え、番号

を記入する。

【Let's play】ポインティングゲーム

【Let's Chant】" Can you sing well?"

○先生予想ビンゴ

◆できるかどうかを尋ねたり答えたりする

表現に慣れ親しむとともに、自分ができる

ことを考える。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" Can you sing well?"

【Activity1】

友達にたずねたいことを選び、できるか・

できないかを予想してインタビューする。

【Activity2】

友達に誌面にあることについてできるかど

うかを尋ね、名前を書いてもらう。

○自分紹介を考えよう

◆できることやできないことに関する短い

話を聞いて、具体的な情報を聞き取ること

ができる。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" Can you sing well?"

【Let's Watch and Think2】

映像資料を視聴し、できることやできない

ことを尋ねたり答えたりするのを視聴し、

情報を聞き取る。

○自分紹介をしよう

◆進んでできることやできないことを相手

に尋ねるとともに、第三者ができることや

できないことを言う表現に慣れ親しむ。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" Can you sing well?"

【Let's Watch and Think2】

できることできないことをHe/Sheを使って

紹介する映像資料を見る。

【Let's Chant】" He can run fast."

【Activity3】

先生のできることを予想して、インタ

ビューの準備をする。

◆進んでできることやできないことを相手

に尋ねるとともに、第三者ができることや

できないことを言う表現に慣れ親しむ。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" Can you sing well?"

【Activity4】

インタビューして分かったことを書く。

【Let's Chant】" He can run fast."

Can you (sing well)?　Yes, I can. / No, I can’t.　[I/You/He/She] [can / can’t] (sing well).

動作(play [soccer /badminton /tabletennis /volleyball /shogi /kendama /the recorder /the piano], do [kendo /judo], ride a [bicycle /a unicycle], swim, skate, ski, cook, run fast, jump high, sing well), can, can’t, he, she

Where is the treasure?  Go straight (for three blocks).  Turn [right / left] (at the third corner).  You can see it on your [right / left].  It’s [on/ in / under / by] (the desk).

身の回りの物 (cap, cup, basket, scissors, box), 施設・建物 (station, fire station, gas station, police station, post office, hospital, supermarket, convenience store, department store, bookstore, park), treasure, block, in, under, by, corner

◆物の位置を尋ねたり答えたりする表現に

慣れ親しむ。

【Let's Chant】"It's on the desk."

○コマンドゲーム

【Let's Listen1】

音声を聞き、登場人物が探している物を見

つける。

【Let's Play2】

誌面のイラストを見ながら、場所を表す語

を使ってやり取りをする。

Let's Read and Write

  音声を聞いて、アルファベットの小文字を

ワークシートに書く。

◆物の位置を尋ねたり答えたりする表現に

慣れ親しむ。

≪WC1-U5≫Small talk　「できること」

○コマンドゲーム

【Let's Chant】"It's on the desk."【Let's

Listen2】

音声を聞き、登場人物の部屋がどれかを記

入する。

Let's Read and Write

  音声を聞いて、アルファベットの小文字を

ワークシートに書く。

【Let's Play3】

誌面のイラストを見ながら、物がある場所

を説明し合う。

◆道案内の言い方を知る。日本語と英語の

道案内の仕方の違いに気づく。

≪WC1-U5≫Small talk　「できること」

○フェイントゲーム

○建物を表す英語を推測しながら読む。

○キーワードゲーム（建物）

【Let's Listen3】

道案内の音声を聞いて道をたどり、行き着

いた建物に番号を書く。

Let's Read and Write

  アルファベットの文字を見つけ、その単語

を書き、類推しながら読む。

【Let's Chant】"Where is the treasure?"

◆道案内の言い方に慣れ親しむ。慣れ親し

んだ表現を小文字で読んだり書いたりす

る。

【Let's Chant】"Where is the treasure?"

○コマンドゲーム

【Let's Listen4】１

道案内の音声を聞いて、鉛筆でなぞりなが

ら進み、宝物を見つける。

Let's Read and Write

  アルファベットの文字を見つけ、その単語

を書き、類推しながら読む。

【Let's Play4】

友達の道案内を聞いて、目的地を探す。

十

一

月

WC1【U５】

She can run fast.

He can jump high.

できること

（三人称）

一

月

ＷＣ1【Ｕ8】

What would you

like?

料理・値段

◆一日の生活についてまとまりのある話を

聞いて概要を捉えることができる。

Small Talk

【Let's Play 1】

ポインティングゲーム

【Let's Watch and Think 2】

世界の子供たちはどんな頻度でどんな行動

をしているのか線で結ぶ。

○キーフレーズゲーム

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

【Let's Play2】

ペアになり互いにWhat timedo you (get

up)?と尋ね, 時間を記入する。

〇Sounds andLetters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆一日の生活についてまとまりのある話を聞いて

概要を捉えることができる。

【Let's Chant 1】

What time do you get up?

【Let's Listen 1】

登場人物がどんな頻度でどんなことをしているの

かを聞き取り,線で結ぶ。

【Let's Play3】

先生の生活について聞きとり, 時間を記入する。次

にペアになり，日常生活について尋ねたり答えた

りする。

○デスティニーゲーム

日常の行動について全員で尋ね，該当するカード

を持っている児童は答える。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で

書かれたものの意味が分かり，語と語の区

切りに注意して書き写すことができるよう

にする。

Small Talk

○デスティニーゲーム(グループ)

【Activity】

日常生活について尋ねたり，頻度を含めて

答えたりし，表に名前や時間を記入する。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼

る。声に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句で書かれ

たものの意味が分かり，語と語の区切りに注意し

て書き写すことができるようにする。

Small Talk

【Let's Chant 2】I always wash the dishes.

【Let's Listen 2】

音声を聞いて, だれがどんな頻度で行う日課なのか

考えて, 線で結ぶ。

【Let's Watch and Think 3】

Tomがどんな頻度でどんな行動をしているのか等

について聞き取って記入する。

○キーフレーズゲーム

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆小文字の書き方が分かり, 小文字を書くことがで

きる。

【Let's Chant 2】I always wash the dishes.

【Let's Watch and Think 3】

Maryがどんな頻度でどんな行動をしているのか等

について聞き取って記入する。

○Let's Read and Write

自分の日課について，カードから選んで貼る。声

に出して読んでみる。

○自分の日常生活について紹介する準備をする。

追加で話すことの整理をする。完成したら自分で

行ってみて練習をする。

○Sounds and Letters 2

デジタル教材を活用して, 仲間の言葉を集めをす

る。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆自分の一日の生活について，相手に伝え

るなどの目的を持って，基本的な表現を用

いて，順序立てて伝え合う。

Small Talk

【Let's Chant】好きなチャンツを言う。

【Let's Listen 3】

登場人物が会話形式で日常生活について伝

えたり質問したり答えたりしている音声を

聞いて，イラストを線で結ぶ。

〇班の中でペアになり，自分の日常生活を

頻度も含めて紹介する。班の中でペアを変

えながら何度か行う。

〇Sounds and Letters 1

アルファベットの小文字を書く。

◆第三者ができることやできないことを進

んで紹介しようとする。

Sounds and Letters

　アルファベットの小文字を書こう

【Let's Chant】" He can run fast."

【Let's Listen3】

音声を聞いてどの人物かを考え、番号を記

入する。

○先生紹介の準備をしよう

例を参考に、紹介する先生ができること、

できないことを書く。

【Activity5】先生や自分のことを紹介しよ

う

◆進んで、道案内しようとする。

【Let's chants】"Where is the treasure?"

○宝探しゲームをする。

教室の様々な場所に箱や本などを置き、暗

号が書かれたカードを様々な場所に置き、

それらを見つけて宝探しをする。

【STORY TIME】
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８時

【コ】進んで、欲しい物につ

いて丁寧に尋ねたり答えたり

しようとする。

【慣】欲しい物についての丁

寧な表現の仕方や尋ね方に慣

れ親しむ。

【気】世界には様々な食生活

があることや、欲しい物を尋

ねたり言ったりする際に英語

にも丁寧な表現があることに

気付く。

◆丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり

言ったりする表現を知る。

【Let's Listen1】

さくらとたくのフルーツパフェがどれか音

声を聞いて考える。

○ビンゴゲーム

【Let's Play】

ペアになり、お互いにほしい果物を聞い

て、相手のためにフルーツパフェを作っ

て、最後は交換する。

【Let's Listen2】

音声を聞いて、誰が何を注文したのかを聞

き取り、丁寧な表現があることを知る。

○　○○のためのスペシャルメニューを作

るというゴールを知る。

◆世界には様々な料理があることを知り、丁寧な

言い方で欲しいものを尋ねたり言ったりする表現

に慣れ親しむ。

【Let's Chant】"What would you like?"

○ポインティングゲーム

【Let's Listen2】

音声を聞いて、誰が何を注文したのかを聞き取

る。

【Activity2】

メニューを聞き取り、どれがどの国の給食かを□

に記入する。

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、世界の料理に関して分かった

ことを書く。

Let's Read and Write

  英語のメニューを見て、情報を読み取り、注文し

たい料理（Main dish）の単語を選択して書く。

Jingle　"Foods Jingle"

◆丁寧な言い方で欲しいものを尋ねたり答えたり

する表現に慣れ親しむ。

Jingle　"Foods Jingle"

【Let's Chant】"What would you like?"

【Let's Watch and Think2】

バイキングで注文している場面を視聴し、聞き取

れたことや気付いたことなどを発表する。

【Let's Listen1】

誌面の登場人物の家族の誰がどの料理を注文した

かを聞き取り、線で結ぶ。

【Let's Listen2・3】

おばあさんとおじいさんが注文したメニューにつ

いて聞き取り、誌面に記入する。（料理だけ）

Let's Read and Write

  英語のメニューを見て、情報を読み取り、注文し

たい料理（Side dish）の単語を選択して書く。

◆値段の言い方や値段を尋ねたり答えたり

する表現を知るとともに、日本語と英語の

値段の表し方の違いに気づく。

【Let's Chant】"What would you like?"

【Let's Listen2・3】

おばあさんとおじいさんが注文したメ

ニューについて聞き取り、誌面に記入す

る。（値段）

○How much?ゲーム

Let's Read and Write

  英語のメニューを見て、情報を読み取り、

注文したい料理（Dessert）の単語を選択し

て書く。

◆値段の言い方や値段を尋ねたり答えたり

する表現に慣れ親しむ。

Jingle　"Foods Jingle"

【Let's Chant】"What would you like?"

○How much?ゲーム

○お店ごとに集まり、メニューの値段を考

えたり、客と店員に買われてやり取りの練

習をする。

Let's Read and Write

  英語のメニューを見て、情報を読み取り、

注文したい料理（Drink）の単語を選択して

書く。

◆値段の言い方や値段を尋ねたり答えたり

する表現について慣れ親しむ。

【Let's Chant】"What would you like?"

○キーセンテンスゲーム

【Let's Listen4】

登場人物が他の登場人物のためにどんなメ

ニューを作ったかを聞き、誌面の人物とメ

ニューを線で結ぶ。

【Let's Listen5】

登場人物のやり取りを聞いて値段を聞き取

り、誌面に記入する。

○誰のためのどんなメニューをするのか

ネーミングを考え、料理や飲み物を置くお

皿やコースターの絵をワークシートに書

く。

◆相手意識を持って、丁寧な言い方で欲し

いものを尋ねたり答えたりしようとする。

Jingle　"Foods Jingle"

【Let's Chant】"What would you like?"

○店と店員に分かれて必要な料理や飲み物

を取りそろえる。

◆相手意識を持って、自分が誰のために、

どんなメニューを取りそろえたのか、理由

も合わせて発表しようとする。

【Let's Listen4】

再度、登場人物が注文した料理を確認し、

それは誰のためにどんな理由で取りそろえ

たメニューなのかを話している音声を聞

く。

○自分の考えたスペシャルメニューを誰の

ためのどんなメニューなのか発表する。

【STORY TIME】

８

７時

十

月

WC1【U４】

What time do you

get up?

１日の生活

【コ】他者に配慮しながら自

分の一日の生活について伝え

合おうとする。

【慣】小文字の書き方や，一

日の生活について尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親し

む。

【気】友だちの日課や外国の

子どもの家庭での役割につい

て、自分との違いや共通点に

気付く。

What would you like?　I'd like a hamburger.　This is my special menu.  What’s your special menu?  It’s for (my brother).  How much?  It’s (100 yen).

飲食物（curry and rice, french fries, fried chicken, grilled fish, macaroni salad, mineral water, parfait, table roll, bacon, drink, soda, tea, Japanese tea, dessert, omelet），状態や気持ちを表す語（fun, busy），家族（father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother）， enjoy, would, special, menu, table，数 （seventy, eighty, ninety, hundred）

What time do you (get up)?  I (usually)(get up) at (7:00).  

always, usually, sometimes, never, at, get up, 手伝い(wash the dishes, set the table, clean my room, get the newspaper), koara, lion



表現

語彙

12

８時

二

・

三

月

ＷＣ1【Ｕ9】

Who is your hero?

あこがれの人

【コ】自分があこがれたり尊

敬したりする人について、自

分の意見を含めて紹介し合お

うとする。

【慣】第三者が得意なことを

表す表現に慣れ親しむ。ま

た、文字を読んだり書いたり

することに慣れ

親しむ。

【気】英語と日本語では、書

き方に違いがあることに気付

く。

◆得意なことについて聞いたり言ったりす

る表現を知る。

【Let's Watch and Think1】

映像資料を視聴し、子供がヒーロー・ヒロ

インについて話すのを聞き、わかったこと

を書く。

○マイヒーロー・ヒロインを発表し合うと

いうゴールを知る。

○キーセンテンスゲーム

Let's Read and Write

  単語を選んで自分を紹介する文を書く。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆得意なことについて聞いたり言ったりす

る表現に慣れ親しむ。

【Let's Listen1】

音声を聞き、登場人物とその得意なことの

絵を線で結ぶ。

【Let's play1】

ペアでイラストをヒントにできるだけ質問

をして、相手のことを知る。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

Let's Read and Write

　得意なことを選んで英文を完成させる。

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆ある人についてできることや得意なこと

を紹介する表現に慣れ親しむ。

【Let's Listen2】

音声を聞き、ひかりが紹介する家族の得意

を聞き取る。

○キーセンテンスゲーム

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Acticvity1】友達クイズづくり

Let's Read and Writeで書きためてきた自己

紹介を使って、友達クイズを作成し、出し

合う。

Let's Read and Write

  紹介したい人を決め、名前を紹介する文を

書く。（He/She is ～.）

Sounds and Letters

　同じ音で始まる語を探し、単語を書き写

す。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人についてできることや得意なことを紹介

する表現を知る。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Let's Listen3】

実際する３人のスポーツ選手の情報を聞

き、わかったことを誌面に記入する。

【Let's Listen4】

先生のスピーチを聞き、わかったことを誌

面に記入する。

Let's Read and Write

  紹介したい人の得意なことについて、例を

参考にしながら書く。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人について表す言い方に慣れ親しむ。

【Let's Listen5】

音声を聞き、二人の登場人物が紹介する

ヒーローの情報を誌面に記入する。

【Activity2】

紹介したい人について、伝える内容を考え

る。

Let's Read and Write

  紹介したい人の得意なことについて、例を

参考にしながら書く。

◆自分があこがれている人や尊敬している

人を進んで紹介する。

【Let's Listen5】

音声を聞き、二人の登場人物が紹介する

ヒーローの情報を誌面に記入する。

Let's Read and Write

  紹介したい人がどのような人かを、例を参

考にしながら、語を補って文を完成させ

る。

【Activity2】

紹介したい人について、考えた内容をもと

に、ペアでプレゼンの練習をする。

◆自分の意見を含めてある人を紹介しよう

とする。

【Let's Chant】 "Who is your hero?"

【Activity2】

自分にとってのヒーローを紹介するスピー

チをする。

◆慣れ親しんだ語句や表現を絵本の中から

識別し推測しながら読むことができるよう

にする。

○絵本を読もう

これまでの【STORY TIME】を順番に読み

進めていく。まねして繰り返したり、慣れ

親しんだ言葉や表現を推測しながら読んだ

りしていく。

○１年間を振り返り、将来英語を使って、どのよ
うなことがしたいかを書き、交流する。

Who is your hero? This is my hero.  [He/She] is a good (tennis player).  [He/She] can (cook well).  [He/She] is [kind/cool/great/strong/gentle/active/brave/funny].

hero, 状態・気持ち (active, cool, fantastic, friendly, gentle, kind, brave, strong, tough)


