
 LESSON 単元  ねらい  主な表現  主な語彙  中学校の関連学習内容 

 学年 ＬＥＳＳＯＮ  単元名 主な表現 

 LESSON 1 

 Hello! 
 

 言語 

 挨拶 

 ○積極的に挨拶しようとする。 

 ○英語での挨拶や自分の名前の言い方 

  に慣れ親しむ。 

 ○世界には様々な言語があることを知 

  る。 

 Hello. 

 What's your name? 

 My name is … 

 Thank you. 

 Goodbye. 

 hello,  name,  what, 

 your,  my,  is,  you, 

 thank,  goodbye 

 1  Pre- Lesson  自己紹介をしよう 

 友達と自己紹介をしよう 

 あいさつをしよう 

 LESSON 2 

 I'm happy. 
 

 ジェスチャー 

 感情・様子 

 ○表情やジェスチャーをつけて相手に 

  感情や様子を積極的に伝えようとす 

 る。 

 ○感情や様子を表したり尋ねたりする表 

  現に慣れ親しむ。 

 ○表情やジェスチャーなどの言葉によら 

  ないコミュニケーションの大切さや、世 

  界にはさまざまなジェスチャーがあるこ 

  とに気付く。 

 How are you? 

 I'm fine / happy. 

 happy,  fine,  sleepy, 

 hungry,  how,  are,  I, 

 am,  I'm 

 1  Pre-Lesson 
 Word Tree 

 あいさつをしよう 

 わたしの気持ち 

  happy / hungry / sleepy / sad 

 2  L2  いろいろなジェスチャー 

  国によるジェスチャーの違い 

 LESSON 3 

 How many? 

 

 数 

 身の回りの物 

 ○積極的に数を数えたり、尋ねたりしよう 

  とする。 

 ○１～２０の数の言い方や尋ね方に慣れ 

  親しむ。 

 ○言語には、それぞれの特色があること 

  を知る。 

 How many pencils / dogs / cats? 

 One, two, three,…, twenty 

 how,  many,  one, two 

 …twenty,  cat,  dog, 

 pencil,  apple 

 1  Word Tree 
 L2 

 数字 

  0～100、電話番号 

 先生に聞いてみよう 

  How many～s do you have? 

   I have ～s. 

 LESSON 4 

 I like apples. 
 

 果物 

 動物 

 動物 

 スポーツ 

 ○好きな物や嫌いなものについて、積極 

  的に伝えようとする。 

 ○好きな物や嫌いな物を表したり尋ねた 

  りする表現に慣れ親しむ。 

 ○日本語と英語の音の違いに気付く。 

 I like apples. 

 I don't like bananas. 

 Do you like baseball? 

 Yes, I do. / No, I don't. 

 I,  you,  like,  do,  yes, 

  no,  not,  apple, 

 strawberry,  cherry, 

 peach,  grape,  kiwi, 

 fruit,  lemon,  banana, 

 pineapple,  orange, 

 melon,  ice cream, 

 milk,  juice,  baseball, 

 soccer,  swimming, 

 basketball,  bird,  rabbit, 

  dog,  cat,  spider 

 1  Let's Start 
 L1 

 

 

 

 C1 Project 

 身の回りの英語 

  単語 

 好きなものは? 

  I like ～. 

   Do you ～? 

   I don't like ～. 

 自分のことを伝えよう 

  自分の好きなもの、部活動など 

  について紹介する 

 LESSON 5 

 What do 

 you like? 

 

 色 

 形 

 ○好きな物について、積極的に尋ねたり 

  答えようとしたりする。 

 ○色や形、好きなものは何かを尋ねる表 

  現に慣れ親しむ。 

 ○日本語と英語の音の違いに気付く。 

 What do you like? 

 What animal / color / fruit / sport 

 do you like? 

 I like rabbits / red / bananas / 

 soccer. 

 I,  like,  you,  do,  yes, 

  no,  don't,  red,  blue, 

  yellow,  pink,  green, 

 brown,  orange,  purple, 

  black,  white,  T-shirt, 

  heart,  star,  circle, 

 triangle,  animal,  color, 

  fruit,  sport 

 1  Pre-Lesson 
 L1 

 

 L2 

 身に着けるもの 

 好きなものは？ 

   I like ～. 

 先生に聞いてみよう 

  I have ～s. 

   What do you ～? 

 3  Talking Time  Shopping 

   衣服に関する語句 

 LESSON 6 

 What do 

 you want? 

 

 アルファベット 

 大文字 

 身の回りの物 

 ○積極的にアルファベット大文字を読ん 

  だり、欲しいものを尋ねたり答えたりし 

  ようとする。 

 ○アルファベットの文字とその読み方とを 

  一致させ、欲しいものを尋ねたり、答え 

  たりする表現に慣れ親しむ。 

 ○身の回りにはアルファベットの大文字 

  で表現されているものがあることに気 

  付く。 

 What do you want? 

 The 'A' card, please. 

 A～Z,  one～thirty, 

 what,  do,  you,  want, 

  please 

 1  Let's Start 
 L2 

 The Alphabet 
 先生にきいてみよう 

  What do you ～? 

 LESSON 7 

 What's this? 

 

 身の回りの物 

 ○ある物について積極的にそれが何か 

  と尋ねたり、答えようとしたりする。 

 ○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。 

 ○日本語の英語の共通点や相違点か 

  ら、言葉のおもしろさに気付く。 

 What's this? 

 It's a piano. 

 what,  is,  this,  it,  cat, 

 mat,  cap,  tomato, 

 pineapple,  guitar, 

 banana,  piano,  baseball 

 1  Let's Start 
 

 L4 

 身の回りの英語 

  単語 

 新しい友達 

  What is this? 

   It's a rice cracker. 

 LESSON 8 

 I study 

 Japanese. 
 

 教科 

 曜日 

 ○時間割について積極的にtずけたり 

  答えたりしようとする。 

 ○時間割について表現や尋ね方に慣れ 

  親しむ。 

 ○世界の小学校の学校生活に興味をも 

  つ。 

 I study math on Monday. 

 What do you study on Tuesday? 

 Sunday～Saturday, 

 Japanese,  English, 

 math,  social studies, 

 science,  music,  P.E., 

 arts and crafts,  home 

 economics,  calligraphy, 

  study,  on,  I,  you, 

 what,  do 

 1  Word Tree 
 

 

 L6 

 

 Word Up 

 一週間 

  I play soccer on Mondays. 

  Sunday～Saturday 

 アメリカの中学校 

   アメリカの中学校生活 

 教科 

  単語 

 LESSON 9 

 What would 

 you like? 

 

 料理 

 ○欲しいものについて丁寧に積極的に 

  尋ねたり答えたりしようとする。 

 ○欲しいものについての丁寧な表現の 

  仕方や尋ね方に慣れ親しむ。 

 ○世界の料理に興味をもち、欲しいもの 

  を尋ねたり言ったりする際、丁寧な表 

  現があることに気付く。 

 What would you like? 

 I'd like a hamburger. 

 would,  I,  you,  like, 

 what,  hamburger, 

 omelet,  hamburger 

 steak,  salad,  cake, 

 spaghetti,  hotdog, pizza, 

 ice cream,  yogurt, 

 pudding,  orange juice, 

 parfait,  sushi, sausages, 

 fried chicken,  green tea, 

 natto,  miso soup,  rice, 

 bread,  French fries, 

 apple,  banana,  peach, 

 pineapple,  cherry, 

 grape,  lemon,  kiwi, 

 fruit,  strawberry, 

 melon 

 1  Talking Time 
 

 

 L6 

 

 Word Up 

 ファストフード店で 

  食べ物に関する語 

  注文をする表現 

 アメリカの中学校 

  昼食とカフェテリア 

 食べ物 

   単語 

 2  L4  イギリスの旅 

  Would you like a drink? 

 3  Pre-Lesson  Do You Eat Breakfast? 

   食べ物に関する語 

小５ 



 

 LESSON 単元  ねらい  主な表現  主な語彙  中学校の関連学習内容 

 学年 ＬＥＳＳＯＮ  単元名 主な表現 

 LESSON 1 

 Do you have 

 "a"? 

 

 言語 

 文字 

 ○積極的にある物を持っているか 

   どうかを尋ねたり答えたりする。 

 ○31～100の数の言い方やアル 

   ファベットの小文字、あるかどう 

   かを尋ねる表現に慣れ親しむ。 

 ○世界には様々な文字があること 

   を知る。 

 Do you have "a"? 

 Yes, I do. / No, I don't. 

 a～z, do,  you,  I, 

 have,  yes,  no,  don't, 

 one～thirty,  forty, 

 hundred 

 1  Let's Start 
 Word Tree 

 The Alphabet 
 数字 

  0～100、電話番号 

 LESSON 2 

 When is your 
 birthday? 

 

 行事 

 月 

 日付 

 ○積極的に誕生日を尋ねたり、誕 

   生日を答えたりしようとする。 

 ○英語での月の言い方や、誕生日 

   を尋ねたり答えたりする表現に 

   慣れ親しむ。 

 ○世界と日本の祭りや行事に興味 

   をもち、時期や季節の違いに気 

   付く。 

 When is your birthday? 

 My birthday is March eighteenth. 

 when,  is,  your, 

 birthday,  my,  January, 

 February,  March, 

 April,  May,  June, 

 July,  August, 

 September,  October, 

 November,  December, 

 序数 

 1  Word Tree 
 

 

 

 L7 

 季節と月 

  When is your birthday? 

  August 22nd. 

  (January～December, 序数) 

 日本のお正月 

   正月、感謝祭、ハロウィーン 

 LESSON 3 

 I can swim. 
 

 スポーツ 

 動作 

 ○積極的に友達に「できること」を 

   尋ねたり、自分の「できること」や 

   「できないこと」を答えたりしようと 

   する。 

 ○「できる」「できない」という表現に 

   慣れ親しむ。 

 ○言語や人、それぞれに違いがあ 

   ることを知る。 

 I can /can't swim. 

 Can you cook? 

 Yes, I can. / No, I can't. 

 can,  can't,  play, 

 swim,  cook,  ride, 

 unicycle,  table tennis, 

 badminton,  basketball, 

 soccer,  baseball, 

 recorder,  piano,  a, the 

 1  L7  日本のお正月 

  I can write some kanji. 

  I can't write any kanji. 

  Can you read this word? 

  Yes, I can. / No, I can't. 

 LESSON 4 

 Turn right. 
 

 建物 

 道案内 

 ○積極的に道を尋ねたり、道案内 

   しようとする。 

 ○目的地への行き方を尋ねたり言 

   ったりするする表現に慣れ親し 

  む。 

 ○英語と日本語とでは、建物の表 

   し方が違うことに気付く。 

 Where is the station? 

 Go straight. 

 Turn right / left. 

 turn,  right,  left,  go, 

 straight,  stop,  to, 

 where,  park,  school, 

 flower,  shop,  hospital, 

 book,  store, restaurant, 

 supermarket,  fire, 

 station, police, 

 convenience, department, 

 post,  office,  station 

 1  Action 

 

 L6 

 

 

 Talking Time 

 指示通りに動いてみよう 

  命令文 

 アメリカの中学校 

  Where is～? 

   Where do you ～? 

 校舎を案内しよう 

  道案内表現 

 2  Talking Time  道案内 

  道案内表現 

 LESSON 5 

 Let's go 

 to Italy. 
 

 世界の国々 

 世界の生活 

 ○自分の思いがはっきり伝わるよう 

   に、おすすめの国について発表 

   したり、友達の発表を積極的に 

   聞いたりしようとする。 

 ○行きたい国について尋ねたり言 

   ったりする表現に慣れ親しむ。 

 ○世界には様々な人たちが様々な 

   生活をしていることに気付く。 

 I want to go to France. 

 Where do you want to go? 

 Let's go. 

 I,  you,  do,  like, 

 want,  to,  go,  where, 

 play,  see,  eat,  Italy, 

 Japan,  China,  Korea, 

 Brazil,  Egypt, Australia, 

 France,  India, America, 

 Spain 

 2  L5 

 

 C3 project 
 

 L7 

 職業体験 

  I want to go to a pastry shop. 

 将来の夢 

  I want to be a confectioner. 

 世界遺産 

  世界の国々 

 LESSON 6 

 What time do 

 you get up? 

 

 時刻 

 一日の生活 

 ○積極的に自分の一日を紹介した 

   り、友達の一日を聞き取ったりし 

   ようとする。 

 ○生活を表す表現や、一日の生活 

   についての時刻を尋ねる表現に 

   慣れ親しむ。 

 ○世界には時差があることに気付 

  き、世界の様子に興味をもつ。 

 I get up at seven. 

 What time do you go to bed? 

 I,  you,  do,  get,  up, 

 eat,  lunch,  breakfast, 

 dinner,  take,  a,  bath, 

  go,  to,  bed,  home, 

 watch,  clean,  TV, 

 play,  piano,  study, 

 what,  time 

 1  Action! 
 

 

 

 

 

 Reading 1 

 何時ですか？ 

  What time is it? 

  It's four thirty. 

  What time do you get up every 

   day? 

  I get up at seven. 

 ベック先生の一日 

  一日の行動を表す表現 

 LESSON 7 

 We are good 

 friends. 
 

 世界の童話 

 日本の童話 

 ○積極的に英語で物語の内容を 

  伝えようとする。 

 ○まとまった英語の話を聞いて、内 

   容が分かり、場面に合ったセリフ 

   を言う。 

 ○世界の物語に興味をもつ。 

 We are good friends. 

 We are strong and brave. 

 peach,  boy,  monkey, 

 dog,  bird,  friend, 

 strong,  brave,  good, 

 fine,  happy,  hello, 

 let's,  go,  we,  are,  I, 

 am,  how,  you,  please, 

  here,  see,  OK 

 1  L6  アメリカの中学校 

  Nana and Taku are good friends. 

 2  Reading  泣いた赤おに 

  日本の童話 

 LESSON 8 

 What do you 

 want to be? 

 

 職業 

 将来の夢 

 ○積極的に自分の将来の夢につ 

   いて交流しようとする。 

 ○どのような職業に就きたいかを尋 

   ねたり、答えたりする表現に慣れ 

   親しむ。 

 ○世界には様々な夢をもった同年 

   代の子どもがいることを知り、英 

   語と日本語での職業を表す語の 

   成り立ちを通して、言語の面白さ 

   に気付く。 

 I want to be a singer. 

 What do you want to be? 

 I,  you,  what,  do, 

 want,  to,  be,  a,  an, 

 teacher,  doctor,  pastry, 

  chef,  farmer,  florist, 

 singer,  firefighter, 

 soccer player,  bus 

 driver,  cabin, vet, 

 attendant,  zookeeper, 

 comedian,  baker, 

 dentist,  artist 

 2  L5 

 

 C3 project 

 職業体験 

  I want to go to a pastry shop. 

 将来の夢 

  I want to be a confectioner. 
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