
 

 LESSON 単元  ねらい  文法事項・表現  主な表現  小学校の関連学習内容 

 Hi, Friends Lesson  単元名 主な表現 

 Pre-Lesson 

 Do you eat 
 Breakfast? 

 ●２学年で学習した言語材料を 

  用いた対話・報告文を，正しく聞き取 

   ったり読み取ったりすることができる 

 ●身近なテーマについて，クラスで調査 

   したものをまとめて発表することができ 

   る 

 2年の復習 

 動名詞  助動詞  比較 

   複文  過去進行形 

  1  L9  What would you like? 

  食べ物に関する単語 

 LESSON 1 

 Report for Our 

 School Trip 

 ●S+V+O+C（名詞）や受動態を用いて 

   表現したり，相手に尋ねたり，適切に 

   応 答することができる 

 SVOC 

 受け身 

 My friends call me Taku. 

 This book is written in English. 

 This table was made by my father. 

 Is English spoken in that country? 

  -Yes, it is. / No, it isn't. 

   

 Action！ 

 Do You Know 

 How to…? 

 ●S+V+O（howなど+to不定詞）や 

   S+V+O+O（howなど+to不定詞）を 

   用いて表現したり，相手に尋ねたり， 

   適切に応答すること ができる 

 疑問詞+to 不定詞 

 

 

 SVOO(疑問詞+to 不定 

 詞） 

 Do you know how to make a 

  paper crane? 

 I don't know what to do. 

 Taku taught me how to make a 

  paper crane. 

   

 Word Tree 

 Scenery 

 ●風景を描写する表現を知る  自然環境、生物、交通 

 機関、公共設備を表す 

 語句 

 (There is a tree near the lake.) 

 (There are two birds in the sky.) 

   

 Chapter 1 

 Project 

 日本の 

 伝統文化を 

 紹介しよう 

 ●日本の伝統文化について、受動態な 

   どを使い３～５文程度のまとまりのある 

   英文を書くことができる 

 ●クラスの前で口頭発表することができ 

   る 

     

 LESSON 2 

 Junior High 

 School 
 Club Life 

 ●現在完了形（完了）やS+V+O+C（形 

   容詞）を用いて表現したり，相手に尋 

   ねたり，適切に応答することができる 

 ●部活動に対するナナの心情を読み取 

   ることができる 

 現在完了（完了）  I have just arrived. 

 I have already done my 

 homework. 

 Have you washed the dishes yet? 

  -Yes, I have. / No, I haven't. 

 I haven't washed the dishes yet. 

   

 Talking Time 

 Shopping 

 ●靴売り場と時計売り場で，サイズ違い 

  や色違い，値段や包装に関する買い 

  物の会話をすることができる 

 買い物での表現  May I help you? 

 I'll take them / it. 

 How much is it? 

 It's 235 dollars. 

 1  L5  What do you like? 

  色に関する単語 

 LESSON 3 

 E-mails from 

 the U.S. 

 and India 

 ●現在完了形（継続・経験）や，It is+～ 

  （for－）+to不定詞を用いて表現した 

  り，相手に尋ねたり、適切に応答する 

  ことができる 

 ●NASAやISSなどに関する情報を読 

  み取る 

 現在完了（継続） 
 

 

 

 

 

 

 現在完了（経験） 
 

 

 It is～for... To 不定詞 

 I have been in this room for two 

  hours. 

 I have lived in this city since I was 

  ten years old. 

 How long have you studied 

  English? 

  -I have studied it for two years. 

 Have you every been to the U.S.? 

  -Yes, I have.  / No, I haven't. 

 I have never seen the movie. 

 It is important for us to understand 

 other cultures. 

   

 Chapter 2 

 Project 
 インタビューを 

 しよう 

 ●つなぎ言葉などを適切に用いながら、 

  外国人の先生にインタビューをするこ 

  とができる。 

 ●インタビューの結果をグループで文章 

  にまとめ、クラスの前で発表することが 

  できる。 

 話をつなぐ 

 

 聞き返す 

 

 相づちを打つ 

 

 驚きや喜びを表す 

 

 ( 頻度の疑問詞 ) 

 Well, / Let's see. / Let me see. / 

  By the way / Please tell us more. 

 Pardon? / For example? / What 

  does ～mean? / 

 Uh-huh. / Yes. / Really? / Oh, I 

  see.  I get it / That's right. 

 Wow! / Great! / How exciting. / 

 That's interesting. 

 How often ～? 

   

 Reading 

 Energy and the 

 Environment 

 ●300語程度の科学に関する説明文を 

  読んで，概要を把握する 

 ●グラフの内容を正しく理解する 

     

 LESSON 4 

 Speech - 

 A Man's Life 

 in Bhutan 

 ●現在分詞・過去分詞の後置修飾や 

  S+V（ask, tell など）+O+to不定詞を 

  用いて表現したり，相手に尋ねたり， 

  適切に応答することができる 

 ●スピーチを読んでナナの主張を理解 

  する 

 現在分詞の後置修飾 

 

 過去分詞の後置修飾 

 

 S+V（ask，tellなど） 
 O+to不定詞 

 The man standing over there is my 

  father. 

 I received a letter written in 

  English. 

 I asked my father to help me. 

   

 LESSON 5 

 Stevie Wonder 
 -The Power 

 of Music 

 ●関係代名詞（主格）を用いて表現した 

  り，相手に尋ねたり，適切に応答する 

  ことができる 

 ●関係代名詞（主格）を用いた文を正し 

  く聞き取る／読み取ること  ができる 

 関係代名詞 

 （主格のwho） 
 

 

 （which） 
 

 （that） 

 We need a person who speaks 

   English. 

 The woman who is standing over 

   there is my mother. 

 Stevie wrote songs which touched 

   people around the world. 

 Stevie wrote songs that touched 

   people around the world. 
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 LESSON 単元  ねらい  文法事項・表現  主な表現  小学校の関連学習内容 

 Hi, Friends Lesson  単元名 主な表現 

 Talking Time 

 On the phone 

 ●電話をした相手が不在のときの場面 

  で、特有の表現を用い会話することが 

  できる。 

 電話の表現  Can I take a message? 

 Could you tell him to call me? 

 I'll call again later. 

   

 LESSON 6 

 Interesting 

 Languages 

 ●関係代名詞（目的格）や接触節を用い 

  て表現したり，相手に尋ねたり，適切 

  に応答することができる 

 ●関係代名詞（目的格）や接触節を用い 

  た文を正しく聞き取る／読み取ること 

  ができる 

 関係代名詞 

 （目的格のwhich) 

 

 

 (that） 
 

 

 

 接触節（関係代名詞の 

 省略） 

 These are some pictures which I 

  took in the park. 

 The cake which your uncle made 

  is delicious. 

 The people that we met yesterday 

  were very kind to us. 

 The movie that I saw last week 

  was very interesting. 

 The people we met yesterday were 

  very kind to us. 

 The movie I saw last week was 

  very interesting. 

   

   Chapter 3 

    Project 
  大切な人に 

 ついて書いて 

    みよう 

 ●自分が取り上げた人物について，つな 

  がりを考えながら文章を書き、抑揚な 

  どをつけて発表することができる 

     

 LESSON 7 

 The Diary of 
 Anne Frank 

 ●S+V+O（間接疑問文）を用いて表現 

  したり，相手に尋ねたり，適切に応答 

  することができる 

 ●S+V+O（間接疑問文）を用いた文を 

  正しく聞き取る／読み取ることができる 

 S＋V＋O（whatなど 

 で始まる節） 
 間接疑問文 

 I know why Taku didn't come.    

 Talking Time 

 Asking the Way 

 ●道案内の場面特有の表現を用 

 いて会話をすることができる 

 道案内の表現  Could you tell me how to get to 

  the City Museum? 

 Take the train from ～. 

   

 Chapter 4 

 Project 
 自分の考えを 

 言おう 

 ●１つのテーマに対し，グループで活 

   発に意見交換をしながら，適切な表現 

  を選択して自分の意見を伝えることが 

  できる 

 ●賛成／反対の表現など，場面や状況 

  に応じた表現を理解する 

 意見を言う 

  賛成、反対を示す表 

 現 

    

 Reading 

 Fly Away 

 Home 

 ●550語程度の物語を読んで，概要を 

  把握する 

 ●わからない部分があっても，前後の文 

  から推測しながら理解しようとする 

     

 Book 3 

 Project 
 わたしの人生 

 ●様々な時制を使って、自分の事につ 

  いて相当量の英文を書いてまとめる 

 過去形、現在形、 

 未来形 
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