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山梨市版 小学校英語科学習指導要領 
 

Ⅰ めざす児童像 
「進んで英語を使ってコミュニケーションができる児童」 
Ⅱ 背景・基本的な考え方  
山梨市では，平成１５年度より，小学校英語活動をスタートさせた。平成 18年度から２年間は 「小

学校英語活動地域サポート事業」に続き，平成２１年度に岩手小学校が文部科学省から教育課程特例校

の指定を受けた。平成２６年度からは市内全小学校において英語特区の指定を受けながら，小学校英語

活動・英語科の実践を，段階を踏みながら市全体へ広げ，実践してきた経緯がある。英語推進委員会と

しては，全学年の共通指導案の作成・見直し等を進めながら，より充実した英語科教育を各校で行うこ

とができるように努めてきた。 

令和２年度から，全国の５，６年生において外国語科の授業が正式に始まった。従来の小学校外

国語活動は，音声や基本的な表現に慣れ親しむのが目標で，英語が使えるようになるまでは求めら

れてはいなかったが，英語科教育では英語に慣れ親しむことをベースに４技能ごとに資質や能力の

育成が求められている。扱う語彙数も増え，小学校では６００～７００語，中学校では１６００～

１８００語程度になった。さらに，中学校では「授業は英語で行うことを基本とする」こと，高等

学校では「幅広い話題について発表･討論･交渉などを行う能力を高める」ことが求められ，「英語

を使って何が出来るようになるか」という観点から，小，中，高等学校を通じて一貫した５つの領

域別，「聞くこと」「読むこと」「書くこと」そして，「やりとり」と「発表」の２つの「話すこと」

の目標が設定されている。これらの新たな目標を達成するためには，従来に比べると明らかに学び

の質はより高くなり，学びの量は必然的に増加せざるを得ない状況である。 

本市においても，学習指導要領や指導計画，指導案等の見直しや授業法の更なる改善・工夫を行

うとともに，令和３年度より新学習指導要領に基づきレベルアップされて実践される中学校の英語

科教育との連携を十分に意識した新時代の小学校英語科教育の推進が重要課題となっている。 

市内の小学校で６年間英語の学習を受けてきた中学生の実態として，中学校の英語科教諭より

次のような成果と課題があげられた。 

【成果として】 

〇４技能５領域のうち，特に「聞くこと」の能力の向上が顕著に感じられる。単語だけでなく，

文も音声として理解し，再生できる。また，教師やALTによるクラスルームイングリッシュを

聞き取り，指示を理解し適切に活動できる。 

〇ジングルを繰り返し行ってきたことにより，文字と音声の関係について何となくではあるが

理解し，初見の文字や文でもそれらしく読める生徒が増えた。 

〇高学年の授業において，発表などの活動が繰り返し行われているので，人前で英語を話すこ
とに対する情意的な抵抗感が昔の生徒に比べると少ない。また，「聞き手に伝える意識」を

もつことも指導されてきているので，聞き手を巻き込むなどの工夫を行いながらプレゼンテ

ーションを行う技能が高まっている。 

【課題として】 

△英語の学習に対して，入学時点ですでに「難しい」という意識や消極的な気持ちを抱いてい

る生徒の割合が徐々に増えてきている。 
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△中学校では，「書くこと」や「読むこと」が１年生の初期段階から始まるが，特に文字や文

の読み書きに関して不安や苦手意識を感じている生徒も多い。この点については，特に個人
差が顕著にみられる。 

 

これらの課題への対策としては，第一に成就感や達成感が得られる授業づくりに努めること
が挙げられる。第二に，読み書きの課題解決に向け小学校段階でのアルファベットの習得率の

向上に努めることが挙げられる。第三に，文字や文を「読むこと」「書くこと」についての指

導を高学年（特に６学年）において計画的に行うこと等が挙げられる。 

令和２年度からの３年間は，これまでの英語科特区として積み上げてきた成果を生かしなが

ら，学習意欲の改善・向上とコミュニケーション力の向上を目指すとともに，中学校への円滑

な接続を考慮しながら，山梨市の学習指導要領（文科省学習指導要領をもとにした）に基づい
て各学年の発達段階に応じた指導を展開していく。 

コミュニケーションの活動を充実させるために，低学年では年間１５時間，中学年では４５

時間，高学年では８０時間の授業を実施する予定である。教科書を使いながら，さらにやりと
りの力を向上させるために必要な指導を繰り返し行い，一つ一つの活動にじっくり取り組む時

間を確保していく。 

評価については，低学年は３観点を記述評価で，中・高学年は数値評価を行う。評価方法に
ついては毎年見直し，改善を図っていく。 

授業については，児童がより生き生きと活動できるように児童を理解，把握しやすい学級担

任が主体となって授業を進める。また，学級担任に加え，ＡＬＴ・ＪＴＥ・専科教諭も連携し
ながら打ち合わせを行い，児童の実態に合わせた授業を考え実践していく。専科教諭は，授業

のサポートや必要に応じて師範授業をする中で学級担任の授業力向上を支援する立場を担う。

学年の発達に応じた指導・評価を実践し改善を加えつつ「進んで英語を使ったコミュニケーシ
ョンのできる児童（目指す子ども像）」の育成を目指し，山梨市の英語教育を展開していきた

い。 
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Ⅲ 山梨市英語科目標 
※英語によるコミュニケーションにおける見方・考え方 

英語で表現し伝え合うため，英語やその背景にある文化を，社会や世界，他者との関わりに着目して捉え，

コミュニケーションを行う目的や場面，状況等に応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，再構築す

ること。 

１・２年 

英語にふれる時期 

３・４年 

英語になれる時期 

５・６年 

英語を使う時期 
中学校（参考） 

英語によるコミュニケ

ーションにおける見方・

考え方を働かせ，英語に

よる聞くこと，話すこと

の言語活動を通して，コ

ミュニケーションを図

る素地となる資質・能力

を次のとおり育成する

ことを目指す。 

英語によるコミュニケーシ

ョンにおける見方・考え方を

働かせ，英語による聞くこ

と，読むこと，話すこと，書

くことの言語活動を通して，

コミュニケーションを図る

基礎となる資質・能力を次の

とおり育成することを目指

す。 

英語によるコミュニケーションにお

ける見方・考え方を働かせ，英語に

よる聞くこと，読むこと， 

話すこと，書くことの言語活動を通

して，コミュニケーションを図る基

礎となる資質・能力を次のとおり育

成することを目指す。 

 

外国語によるコミュニケーシ

ョンにおける見方・考え方を働

かせ，英語による聞くこと，読

むこと，話すこと，書くことの

言語活動を通して，簡単な情報

や考えなどを理解したり表現

したり伝え合ったりするコミ

ュニケーションを図る資質・能

力を次のとおり育成すること

を目指す。 

(1)英語を通して，言語や文

化について体験的に触

れ，日本語と英語との音

声の違い等に気付くとと

もに，外国語の音声や簡

単な表現に親しむように

する。  

 

 

(2)ごく身近で簡単な事柄に

ついて，英語で聞いたり

話したりして自分の考え

や気持ちを伝える力の素

地を養う。 

 

(3)英語を通して，言語やその

背景にある文化に興味をも

ち，相手に配慮しながら英

語を用いてコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を

養う。 

(1)英語を通して，言語や文化につ

いて体験的に理解を深め，日本

語と英語との音声の違い等に気

付くとともに，英語の音声や基

本的な表現，活字体の大文字・

小文字を書き写すことに慣れ親

しむ。 

 

(2)身近で簡単な事柄について，英

語で聞いたり話したりして自分

の考えや気持ちなどを伝え合う

基礎的な力を養う。 

 

 

(3)英語を通して，言語やその背景に

ある文化に対する理解を深め，相

手に配慮しながら，主体的に英語

を用いてコミュニケーションを図

ろうとする態度を養う。 

(1)英語の音声や文字，語彙，表現，文構

造，言語の働きなどについて，日本語と英

語との違いに気付き，これらの知識を理解

するとともに，読むこと，書くことに慣れ

親しみ，聞くこと，読むこと，話すこと，

書くことによる実際のコミュニケーション

において活用できる基礎的な技能を身に付

けるようにする。 

 

(2)コミュニケーションを行う目的や場面，

状況などに応じて，身近で簡単な事柄に

ついて，聞いたり話したりするととも

に，音声で十分に慣れ親しんだ英語の語

彙や基本的な表現を推測しながら読んだ

り，語順を意識しながら書いたりして，

自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと

ができる基礎的な力を養う。 

 

(3)英語の背景にある文化に対する理解を深

め，他者に配慮しながら，主体的に英語を

用いてコミュニケーションを図ろうとする

態度を養う。 

(１)外国語の音声や語彙，表現，文

法，言語の働きなどを理解するとと

もに，これらの知識を，聞くこと，

読むこと，話すこと，書くことによ

る実際のコミュニケーションにおい

て活用できる技能を身に付けるよう

にする。 

 

(２)コミュニケーションを行う目的や

場面，状況などに応じて，日常的

な話題や社会的な話題について，

外国語で簡単な情報や考えなどを

理解したり，これらを活用して表

現したり伝え合ったりすることが

できる力を養う。 

 

(３)外国語の背景にある文化に対する

理解を深め，聞き手，読み手，話し手，

書き手に配慮しながら，主体的に外

国語を用いてコミュニケーションを

図ろうとする態度を養う。 

英語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，英語による聞くこと，読むこ

と，話すこと，書くことの言語活動を通して，コミュニケーションを図る基礎となる資質・能

力を次のとおり育成することを目指す。 
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５つの領域別の目標 

 
第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 中学校（参考） 

聞
く
こ
と 

ア ゆっくりはっきりと話された

際に，自分のことや身の回りの

物を表す簡単な語句を聞き取る

ことができるようにする。 

 

イ ゆっくりはっきりと話された

際に，ごく身近で簡単な事柄に

関する基本的な表現の意味が分

かるようにする。 

ア ゆっくりはっきりと話されれ

ば，自分のことや身の回りの物

を表す簡単な語句を聞き取るこ

とができるようにする。 

 

イ ゆっくりはっきりと話されれ

ば，身近で簡単な事柄に関する

基本的な表現の意味が分かるよ

うにする。 

 

ウ 文字の読み方が発音されるの

を聞けば，どの文字であるかが

分かるようにする。 

ア ゆっくりはっきりと話されれ

ば，自分のことや身近で簡単な

事柄について，簡単な語句や基

本的な表現を聞き取ることがで

きるようにする。 

 

イ ゆっくりはっきりと話されれ

ば，日常生活に関する身近で勘

案な事柄について，具体的な情

報を聞き取ることができるよう

にする。 

 

ウ ゆっくりはっきりと話されれ

ば，日常生活に関する身近で簡

単な事柄について，短い話の概

要を捉えることができるように

する。 

ア はっきりと話されれば，日常的な話題について，必要

な情報を聞き取ることができるようにする。 

 

イ はっきりと話されれば，日常的な話題について，話の

概要を捉えることができるようにする。 

 

ウ はっきりと話されれば，社会的な話題について，短い

説明の要点を捉えることができるようにする。 

読
む
こ
と 

 ア 活字体で書かれた大文字・小

文字を識別し、読むことができ

るようにする。（３年生：大文字 

４年生：小文字） 

 

ア 活字体で書かれた文字を識別

し，その読み方を発音すること

ができるようにする。 

 

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡

単な語句や基本的な表現の意味

が分かるようにする。 

ア 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれたも

のから必要な情報を読み取ることができるようにする。 

 

イ 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短

い文章の概要を捉えることができるようにする。 

 

ウ 社会的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短

い文章の要点を捉えることができるようにする。 

話
す
こ
と 
（
や
り
取
り
） 

ア 単語等簡単な語句や表現を用

いて，挨拶，感謝をしたり，そ

れらに応じたりすることができ

るようにする。 

 

イ 自分のことやごく身近なこと

について，動作を交えながら，自

分の考えや気持ちなどを，単語

等簡単な語句や表現を用いて伝

えることができるようにする。 

 

ウ サポートを受けて，自分や相

手のことについて，単語等簡単

な語句や表現を用いて質問した

り質問に答えたりすることがで

きるようにする。 

ア 基本的な表現を用いて挨拶，

感謝，簡単な指示をしたり，それ

らに応じたりすることができる

ようにする。 

 

イ 自分のことや身の回りの物に

ついて，動作を交えながら，自分

の考えや気持ちなどを，簡単な

語句や基本的な表現を用いて伝

え合うことができるようにす

る。 

 

ウ サポートを受けて，自分や相

手のこと及び身の回りの物に関

する事柄について，簡単な語句

や基本的な表現を用いて質問を

したり質問に答えたりすること

ができるようにする。 

ア 基本的な表現を用いて指示，

依頼をしたり，それらに応じた

りすることができるようにす

る。 

 

イ 日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，自分の考えや

気持ちなどを，簡単な語句や基

本的な表現を用いて伝え合うこ

とができるようにする。 

 

ウ 自分や相手のこと及び身の回

りの物に関する事柄について，

簡単な語句や基本的な表現を用

いてその場で質問をしたり質問

に答えたりして，伝え合うこと

ができるようにする。 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や

文を用いて即興で伝え合うことができる

ようにする。 

 

イ 日常系な話題について，事実や自分の考

え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文

を用いて伝えたり，相手からの質問に答え

たりすることができようにする。 

 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだ

りしたことについて，考えたことや感じた

こと，その理由などを，簡単な語句や文を

用いて述べ合うことができるようにする。 
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話
す
こ
と
（
発
表
） 

 ア 身の回りの物について，人前

で実物などを見せながら，簡単

な語句や基本的な表現を用いて

話すことができるようにする。 

 

イ 自分のことについて，人前で

実物などを見せながら，簡単な

語句や基本的な表現を用いて話

すことができるようにする。 

 

ウ 日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，人前で実物な

どを見せながら，自分の考えや

気持ちなどを，簡単な語句や基

本的な表現を用いて話すことが

できるようにする。 

ア 日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，簡単な語句や

基本的な表現を用いて話すこと

ができるようにする。 

 

 

イ 自分のことについて，伝えよ

うとする内容を整理した上で，

簡単な語句や基本的な表現を用

いて話すことができるようにす

る。 

 

ウ 身近で簡単な事柄について，

伝えようとする内容を整理した

上で，自分の考えや気持ちなど

を，簡単な語句や基本的な表現

を用いて話すことができるよう

にする。 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や

文を用いて即興で話すことができるよう

にする。 

 

 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考

え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文

を用いてまとまりのある内容を話すこと

ができるようにする。 

 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだ

りしたことについて，考えたことや感じた

こと，その理由などを，簡単な語句や文を

用いて話すことができるようにする。 

書
く
こ
と 

 ア 大文字・小文字を活字体で書

き写すことができるようにす

る。（３年生：大文字 ４年生：

小文字） 

 

ア 大文字，小文字を活字体で書

くことができるようにする。ま

た，語順を意識しながら音声で

十分に慣れ親しんだ簡単な語句

や基本的な表現を書き写すこと

ができるようにする。 

 

イ 自分のことや身近で簡単な事

柄について，例文を参考に，音声

で十分に慣れ親しんだ簡単な語

句や基本的な表現を用いて書く

ことができるようにする。 

ア 関心のある事柄について，簡単な語句や

文を用いて正確に書くことができるよう

にする。 

 

イ 日常的な話題について，事実や自分の考

え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文

を用いてまとまりのある文章を書くこと

ができるようにする。 

 

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだ

りしたことについて，考えたことや感じた

こと，その理由などを，簡単な語句や文を

用いて書くことができるようにする。      
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Ⅳ 内容 
 １・２年 ３・４年 ５・６年 

知

識

及

び

技

能 

（１）英語の特徴等に関する事項 （１）英語の特徴やきまりに関する事項 

実際に英語を用いた言語活動を通して，次の事項を体験的に身に付けることができ

るよう指導する。 

 

実際に英語を用いた言語活動を通して，次に示す言語材料のうち，１に示す五つ

の領域別の目標を達成するのにふさわしいものについて理解するとともに，言語

材料と言語活動とを効果的に関連付け，実際のコミュニケーションにおいて活用

できる技能を身に付けることができるよう指導する。 

ア 言語を用いてコミュニケーショ

ンを図ることの楽しさや大切さを知

ること。 

 

 

 

 

イ 日本と外国の言語や文化につ

いて理解すること。 

（ア） 英語の音声やリズムなどに

慣れ親しむとともに，言葉の面白さ

や豊かさに気付くこと。 

（イ）外国の生活や習慣、行事など

に降れ、語となや文化の違いやよ

さなどを感じ取ること。  

（ウ） 異なる文化をもつ人々との

交流などを体験し，文化等に対す

る理解を深めること。 

 

ア 言語を用いて主体的にコミュニケーション

を図ることの楽しさや大切さを知ること。 

 

 

 

 

 

イ 日本と外国の言語や文化について理解す

ること。 

（ア） 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむ

とともに，日本語との違いを知り，言葉の面白

さや豊かさに気付くこと。 

（イ） 日本と外国との生活や習慣，行事など

の違いを知り，多様な考え方があることに気

付くこと。 

（ウ） 異なる文化をもつ人々との交流などを

体験し，文化等に対する理解を深めること。 

ア 音声 

次に示す事項のうち基本的な語や句，文について取り扱うこと。 

（ア） 現代の標準的な発音 

（イ） 語と語の連結による音の変化 

（ウ） 語や句，文における基本的な強勢 

（エ） 文における基本的なイントネーション 

（オ） 文における基本的な区切り 

イ 文字及び符号 

（ア） 活字体の大文字，小文字 

（イ） 終止符や疑問符，コンマなどの基本的な符号 

ウ 語，連語及び慣用表現 

（ア）１に示す五つの領域別の目標を達成するために必要となる，第３学年及び

第４学年において取り扱った語を含む 600～700 語程度の語 

（イ） 連語のうち，get up，look at などの活用頻度の高い基本的なもの 

（ウ） 慣用表現のうち，excuse me，I see，I'm sorry，thank you，you're 

welcome などの活用頻度の高い基本的なもの 

エ 文及び文構造 

次に示す事項について，日本語と英語の語順の違い等に気付かせるとともに，基

本的な表として，意味のある文脈でのコミュニケーションの中で繰り返し触れるこ

とを通して活用すること。 

（ア）文   

a 単文    

b 肯定，否定の平叙文    

c 肯定，否定の命令文 

d  疑問文のうち，be 動詞で始まるものや助動詞（can，do など）で始まるも

の，疑問詞（who，what，when，where，why，how）で始まるもの 

e  代名詞のうち，I，you，he，she などの基本的なものを含むもの 

f  動名詞や過去形のうち，活用頻度の高い基本的なものを含むもの 

 

（イ） 文構造 

a ［主語＋動詞］                                 

b ［主語＋動詞＋補語］のうち， 主語＋b 動詞＋｛名詞／代名詞／形容詞｝ 

c ［主語＋動詞＋目的語］のうち，主語＋動詞＋｛名詞／代名詞｝ 
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思 

考 

力 

・ 

表 

現 

力 

・ 

判 

断 

力 

等             

（２） 情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，伝え合ったりすることに関する事項 

具体的な課題等を設定し，コミュニ

ケーションを行う目的や場面，状況

などに応じて，考えを表現すること

を通して，次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。 

具体的な課題等を設定し，コミュニケーション

を行う目的や場面，状況などに応じて，情報

や考えなどを表現することを通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する 

具体的な課題等を設定し，コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じ

て，情報を整理しながら考えなどを形成し，これらを表現することを通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

 

ア 自分のことや身近で簡単な事

柄について，単語等簡単な語句や

表現を使って，伝えること。 

イ 身近で簡単な事柄について，自

分の考えや気持ちなどが伝わるよ

う，質問をしたり質問に答えたりす

ること。 

ア 自分のことや身近で簡単な事柄につい

て，簡単な語句や基本的な表現を使って，相

手に配慮しながら，伝え合うこと。 

イ 身近で簡単な事柄について，自分の考え

や気持ちなどが伝わるよう，工夫して質問を

したり質問に答えたりすること。 

ア 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で，簡単な語

句や基本的な表現を用いて，自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと。 

 

イ 身近で簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本

的な表現を推測しながら読んだり，語順を意識しながら書いたりすること。 

（３） 言語活動及び言語の働きに関する事項 

① 言語活動に関する事項 

（２）に示す事項については，（１）に示す事項を活用して，例えば，次のような言語活動を通して指導する。 

ア 聞くこと 

（ア）身近で簡単な事柄に関する

短い文を聞いておおよその内容を

分かったりする活動。 

 

 

 

（ア）身近で簡単な事柄に関する短い話を聞

いておおよその内容を分かったりする活動。 

（イ）身近な人や身の回りの物に関する簡単

な語句や基本的な表現を聞いて，それらを表

すイラストや写真などと結び付ける活動。 

（ウ）文字の読み方が発音されるのを聞い

て，活字体で書かれた文字と結び付ける活

動。 

（ア）自分のことや学校生活など，身近で簡単な事柄について，簡単な語句や基

本的な表現を聞いて，それらを表すイラストや写真などと結び付ける活動 

（イ）日付や時刻，値段などを表す表現など，日常生活に関する身近で簡単な事

柄について，具体的な情報を聞き取る活動。 

 

（ウ） 友達や家族，学校生活など，身近で簡単な事柄について，簡単な語句や

基本的な表現で話される短い会話や説明を，イラストや写真などを参考にしなが

ら聞いて，必要な情報を得る活動。 

 

 イ 読むこと 

（ア） 活字体で書かれた文字を見て，どの文

字であるかやその文字が大文字であるか小

文字であるかを識別する活動。 

（イ） 活字体で書かれた文字を見て，その読

み方を適切に発音する活動。 

（ア） 活字体で書かれた文字を見て，どの文字であるかやその文字が大文字で

あるか小文字であるかを識別する活動。 

（イ） 活字体で書かれた文字を見て，その読み方を適切に発音する活動。 

（ウ） 日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲示やパンフレットなど

から，自分が必要とする情報を得る活動。 

（エ） 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を，絵本などの中

から識別する活動。 

イ 話すこと［やり取り］ ウ 話すこと［やり取り］ 

 

 

（ア）教師や友達と簡単な挨拶や

感謝を交わす活動。 

（イ）自分のことや身の回りの物に

ついて，動作を交えながら、好みな

どの自分の考えや気持ちなどを伝

える活動。 

（ウ）自分や相手の好みなどにつ

いて，ごく簡単な質問をしたり質問

に答えたりする活動。 

（ア）知り合いと簡単な挨拶を交わしたり，感

謝や簡単な指示，依頼をして，それらに応じ

たりする活動。 

（イ）自分のことや身の回りの物について，動

作を交えながら，好みや要求などの自分の考

えや気持ちなどを伝え合う活動。 

（ウ）自分や相手の好み及び欲しい物などに

ついて，簡単な質問をしたり質問に答えたり

する活動。 

（ア） 初対面の人や知り合いと挨拶を交わしたり，相手に指示や依頼をして，そ

れらに応じたり断ったりする活動。 

（イ） 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ちなど

を伝えたり，簡単な質問をしたり質問に答えたりして伝え合う活動。 

（ウ） 自分に関する簡単な質問に対してその場で答えたり，相手に関する簡単な

質問をその場でしたりして，短い会話をする活動。 
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 エ 話すこと［発表］ 

（ア）身の回りの物の数や形状などについ

て，人前で実物やイラスト，写真などを見せな

がら話す活動。 

（イ）自分の好き嫌いや，欲しい物などについ

て，人前で実物やイラスト，写真などを見せな

がら話す活動。 

（ウ）時刻や曜日，場所など，日常生活に関

する身近で簡単な事柄について，人前で実

物やイラスト，写真などを見せながら，自分の

考えや気持ちなどを話す活動。 

（ア） 時刻や日時，場所など，日常生活に関する身近で簡単な事柄を話す活

動。 

（イ） 簡単な語句や基本的な表現を用いて，自分の趣味や得意なことなどを含

めた自己紹介をする活動。 

（ウ） 簡単な語句や基本的な表現を用いて，学校生活や地域に関することなど，

身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ちなどを話す活動。 

 オ 書くこと 

（ア）活字体の大文字、小文字を手本を見な

がら書き写す活動 

（ア） 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体の大文字，小文字を書く

活動 

（イ） 相手に伝えるなどの目的をもって，身近で簡単な事柄について，音声で十

分に慣れ親しんだ簡単な語句を書き写す活動。 

（ウ） 相手に伝えるなどの目的をもって，語と語の区切りに注意して，身近で簡

単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ基本的な表現を書き写す活動。 

（エ） 相手に伝えるなどの目的をもって，名前や年齢，趣味，好き嫌いなど，自分

に関する簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的

な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動。 

② 言語の働きに関する事項 

言語活動を行うに当たり，主として次に示すような言語の使用場面や言語の働きを取り上げるようにする。  

ア 言語の使用場面の例 

（ア） 児童の身近な暮らしに関わる場面 

・身近な行事・自分自身のこと など ・家庭での生活・学校での学習や活動・地域

の行事・子供の遊び など 

・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動・ 地域の行事 など 

 

（イ） 特有の表現がよく使われる場面 

・挨拶・自己紹介・好み・数や色など ・挨拶・自己紹介・買物・食事・道案内など ・ 挨拶 ・ 自己紹介 ・ 買物・ 食事 ・ 道案内 ・ 旅行 など 

イ 言語の働きの例 

（ア） コミュニケーションを円滑にする 

・挨拶をする・相づちを打つなど 

（イ） 気持ちを伝える 

・礼を言う など 

（ウ） 事実・情報を伝える 

・答えるなど 

（エ） 考えや意図を伝える 

・気持ちを言う など 

（オ） 相手の行動を促す 

・質問する・依頼するなど 

（ア） コミュニケーションを円滑にする 

・挨拶をする・相づちを打つなど 

（イ） 気持ちを伝える 

・礼を言う・褒めるなど 

（ウ） 事実・情報を伝える 

・説明する・答えるなど 

（エ） 考えや意図を伝える 

・申し出る・意見を言うなど 

（オ） 相手の行動を促す 

・質問する・依頼する・命令するなど 

（ア） コミュニケーションを円滑にする 

・ 挨拶をする ・ 呼び掛ける ・ 相づちを打つ・ 聞き直す ・ 繰り返す など 

（イ） 気持ちを伝える 

・ 礼を言う ・ 褒める ・ 謝る など 

（ウ） 事実・情報を伝える 

・ 説明する ・ 報告する ・ 発表する など 

（エ） 考えや意図を伝える 

・ 申し出る ・ 意見を言う ・ 賛成する・ 承諾する ・ 断る など 

（オ） 相手の行動を促す 

・ 質問する ・ 依頼する ・ 命令する など 

 

 



月 時

4

7

10

11

1

合計

　2022年度　英語科年間指導計画　各学年単元一覧表 

1年 2年

1

Unit1 えいごであいさつしよう
①【名前】
Hello.

My name is～.　Nice to meet you.

3

Unit1 気分はどう?
Hello. My name is～. Nice to meet you (, too).
How are you? I'm

[good/OK/sad/happy/great/hungry/tired/

cold/sleepy/hot].

1

5
2

②【気分】
How are you?

I'm [good/OK/sad/happy/great/

hungry/tired/cold].

Unit2わたしたちのお話を作ろう
〔“The Very Hungry Caterpillar”の本を使用〕

①【お菓子】
What sweet do you like?

I like [chocolate/cake/ice cream/candy/

cookies/pudding/donuts].

②【野菜】
What vegetable do you like?

I like [tomatoes/potatoes/carrots/onions/

pumpkins/eggplants/corn/lettuce].

5

3

4

Unit2 いくつ？
one, two, three, ～ten
※How old are you?
I'm [6/7].

2

6

5

6

Unit3 えいごのうたをたのしもう
[“Tiny Boppers”の本を使用]
run, jump, swing, fly, roll, stand,

march, fall, hop, sleep 2
8

7

Unit3 形で自分だけのベアを作ろう
[“A Teddy Bear”の本を使用］

①【顔・体の部分】
head, mouth, eye, nose, ear, arm, leg

②【形】
～, please.
triangle, square, heart, star, circle

6

9

8

Unit4 フルーツバスケットをつくろう
[“A Beautiful Butterfly”の本を使用]

①【色】
What color do you like?

I like

[red/blue/yellow/green/white/black/

gold/brown/purple/pink/orange].

②【果物】
What fruit do you like?

I like [apples/oranges/bananas/lemons

/watermelons/strawberries/pineapples/

grapes/peaches].

4

9

10

11

12
12

Unit5 クリスマスをたのしもう
Merry Christmas, Christmas card,

Christmas tree, cookie, milk, present,

reindeer, Santa Claus, stocking

1

13

Unit6 すきなどうぶつは？
What animal do you like?

I like [dogs/cats/rabbits/lions/bears/

hamsters/birds/elephants/pandas].

2

15 15

Unit４ お話を楽しもう
〔“The Enormous Turniｐ”のE-BOOKを使用〕
物語に出てくる登場人物（dog, cat, mouse,
farmer, wife）
形容詞（big, small, strong, weak, clever, easy）
動物の鳴き声(squeak, meow, woof）
※物語に出てくる語彙

What's this?/ Come and help. / I got a seed. /

It’s ～./ Is it ～?/Sure. / We did it! /
I’ll try. / OK./ No problem. 等、物語に出てくる
表現

3

1

2

14

3
15

Unit7 自分のことを伝えよう
Hello. My name is～.
I'm ［6/7]. I like～.



月 時 時

合計
※色付きの時間は、山梨市オリジナルプラン

45
45

43 43
44 44

Unit9 Who are you?
きみはだれ？
Are you (a dog)?
Yes, I am. / No, I’m not.
Who are you?
I’m (a dog).
Who am I?
Hint, please.

Unit9 This is my day.
ぼく・わたしの一日
I wake up (at 6:00).
I have breakfast (at 7:00).
I go to school.
I go home.

1Review 1年のまとめ1Review 1年のまとめ45

39

40
41

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19
20
21
22
23

34

12
13
14
15
16
17
18

24
25
26

27

28

29

30
31
32

4

12

2

3

7

11

1

10

8
9

6

5

3年 Let's Try! 1 4年 Let's Try! 2

2

3

6

5

1 Unit1 Hello!
あいさつをして友達になろう
Hello. Hi. I’m (Hinata).
Goodbye.　See you.

3

Unit1 Hello, world!
世界のいろいろなことばであいさつをしよう
Hello.Good[morning/afternoon/night].
I　like　(strawberries).　Goodbye.　See you.

3

4 Unit2 How are you?
ごきげんいかが？
How are you? I’m (happy）. 3

Unit2 Let’s play cards.
好きな遊びを伝えよう
How’s the weather?
It’s [sunny / rainy / cloudy /snowy]. Let’s
(play cards).Yes, let’s. Sorry.
Stand up. Sit down. Stop. Walk. Jump. Run. Turn
around.

5

7 Unit3 How many?
数えてあそぼう
How many (apples)?
（Ten） (apples).
Yes.
That’s right.
No.　Sorry.

5

8

9

11
10 10

5

14

16

Unit3 I like Mondays.
好きな曜日は何かな？
What day is it? It’s (Monday).
Do you like (Mondays)? Yes, I do. / No, I don’t.
I like (Mondays).

4

12 Unit4 I like blue.
すきなものをつたえよう
I like (blue).
Do you like (blue)?
Yes, I do. / No, I don’t.
I don’t like (blue).

5

13

15

17 Unit5 What do you like?
何がすき？
What do you like?
I like (tennis).
What (sport) do you like?
I like (soccer).

5

18 Unit5 Do you have a pen?
おすすめの文ぼう具セットをつくろう
Do you have (a pen)?
Yes, I do. / No, I don’t.
I [have / don’t have] (a pen).
This is for you.

19

22 Unit6 ALPHABET
アルファベットとなかよし
(The"A"card), please.
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.

Unit4 What time is it?
今、何時？
What time is it?
It’s (8:30).
It’s ("Homework Time").
How about you?

21

23 Unit6 Alphabet
アルファベットで文字遊びをしよう
Look. What’s this?
Hint, please. That’s right.
How many letters? I have (six).
 Do you have (a "b")?
Yes, I do. / No, I don’t. Sorry. Try again.

5

11

Unit8 This is my favorite place.
お気に入りの場所をしょうかいしよう
Go straight. Turn [right / left].
Stop. This is (the music room).
This is my favorite place. Why?
I like (music).

5

38

37

30

32

33

28 Unit7 What do you want?
ほしいものは何かな？
What do you want?
I want (potatoes), please.
How many?
(Two), please.
Here you are.
Thank you.

38

35

36
37

33

31

　2022年度　英語科年間指導計画　各学年単元一覧表

41

42

45

39

6 6

40

34
35

36

20

26
25 5

24

27 Unit7 This is for you.
カードをおくろう
What do you want?
(A star), please.
Here you are.
This is for you.
Thank you.
You’re welcome.

6

5

6

29

Unit8 What’s this?
これなあに？
What’s this?
Hint, please.
It’s (a fruit).
It’s (green).
It’s (a melon).
That’s right.
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月 時 時
1 1
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11 11

12 12
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26 Review　世界の友達１ 1 26 Review　世界の友達1 1
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60 Review　世界の友達２ 1 60 Review 世界の友達２ 1
61 61
62 62
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75 75
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77 77
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3 79 Review 世界の友達３ 1 79 Review 世界の友達3 1
80 Free　* 1 80 Free * 1

合計

         ※色付きの時間は、山梨市オリジナルプラン

1

2

12

11

Unit9 My hero is my brother.

My hero is～.
He [She] is  (職業など）.
He [She] is （性格など）. 9

Unit9 Junior High School Life

I want to join [study]～.
これまで学習した表現

9

80 80

8

Unit8 Where is the gym?

It's [on/in/under/by]～.
Where is～?
Go straight for～block(s).
Turn right [left].

9

Unit8 What do you want to be?

What do you want to be?

I want to be～.
Why?　I like [want to/can]～など 9

5

6

7

8

9

10

9

Unit 6 I want to go to Italy.

In ～, you can see[visit/eat/drink/buy]～.
Where do you want to go?

I want to go to～.
Why? I want to～.

9

Unit6 This is my town.

We have [don't have] ～.
We can see [eat/enjoy}～.
It's～.

9

7

Unit5 He can run fast.

She can do kendama .

Can you～? Yes, I can./No, I can't.
He [She] can/can't～.

Unit5 He is famous. She is great.

I like [have/play/want]～〈語順〉.
Who is this? He [She] is～.7

Unit4 What time do you get up?

Do you take out the gabage?

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

I usually [always/sometimes/never]～.
What time do you～?
I usually～at～.

9

Unit4 My  Summer Vacation

I went to [ate/saw/enjoyed]～.
How was it?

It was～.

　2022年度　英語科年間指導計画　各学年単元一覧表

Let's start 2 Let's start 24

5年 Here We Go! 5 6年 Here We Go! 6

         *この時間については、各学校の実態に応じて単元を補う、学期・学年のまとめをするなどの内容で実施する。
　         実施時期は自由に設定可能。（市統一の指導案はなし）

Unit1 Hello,everyone.

My name is～.
How do you spell it?

What sport do you like? I like～.
7

Unit1 This is me.

Where are you from?

I'm from～.
I'm good at～.

7

Unit2 When is your birthday?

When is your birthday?

My birthday is～.
What do you want for your birthday?

I want～.

7
9

Unit3 What do you have on Monday?

What subjects do you like? I like～.
What do you have on～.
I have～. 9

Unit2 Welcome to Japan.

In spring [summer/fall/winter],

 we have～.
Welcome to～.　You can enjoy [see/eat]～.

Unit3 What do you want to watch?

Do you want to watch～?
Yes, I do./No,I don't.

What do you want to watch?

 I want to watch～.

7

Unit7 What would you like?

What would you like? I'd like～.
How much is it? It's ～yen. 8

Unit7 My Best Memory

What's your best memory?

My best memory is～.
We went to [ate/saw/enjoyed/played/sang]～.



聞くこと 読むこと 話すこと（やり取り） 話すこと（発表） 書くこと
聞くこ
と

話す
こと
[やり
取り]

話す
こと
[発
表]

新３ 1

Hello!
あいさつをして友達

になろう

3

Hello.
Hi.
I’m (Hinata).
Goodbye.
See you.
※この単元でHow are
you?
I’m (happy).の表現を扱
う。

挨拶 (hello, hi, goodbye, see you), friends, I, am

※この単元で，how, are，気持ちを表す語（fine,
happy, good, sleepy, hungry, tired, sad, great）
を扱う。

ゆっくりはっきりと話された際に，自
分の好きな色や食べ物，自分の着て
いる服，持ち物などを表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

学級の友達，先生，ALT等に挨拶，
感謝を伝えたり，簡単な指示をした
り，それらに応じたりすることができ
る。

【知・技】世界には様々な言語があることに気付くとともに，挨拶
や名前の言い方が分かる。
【思・判・表】名前をいって挨拶ができる。
【学び】相手に伝わるよう工夫しながら，名前を言って挨拶を交
わそうとする。

※児童が初めて外国語に出合うことから，評価結果を記録しな
いが，目標に向けての指導は行う。

○ ○ ・映像資料を視聴し，世界には様々な言語があるこ
とを知る。
・名前を言って挨拶をする。

※この単元で，How are you?　I’m (happy).の表現
に出合うが，十分ここで慣れ親しむ時間がないた
め，この単元以降毎時間丁寧にこれらの表現に十
分慣れ親しむようにする。

―

新３ 2

How are you?
ごきげんいかが？

3

How are you?
I’m (happy).

how, are, 状態・気持ち (fine, happy, good,
sleepy, hungry, tired, sad, great)

ゆっくりはっきりと話された際に，自
分の好きな色や食べ物，自分の着て
いる服，持ち物などを表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

自分のことや身の回りのものについ
て，ジェスチャーや表情を交えなが
ら，自分の考えや気持ちなどを，簡単
な語句や基本的な表現を用いて伝え
合うことができる。

【知・技】表情やジェスチャーの大切さに気付き，感情や状態を
たずねたり答えたりする。
【思・判・表】表情やジェスチャーを工夫しながら挨拶ができる。
【学び】表情やジェスチャーを付けて相手見つたわるように工夫
しながら，挨拶をしようとする。

○ ○ ・映像資料を見て，ジェスチャーが意思の疎通で大
きな役割を果たすことや表す意味には違いがある
ことを知る。
・教室を自由に歩いて友達とジェスチャーを付けて
挨拶をする。

AB

新３ 3

How many?
数えてあそぼう

5

How many (apples)?
Ten (apples).
Yes.
That’s right.
No.
Sorry.

many, 数 (1-20), 身の回りの物 (marble, ball,
pencil, eraser, ruler, crayon), 果物・野菜(apple,
strawberry, tomato), 形 (circle, triangle, cross),
stroke, yes, no, sorry, that, is, right

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出

来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサポー
トを受けて，自分や相手のことや身の

回りの物(*)等について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて質問をした
り答えたりすることができる。

【知・技】日本と外国語の数の数え方の違いから，多様な考え方
があることに気付き，１から２０までの数の言い方や数の尋ね方
が分かる。
【思・判・表】数について尋ねたり答えたりして伝え合うことがで
きる。
【学び】相手に伝わるように工夫しながら，数を尋ねたり，答えた
りしようとする。

○ ○ ・どの国の数の数え方かを考えて□に番号を書く。
・同じ数のりんごを持っている友達を見つける。
・好きな漢字を紹介し合う

CD

EF

GH

IJ

新３ 4

I like blue.
すきなものをつたえ

よう

5

I like (blue).
Do you like (blue)?
Yes, I do. / No, I don’t.
I don’t like (blue).

what, like, do, don’t, 色 (red, blue, green,
yellow, pink, black, white, orange, purple,
brown), スポーツ (soccer, baseball, basketball,
dodgeball, swimming), 飲食物 (ice cream,
pudding, milk, orange juice), 果物・野菜 (onion,
green pepper, cucumber, carrot), rainbow
※What ~ do you want?の表現をここで扱う。

ゆっくりはっきりと話された際に自分
の好きな色や食べ物，自分の着てい

る服，持ち物など(*)を表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

自分のことや身の回りの物(*)につい
て，ジェスチャーや表情を交えなが
ら，自分の考えや気持ちなどを，簡単
な語句や基本的な表現を用いて伝え
合うことができる。

【知・技】多様な考え方があることや，音声やリズムについて外
来語を通して日本語と英語の違いに気付き，色の言い方や，好
みを表したり好きかどうかを尋ねたり答えたりする表現が分か
る。
【思・判・表】自分の好みを伝え合うことができる。
【学び】相手に伝わるように工夫しながら，自分の好みを紹介し
ようとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，世界の子供たちの描く虹の絵
を見て違いに気付く。
・友達の好き嫌いを予想してインタビューする。
・自分の好きなものを言って自己紹介をする。 KL

MN

OP

QR

新３ 5

What do you like?
何がすき？

5

What do you like?
I like (tennis).
What (sport) do you
like?
I like (soccer).

color, スポーツ (sport, volleyball, tabletennis),
飲食物 (food, hamburger, pizza, spaghetti,
steak, salad, cake, noodle, egg, rice ball, jam),
果物・野菜 (fruit, orange, grape, pineapple,
peach, melon, banana, kiwi fruit, lemon)

ゆっくりはっきりと話された際に自分
の好きな色や食べ物，自分の着てい

る服，持ち物など(*)を表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサポー
トを受けて，自分や相手のことや身の

回りの物(*)等について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて質問をした
り答えたりすることができる。

【知・技】日本語と英語の音声の違いに気付き，身の回りの物の
言い方や，何が好きかを尋ねたり答えたりする表現が分かる。
【思・判・表】何が好きかを尋ねたり答えたりして伝え合うことが
できる。
【学び】相手に伝わるように工夫しながら，何が好きかを尋ねた
り答えたりしようとする。

○ ○ ・誰が何を好きかを当てる。
・食べ物，色，スポーツなど，友達の好きなものを予
想して当てる。
・友達に何が好きかをインタビューしよう。

ST

UV

WX

YZ

新３ 6

ALPHABET
アルファベットとな

かよし

5

(Card ‘A’), please.
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.

大文字 (A-Z), card, alphabet, please, here,
thank, welcome, 数 (21-30, 0), book, drum, fish,
gorilla, hat, ink, jet, king, monkey, notebook,
pig, queen, rabbit, sun, tree, umbrella, violin,
watch, box, yacht

アルファベットの読み方が発音される
のを聞いた際に，どのアルファベット
であるかがわかる。

自分のこと（好き嫌いや欲しいものな
ど）について，実物，イラスト，写真な
どを見せながら，簡単な語句や基本
的な表現を用いて話すことができる。

【知・技】身の回りには活字体の文字で表されているものがある
ことに気付き，活字体の大文字とその読み方が分かる。
【思・判・表】自分の姓名の頭文字を伝え合うことができる。
【学び】相手に伝わるように工夫しながら，自分の姓名の頭文字
を伝えようとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，大文字の様々な表示を見て
何を表しているかを考える。
・児童用テキスト誌面から大文字を探す。
・自分の姓名の頭文字を伝え合う。 A-Zまで適宜復

習

新３ 7

This is for you.
カードをおくろう

6

What do you want?
(A star), please.
Here you are.
This is for you.
Thank you.
You’re welcome.

this, a, for, 気持ち・状態(big, small), 形 (square,
rectangle, heart, star, diamond), bus, flower,
動物 (dog, cat, panda, mouse, bear)

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出

来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサポー
トを受けて，自分や相手のことや身の

回りの物(*)等について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて質問をした
り答えたりすることができる。

【知・技】日本語と英語の音声の違いに気付き，形の言い方や，
欲しいものを尋ねたり答えたりする表現が分かる。
【思・判・表】欲しいものを尋ねたり答えたりして伝え合うことがで
きる。
【学び】相手に伝わるように工夫しながら，自分の作品を紹介し
ようとする。

○ ○ ・映像資料で世界の様々なカードについて知る。
・好きな形を集めて自分のオリジナルカードを作る。
・作成したカード紹介する表現や作品を贈る際の表
現を知る。
・自分の作品を紹介し合う。

A-Zまで適宜復
習

新３ 8

What's this?
これなあに？

6

What’s this?
Hint, please.
It’s (fruit).
It’s (green).
It’s (a melon).
That’s right.

it, hint, 動物 (elephant, tiger, owl, raccoon
dog), 昆虫 (dragonfly, grasshopper, spider,
moth), nest

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出

来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサポー
トを受けて，自分や相手のことや身の

回りの物(*)等について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて質問をした
り答えたりすることができる。

【知・技】外来語とそれが由来する英語の違いに気付き，身の回
りの物の言い方や，ある物が何かを尋ねたり答えたりする表現
が分かる。
【思・判・表】クイズを出したり答えたりし合うことができる。
【】相手に伝わるように工夫しながら，クイズを出したり答えたり
しようとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，ある物が何かを考えて答え
る。
・あるものについてのヒントを聞いて，それが何かを
考えて答える。
・あるものについてヒントを考え，クイズを出したり
答えたりする。

A-Zまで適宜復
習

新３ 9

Who are you?
～"In the Autumn
Forest"～
きみはだれ？

6

Are you (a dog)?
Yes, I am. / No, I’m not.
Who are you?
I’m (a dog).
Who am I?
Hint, please.

who, 動物 (cow, dragon, snake, horse, sheep,
chicken, wild boar), 気持ち・状態 (long, shiny,
scary, round, furry), 身体の部位 (head, eyes,
ears, nose, mouth, shoulders, knees, toes), not

ゆっくりはっきりと話された際に自分
の好きな色や食べ物，自分の着てい

る服，持ち物など(*)を表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

身の回りの物(*)について，実物，イラ
スト，写真などを見せながら，簡単な
語句や基本的な表現を用いて話すこ
とができる。

【知・技】日本語と英語の音声やリズムなどの違いに気付き，誰
かと尋ねたり答えたりする表現が分かる。
【思・判・表】絵本等の短い話を聞いて，おおよその内容が分か
る。
【】絵本などの短い話を反応しながら聞くとともに，相手に伝わる
ように台詞をまねて言おうとする。

○ ○ ・絵本の読み聞かせを聞いたり，絵本についての
質問に答えたりする。
・台詞を真似て言う。

A-Zまで適宜復
習

新３ まとめ まとめ 1

45

活字体の大文字を、
手本を見ながら４線上
に正しく書き写すこと
ができる。

活字体で書かれた大
文字を識別し、読むこ
とができる。

使
用
教
材

主な活動　　　　留意点 　※文科省より

　第３学年年間指導計画
(*)には，各学校の実態やねらいに応じて，以下のような内容を入れてください。
＊日常生活に関する身近な事柄：日々の生活の中でくり返す出来事。習慣的なことあるいはその中で用いたり，接したりするもの　ex.食べることや食べ物，衣類を着ることや衣類，遊ぶことや遊びの道具等
＊身近で簡単な事柄：よく知っている人や物  ex.学校の友達や教師，家族，身の回りの物や大切にしている物，学校や家庭での出来事や日常生活で起こること

中心技能

指導する
アルファベット

単
元

タイトル・題材
時
数

表現（児童の発話例） 語彙（児童が使う語彙例） 単元目標

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）



聞くこと 読むこと 話すこと（やり取り） 話すこと（発表） 書くこと
聞くこ
と

話すこ
と[やり
取り]

話すこ
と[発
表]

新４ 1

Hello, world!
世界のいろいろなことばで

あいさつをしよう

3

Hello.
Good [morning /
afternoon].
I like (strawberries).
Goodbye. See you.

morning, afternoon, night, world ゆっくりはっきりと話された際に自分
の好きな色や食べ物，自分の着てい
る服，持ち物などを表す簡単な語句
を聞き取ることができる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等に基本
的な表現を用いて，挨拶，感謝を伝
えたり，簡単な指示をしたり，それら
に応じたりすることができる。

【知・技】さまざまな挨拶の仕方があることに気付くとともに，
さまざまな挨拶の言い方が分かる。
【思・判・表】友達と挨拶をして，自分の好みなどを伝え合う
ことができる。
【学び】相手に配慮しながら，友達と挨拶をして，自分の好
みなどを伝え合う。

○ ○ ・映像資料を試聴し，世界の様々な挨拶の仕方を
知る。
・友だちと挨拶をし，友だちの好きなものを伝え合
う。

ab

cd

新４ 2

Let's play cards.
好きな遊びを伝えよう

5

Let’s (play cards).
Yes, let’s.   Sorry.
Stand up. /Sit down.
/Stop. /Walk. / Jump. /
Run. /Turn around.

動作 (stand, sit, stop, jump, turn, walk,
run, look, put, touch), up, down, on,
around, right, left, let’s, play, 身体の部
位 (hand, leg), 遊び (tag, jump rope,
bingo, game), outside, inside,
曜日（Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday）
※本単元で「曜日」を扱う。これ以降，

適宜曜日に触れ，曜日に十分慣れ親しま

せる。

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出

来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

自分のことや身の回りの物(*)につい
て，ジェスチャーや表情を交えなが
ら，自分の考えや気持ちなどを，簡
単な語句や基本的な表現を用いて
伝え合うことができる。

【知・技】世界と日本の遊びの共通点と相違点を通して，多
様な考え方があることに気付くとともに，さまざまな動作，遊
びや天気の言い方，遊びに誘う表現が分かる。
【思・判・表】好きな遊びについて尋ねたり答えたりして伝え
合うことができる。
【学び】相手に配慮しながら，友達を自分の好きな遊びに誘
おうとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，世界や日本各地の子供たち
の遊びについて知る。
・好きな遊びを尋ねたり答えたりする。
・自分の好きな遊びを言って，誘う。
◆学級活動の時間を使い，この単元で決めた遊
びを実際に行えると，子供たちにとってさらに意味
のある活動となる。

ef

gh

ij

a-j

新４ 3

I like Mondays.
好きな曜日は何かな？

4

What day is it?
It’s (Monday).
Do you like (Mondays)?
Yes, I do. / No, I don’t.
I like (Mondays).

day, 曜日 (Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday), 果物・野菜
(mushroom, watermelon), 飲食物 (soup,
pie, sandwich), fresh

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出

来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

自分のことや身の回りの物(*)につい
て，ジェスチャーや表情を交えなが
ら，自分の考えや気持ちなどを，簡
単な語句や基本的な表現を用いて
伝え合うことができる。

【知・技】世界の同世代の子供たちの生活を知るとともに，
曜日の言い方や曜日を尋ねたり答えたりする表現が分か
る。
【思・判・表】自分の好きな曜日について，尋ねたり答えたり
して伝え合うことができる。
【学び】相手に配慮しながら，自分の好きな曜日を伝え合お
うとする。

○ ○ ・１週間の予定や好きな曜日を伝え合う。
・世界の子どもたちの平日の放課後や週末の過ご
し方を知る。
・学級でしたい遊びについて紹介し合う。
・自分と同じ曜日が好きな人を見つける。

kl

mn

op

新４ 4

What time is it?
今，何時？

5

What time is it?
It’s (8:30).
It’s (homework time).
How about you?

time, 数字 (forty, fifth, sixty), a.m., p.m.,
about, 生活日課・時間 [wake up /
breakfast / study / lunch / time / dinner /
homework / bath / bed / dream] time

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出
来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサ
ポートを受けて，自分や相手のこと
や身の回りの物(*)等について，簡単
な語句や基本的な表現を用いて質
問をしたり答えたりすることができる。

【知・技】世界の国や地域によって時刻が異なることに気付
くとともに，時刻や日課の言い方や尋ね方が分かる。
【思・判・表】好きな時間について，尋ねたり答えたりして伝
え合うことができる。
【学び】相手に配慮しながら，自分の好きな時間について伝
え合おうとする。

○ ○ ・映像資料を試聴し，世界には時差があることを知
る。
・気に入っている時間とその理由を伝え合う。

qr

k-r

st

uv

新４ 5

Do you have a pen?
おすすめの文房具セットを

つくろう

5

Do you have (a pen)?
Yes, I do. / No, I don’t.
I [have / don’t have] (a
pen).
This is for you.

have, 身の回りの物  (glue stick, scissors,
pen, stapler, magnet, marker, pencil
sharpener, pencil case, desk, chair,
clock, calendar), 状態・気持ち (short)

ゆっくりはっきりと話された際に自分
の好きな色や食べ物，自分の着てい
る服，持ち物など(*)を表す簡単な語
句を聞き取ることができる。

学級の友達，先生，ＡＬＴ等のサ
ポートを受けて，自分や相手のこと
や身の回りの物(*)等について，簡単
な語句や基本的な表現を用いて質
問をしたり答えたりすることができる。

【知・技】文房具などの学校で使う物や，持ち物を尋ねたり
答えたりする表現が分かる。
【思・判・表】文房具など学校で使う物について，尋ねたり答
えたりして伝え合うことができる。
【学び】相手に配慮しながら，文房具など学校で使う物につ
いて伝え合おうとする。

○ ○ ・文房具についてやり取りをし，自分の文房具セッ
トを作る。
・身近な人に文房具セットを作り，誰のためにどの
ようなセットを作ったかを紹介する。

wx

yz

s-z

新４ 6

Alphabet
アルファベットで文字遊びをし
よう

5

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, coffee,
closed, donut, exit, juice, news, off,
open, police, restaurant, taxi, telephone,
bus, stop, flower

アルファベットの読み方が発音される
のを聞いた際に，どのアルファベット
であるかが分かる。

自分のこと（好き嫌いや欲しいものな
ど）について，実物，イラスト，写真な
どを見せながら，簡単な語句や基本
的な表現を用いて話すことあできる。

【知・技】身の回りには活字体の文字で表されているものが
あることに気付き，活字体の小文字とその読み方が分か
る。
【思・判・表】身の回りにあるアルファベットの文字クイズを出
したり答えたりして伝え合うことができる。
【学び】相手に配所しながらアルファベット文字について伝え
合おうとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，地域の看板や身の回りにア
ルファベットの文字が使われていることを知る。
・アルファベットクイズをつくり，クイズを出し合う。

a-zまで適宜復
習

新４ 7

What do you want?
ほしいものは何かな

6

What do you want?
I want (potatoes),
please.
How many?
(Two), please.
Here you are.
Thank you.

果物・野菜 (vegetable, potato, cabbage,
corn, cherry, blue berry), 飲食物 (meat,
pork, beef), want

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出
来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

日常生活に関する身近で簡単な事
柄（時刻や曜日，場所など）(*)につ
いて，実物，イラスト，写真などを見
せながら，自分の考えや気持ちなど
を，簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すことができる。

【知・技】食材の言い方や，欲しい物を尋ねたり要求したりす
る表現にが分かる。
【思・判・表】欲しい食材などを尋ねたり要求したりするととも
に，考えたメニューを紹介し合うことができる。
【学び】相手に配慮しながら，自分のオリジナルメニューを紹
介しようとする。

○ ○ ・オリジナルピザを作って，紹介し合う。
・果物カードをやり取りして，カードをカフェ台紙に
貼り，パフェを作る。
・グループで考えたオリジナルピザを紹介する。 a-zまで適宜復

習

新４ 8

This is my favorite place.
お気に入りの場所をしょう

かいしよう

5

Go straight.
Turn [right / left].
Stop.
This is (the music
room).
This is my favorite
place.
Why?
I like (music).

favorite, place, my, our, go, why, 学校・
教室等 (school, [science / music / arts
and crafts / computer / cooking / lunch /
boys' / girls' ] room, [school nurse’s /
school principal’s / teachers’] office,
entrance, library, gym, playground), go,
straight

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出
来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

日常生活に関する身近で簡単な事
柄（時刻や曜日，場所など）(*)につ
いて，実物，イラスト，写真などを見
せながら，自分の考えや気持ちなど
を，簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すことができる。

【知・技】世界と日本の学校生活の共通点や相違点を通し
て，多様な考え方があることに気付き，教科名や教室名の
言い方や道案内の仕方が分かる。
【思・判・表】自分が気に入っている校内の場所に案内した
り，その場所について伝え合ったりすることができる。
【学び】相手に配慮しながら，自分が気に行っている場所に
ついて伝え合おうとする。

○ ○ ・映像資料を視聴し，世界の子供たちと自分たち
の学校生活の共通点と相違点を知る。
・校内を案内する。
・ペアで校内のお気に入りの場所について伝え合
う。

a-zまで適宜復
習

新４ 9

This is my day.
～"Good Morning"～
ぼく・わたしの一日

6

I wake up (at 6:00).
I eat breakfast (at
7:00).
I go to school.
I go home.
I take a bath.

日課 (wash my face, go to school, go
home, brush my teeth, put away my
futon, have breakfast, check my school
bag, leave my house, take out the
garbage, take a bath, do my homework)

ゆっくりはっきりと話された際によく
知っている人や物，学校や家での出
来事や日常生活で起こること(*)など
を聞いて，基本的な表現の意味が分
かる。

日常生活に関する身近で簡単な事
柄（時刻や曜日，場所など）(*)につ
いて，実物，イラスト，写真などを見
せながら，自分の考えや気持ちなど
を，簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すことができる。

【知・技】日本語と英語の音声やリズムなどの違いに気付
き，日課を表す表現が分かる。
【思・判・表】絵本などの短い話を聞いて反応したり，おおよ
その内容をとらえたりすることができる。
【学び】相手に配慮しながら絵本などの短い話を聞いて反応
しようとする。

○ ○ ・絵本の読み聞かせを聞いたり，絵本についての
質問に答えたりする。
・校内の先生の生活について聞き，どの先生かを
当てる。 a-zまで適宜復

習

新４ まとめ まとめ 1

45

活字体で書かれた小
文字を識別し、読むこ
とができる。

活字体の小文字を、
手本を見ながら４線上
に正しく書き写すこと
ができる。

使
用
教
材

　第４学年年間指導計画
(*)には，各学校の実態やねらいに応じて，以下のような内容を入れてください。
＊日常生活に関する身近な事柄：日々の生活の中でくり返す出来事。習慣的なことあるいはその中で用いたり，接したりするもの　ex.食べることや食べ物，衣類を着ることや衣類，遊ぶことや遊びの道具等
＊身近で簡単な事柄：よく知っている人や物  ex.学校の友達や教師，家族，身の回りの物や大切にしている物，学校や家庭での出来事や日常生活で起こること

単
元

タイトル・題材
時
数

表現（児童の発話例） 語彙（児童が使う語彙例） 単元目標
指導する

アルファベット

中心技能

主な活動　　　　　留意点 　※文科省より

学習到達目標（CAN-DOリスト形式）



第５学年年間指導計画例（光村図書　Here We Go! 5）　No.1

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）と各単元との関連付けを示してあります。

聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

Let's

Start

（2h）

Let's Start

３・４年生の既習表現 ゆっくりはっきりと話され
れば，自分のことやよく
知っている人や物や学校や
家庭での出来事等につい
て，簡単な語句や基本的な
表現を聞き取ることができ
る。

活字体で書かれたアルファ
ベットを識別できる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，教室英語や挨
拶等の基本的な表現を聞き取ることができる。
【聞くこと】
○アルファベットの大文字・小文字や数字等の活
字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音
することができる。【読むこと】

7

9
Unit 4

（9h）

What time do you get
up?

日常生活に関する表現

Do you take out the garbage?
Yes, I do./No, I don't.
I usually wash the dishes.
What time do you go to bed?
I usually go to bed at 11:00.

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なことについて，具
体的な情報を聞き取ること
ができる。

日常生活の出来事や習慣的
なことについて，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現を用いて
伝え合うことができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，日課や頻度，
気持ちを表す簡単な語句や基本的な表現を聞き取
ることができる。【聞くこと】
○家での手伝や１日の生活等の自分のことについ
て伝えたり，簡単な質問をしたり質問に答えたり
して伝え合うことができる。【話すこと［やり取
り］】

10
Unit 5

（7h）

He can run fast.
She can do kendama .

スポーツや動作の表現

Can you …? Yes, I can./No, I
can't.
He(She) can/can't….

ゆっくりはっきりと話され
れば，自分のことやよく
知っている人や物，学校や
家庭での出来事等につい
て，簡単な語句や基本的な
表現を聞き取ることができ
る。

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

自分のことについて，伝え
ようとする内容を整理した
上で，簡単な語句や基本的
な表現を用いて話すことが
できる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，友達や先生等
他者ができることやできないことについて，簡単
な語句や基本的な表現を聞き取ることができる。
【聞くこと】
○スポーツや動作等について，音声で十分慣れ親
しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味がわか
る。【読むこと】
○友達や先生等他者ができることやできないにつ
いて，聞き取ったことをもとに，紹介することが
できる。【話すこと［発表］】

（＊）には，各学校の実態やねらいに応じて，以下のような内容を記入してください。

＊日常生活に関する身近な事柄：日々の生活の中でくり返す出来事。習慣的なことあるいはその中で用いたり，接したりするもの　　ex.食べることや食べ物，衣類を着ることや衣類，遊ぶことや遊びの道具等

＊身近で簡単な事柄：よく知っている人や物　　ex.学校の友達や教師，家族，身の回りの物や大切にしている物，学校や家庭での出来事や日常生活で起こること

アルファベットの大文字，
小文字を活字体で書くこと
ができる。

○時間割についての音声を聞いて，文字を認識
し，発音することができる。【読むこと】
○オリジナルの時間割を作成し，伝えようとする
内容を整理した上で，簡単な語句や基本的な表現
を用いて話すことができる。【話すこと[発表]】

月日，曜日や教科の表現

What subjects do you like?
I like … and ….
What do you have on …?
I have … and ….
Unit 3までの既習表現

学校や家庭での出来事等に
ついて，簡単な語句や基本
的な表現を用いて話すこと
ができる。

Hello, everyone.

What do you have on
Monday?

世界の友達　１

活字体で書かれたアルファ
ベットを名前読みで発音す
ることができる。

○好きなもの等の日常生活に関する身近で簡単な
事柄について，自分の考えや気持ち等を，簡単な
語句や基本的な表現を用いて伝え合うことができ
る。【話すこと［やり取り］】
○名前等の表現に必要な大文字，小文字を活字体
で書くことができる。【書くこと】

When is your birthday?

身の回りのものの表現

When is your birthday? My
birthday is….
What do you want for your
birthday?
I want ….

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なことについて，具
体的な情報を聞き取ること
ができる。

自分や相手のこと，身の回
りの物等について，簡単な
語句や基本的な表現を用い
て，その場で質問をしたり
質問に答えたりして，伝え
合うことができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，誕生日等の自
分のことや身近で簡単な事柄について，簡単な語
句や基本的な表現を聞き取ることができる。【聞
くこと】
○お互いの誕生日等，自分や相手のことについ
て，簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で
質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うこと
ができる。【話すこと［やり取り］】

My name is…. How do you
spell it?
Do you like …? Yes, I do./No,
I don’t.
I don't like….
What … do you like? I like …

初対面の人に対しても，進
んで挨拶をしたり，基本的
な表現を用いて指示，依頼
をしたり，それらに応じた
りすることができる。

4

Unit 1

（7h）

5

Unit 2

（7h）

6

Unit 3

Review

（10h）

単元目標（評価の対象となる領域別の目標）月
単元及び

時数
単元名 主な言語材料

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）＊本単元で指導する中心領域



第５学年年間指導計画例（光村図書　Here We Go! 5）　No.2

聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと
単元目標（評価の対象となる領域別の目標）月

単元及び

時数
単元名 主な言語材料

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）＊本単元で指導する中心領域

10

11

12

Unit 7

言葉

Review

（9h）

What would you like?

伝わる表現を選ぼう

世界の友達　２

食べ物，飲み物の表現

What would you like? I'd like
….
How much is it? It's … yen.
Unit 7までの既習表現

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なことについて，具
体的な情報を聞き取ること
ができる。

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

初対面の人に対しても，進
んで挨拶をしたり，基本的
な表現を用いて指示，依頼
をしたり，それらに応じた
りすることができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，料理を注文し
たり，値段をたずねたりする表現について，簡単
な語句や基本的な表現を聞き取ることができる。
【聞くこと】
○レストランのメニューについての音声を聞い
て，文字を認識し，発音することができる。
○食べ物の注文等に関する基本的な表現を用い
て，依頼をしたりそれに応じたりすることができ
る。【話すこと[やり取り]】

1

3

○ゆっくりはっきりと話されれば，地図内の建物
の位置等，日常生活に関する身近で簡単な事柄に
ついて，具体的な情報を聞き取ることができる。
【聞くこと】
○道案内についての音声を聞いて，文字を認識
し，発音することができる。【読むこと】
○町の施設等の身の回りの物に関する事柄につい
て，簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で
質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うこと
ができる。【話すこと[やり取り]】

I want to go to Italy.

世界の国々の名前

In…, you can see….
Where do you want to go?
I want to go to …. Why? I
want to ….

学校生活や地域のこと(*)
について，伝えようとする
内容を整理した上で，自分
の考えや気持ち等を，簡単
な語句や基本的な表現等を
用いて話すことができる。

アルファベットの大文字，
小文字を活字体で書くこと
ができる。

○自分の行きたい国やそこでできること等につい
て，伝えようとする内容を整理した上で，自分の
考えや気持ち等を簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すことができる。【話すこと[発表]】
○自分の行きたい国名をアルファベットの大文
字，小文字を使って書くことができる。【書くこ
と】

語順を意識しながら音声で
十分に慣れ親しんだ簡単な
語句や基本的な表現を書き
写すことができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，職業や性格，
できること等について，具体的な情報を聞き取る
ことができる。【聞くこと】
○将来なりたいものやしたいことについて，伝え
ようとする内容を整理した上で，簡単な語句や基
本的な表現を用いて話すことができる。【話すこ
と[発表]】
○人物紹介等，例文を参考に，音声で十分に慣れ
親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書く
ことができる。【書くこと】

町の施設に関する表現

Where is …? It's on ….
Where is …? Go straight for
… blocks.
Turn right(left).

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なことについて，具
体的な情報を聞き取ること
ができる。

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

自分や相手のこと，身の回
りの物等について，簡単な
語句や基本的な表現を用い
てその場で質問をしたり質
問に答えたりして，伝え合
うことができる。

職業や性格等の表現

My hero is…. She(He) is ….
Unit 9までの既習表現

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なこと(*)につい
て，具体的な情報を聞き取
ることができる。

自分のことについて，伝え
ようとする内容を整理した
上で，簡単な語句や基本的
な表現を用いて話すことが
できる。My hero is my brother.

世界の友達　３

Where is the gym?

2

Unit 6

（9h）

Unit 8

（9h）

Unit 9

Review

（10h）



第6学年年間指導計画例（光村図書　Here We Go! 6）　No.1

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）と各単元との関連付けを示してあります。

聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

Let's

Start

（2h）

Let's Start

３・４・５年生の既習表現 活字体で書かれたアルファ
ベットを名前読みで発音す
ることができる。

初対面の人に対しても，進
んで挨拶をしたり，基本的
な表現を用いて指示，依頼
をしたり，それらに応じた
りすることができる。

○アルファベットの大文字・小文字や数字等の活
字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音
することができる。【読むこと】
○あいさつや教室英語等の基本的な表現を用いて
指示，依頼をしたり，それらに応じたりすること
ができる。【話すこと［やり取り］】

7

9
Unit 4

（9h）
My Summer Vacation

I went to …. How was it? It
was ….

ゆっくりはっきりと話され
れば，よく知っている人や
物，学校や家庭での出来事
に関することについて，短
い話の概要を捉えることが
できる。

自分や相手のこと，身の回
りの物等について，簡単な
語句や基本的な表現を用い
てその場で質問をしたり質
問に答えたりして，伝え合
うことができる。

自分のことや身近で簡単な
事柄について，例文を参考
に，音声で十分に慣れ親し
んだ簡単な語句や基本的な
表現を用いて書くことがで
きる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，夏休みのでき
ごとや感想について，短い話の概要を捉えること
ができる。【聞くこと】
○夏休みの出来事に関することについて，簡単な
語句や基本的な表現を用いてその場で質問をした
り質問に答えたりして，伝え合うことができる。
【話すこと[やり取り]】
○夏休みの思い出について，例文を参考に，音声
で十分慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を
用いて書くことができる。【書くこと】

（＊）には，各学校の実態やねらいに応じて，以下のような内容を記入してください。

＊日常生活に関する身近な事柄：日々の生活の中でくり返す出来事。習慣的なことあるいはその中で用いたり，接したりするもの　　ex.食べることや食べ物，衣類を着ることや衣類，遊ぶことや遊びの道具等

＊身近で簡単な事柄：よく知っている人や物　　ex.学校の友達や教師，家族，身の回りの物や大切にしている物，学校や家庭での出来事や日常生活で起こること

○ゆっくりはっきりと話されれば，スポーツ等の
身近で簡単な事柄について，短い話の概要を捉え
ることができる。【聞くこと】
○スポーツ等の日常生活に関する身近で簡単な事
柄について，自分の考えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現を用いて伝え合うことができ
る。【話すこと［やり取り］】
○見たいスポーツについて，例文を参考に，音声
で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現
を用いて書くことができる。【書くこと】

スポーツの表現

Do you want to watch …?
Yes, I do./No, I don't.
What do you want to watch?
I want to watch ….
Unit 3までの既習表現

ゆっくりはっきりと話され
れば，よく知っている人や
物，学校や家庭での出来事
に関することについて，短
い話の概要を捉えることが
できる。

日常生活の出来事や習慣的
なことについて，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現を用いて
伝え合うことができる。

語順を意識しながら音声で
十分に慣れ親しんだ簡単な
語句や基本的な表現を書き
写すことができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，自己紹介等の
身近で簡単な事柄について，具体的な情報を聞き
取ることができる。【聞くこと】
○自分のことをより分かってもらうために，出身
地や得意なこと等について，伝えようとする内容
を整理した上で，自己紹介をすることができる。
【話すこと［発表］】

Welcome to Japan.

季節と行事の表現

In spring, we have ….
Welcome to ….
You can enjoy ….

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

学校生活や地域のことにつ
いて，伝えようとする内容
を整理した上で，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現等を用い
て話すことができる。

○各地の行事の紹介等の音声で十分に慣れ親しん
だ簡単な語句や基本的な表現の意味がわかる。
【読むこと】
○住んでいるところや日本の行事等について，伝
えようとする内容を整理した上で，自分の考えや
気持ち等を簡単な語句や基本的な表現を用いて話
すことができる。【話すこと［発表］】

Where are you from? I'm
from….
I'm good at ….

ゆっくりはっきりと話され
れば，日常生活の出来事や
習慣的なことについて，具
体的な情報を聞き取ること
ができる。

自分のことについて，伝え
ようとする内容を整理した
上で，簡単な語句や基本的
な表現を用いて話すことが
できる。This is me.

What do you want to
watch?

世界の友達　１

Unit 1

（7h）

4

5

Unit 2

（9h）

6

Unit 3

Review

（8h）

単元目標（評価の対象となる領域別の目標）月
単元及び

   時数
単元名 主な言語材料

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）＊本単元で指導する中心領域



第6学年年間指導計画例（光村図書　Here We Go! 6）　No.2

聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと
単元目標（評価の対象となる領域別の目標）月

単元及び

   時数
単元名 主な言語材料

学習到達目標（CANｰDOリスト形式）＊本単元で指導する中心領域

10
Unit 5

（7h）

He is famous.
She is great.

職業の表現

I like(have,play,want) ….
Who is this? He(She) is ….

ゆっくりはっきりと話され
れば，よく知っている人や
物，学校や家庭での出来事
に関すること(*)につい
て，短い話の概要を捉える
ことができる。

身近な人等について，伝え
ようとする内容を整理した
上で，自分の考えや気持ち
等を，簡単な語句や基本的
な表現等を用いて話すこと
ができる。

○ゆっくりはっきりと話されれば，友達が紹介す
る人たちについて，短い話の概要を捉えることが
できるようにする。【聞くこと】
○世界で活躍する人等について，紹介したい内容
を整理した上で，簡単な語句や基本的な表現を用
いて紹介することができる。【話すこと［発
表］】

10

11

12

Unit 7

言葉

Review

（9h）

My Best Memory

伝えるわざを身につけよ

う

世界の友達　２

学校行事の表現

What's your best memory?
My best memory is ….
We went
to(ate,saw,enjoyed,played) ….
Unit 7までの既習表現

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かるようにす
る。

学校生活や地域のことにつ
いて，伝えようとする内容
を整理した上で，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現等を用い
て話すことができる。

自分のことや身近で簡単な
事柄について，例文を参考
に，音声で十分に慣れ親し
んだ簡単な語句や基本的な
表現を用いて書くことがで
きるようにする。

○小学校の思い出について，音声で十分に慣れ親
しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分か
る。【読むこと】
○小学校生活の思い出に残る行事について，伝え
ようとする内容を整理した上で，簡単な語句や基
本的な表現を用いて話すことができる。【話すこ
と[発表]】
○小学校の思い出について，例文を参考に，音声
で十分慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を
用いて書くことができる。【書くこと】

1

3

ゆっくりはっきりと話され
れば，よく知っている人や
物，学校や家庭での出来事
に関することについて，短
い話の概要を捉えることが
できる。

学校や教室に関する表現

I want to join(study) ….
I like …. I can …. I want to
….
Unit 9までの既習表現

Junior High School Life

世界の友達　３

○将来の夢について，音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現の意味が分かる。【読
むこと】
○将来の夢について，簡単な語句や基本的な表現
を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりし
て，伝え合うことができる。【話すこと[やり取
り]】
○将来の夢とその理由について，例文を参考に，
音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表
現を用いて書くことができる。【書くこと】

○ゆっくりはっきりと話されれば，中学校で入り
たい部活動やしたいことについて，短い話の概要
を捉えることができる。【聞くこと】
○中学校で入りたい部活動やしたいことについ
て，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本
的な表現の意味が分かる。【読むこと】
○中学で入りたい部活動やしたいことについて，
伝えようとする内容を整理した上で，簡単な語句
や基本的な表現を用いて話すことができる。【話
すこと[発表]】

学校生活や地域のことにつ
いて，伝えようとする内容
を整理した上で，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現等を用い
て話すことができる。

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かるようにす
る。

職業の表現

What do you want to be?
I want to be ….
Why? I like(want
to,play,help) ….

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

自分や相手のこと，身の回
りの物等について，簡単な
語句や基本的な表現を用い
てその場で質問をしたり質
問に答えたりして，伝え合
うことができる。

自分のことや身近で簡単な
事柄について，例文を参考
に，音声で十分に慣れ親し
んだ簡単な語句や基本的な
表現を用いて書くことがで
きるようにする。

This is my town.

施設や建物の表現

We have/don't have ….
We can see(eat,enjoy) ….
It's ….

音声で十分に慣れ親しんだ
簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かる。

学校生活や地域のことにつ
いて，伝えようとする内容
を整理した上で，自分の考
えや気持ち等を，簡単な語
句や基本的な表現等を用い
て話すことができる。

自分のことや身近で簡単な
事柄について，例文を参考
に，音声で十分に慣れ親し
んだ簡単な語句や基本的な
表現を用いて書くことがで
きる。

○施設や建物の表現について，音声で十分に慣れ
親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分か
る。【読むこと】
○住んでいる地域の様子やよさ等について，伝え
ようとする内容を整理した上で，簡単な語句や基
本的な表現を用いて話すことができる。【話すこ
と[発表]】
○自分の町を紹介する文について，例文を参考
に，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本
的な表現を用いて書くことができるようにする。
【書くこと】

Unit 6

（9h）

2

Unit 8

（9h）

Unit 9

Review

（10h）

What do you want to be?



  
   学級担任・ＡＬＴ・ＪＴＥ・専科のかかわりについて 
 

山梨市では，学級担任主導で授業を行う。学級担任が英語の発音や運用能力に不安はあっても，子どもとともに学ぶ

という意識を持ち，子どもに英語を使う楽しさを実感させることが大事である。 

1 打ち合わせの意義 

複数の指導者がそれぞれの役割を分担して授業を展開することにより，担任が単独ではできなかった活動を組

み込むことができるともに，子ども一人ひとりに，より細かな指導をすることができる。また，複数の指導者が

それぞれのアイデアを出して授業を計画することにより，単独では考えつかなかったり，いつもと違った授業を

展開したり，様々な教材を準備したりすることも可能である。授業をスムーズに展開するには，打ち合わせの中

で事前に学習内容・担任の指導観を理解し，役割分担を確認して授業に臨むことが大切である。  
２ 学級担任のかかわり 

 ・子どもの実態を把握し，子どもの興味・関心を生かした活動を考える。  

 ・子どもの発達段階や他教科等との関連を意識して授業を組み立てる。  
 ・学習者のモデルとして子どもと一緒に英語を学び，楽しむ姿勢を見せることで子どもたちの活動意欲を高める。 
 ・「子どもの言いたいことを引き出す」「英語で言えないことを代弁する」など，子どもの学習をサポートする。  

・子どもの反応を見て，ALTの発言を止め繰り返させたり，ゆっくり言わせたりするなどALTと子どもをつなぐ。   

・他の指導者とともに指導を行いながら，指導と評価の一体化をはかり，改善につなげる。  
３ ＡＬＴのかかわり 
 ・コミュニケーションをとる相手となり，「ＡＬＴの言うことが理解できた。」「ＡＬＴに話が通じた。」という体

験をさせ，子どもたちの自信につなげる。     

 ・子どもたちが外国の人と積極的に話したい思う雰囲気や場面をつくる。 
 ・英語に関する知りたいことをすぐに教えてくれる相手となり，英語に対する知的好奇心を満たす役割を担う。 
 ・自国の生活や文化を紹介し，子どもの異文化へ興味・関心を高める。また，子どもが自国の文化を再認識するよう

に日本文化を紹介する相手となる。 
 ・初めて英語に触れる子どもがわかるように，ジェスチャーなどを交えて理解できるように工夫する。 

 ・子どもたちや指導者が使う英語が正確なものであるようにサポートする。 
・授業で使う教材やワークシートを学級担任と確認し，授業に使えるよう準備を行う。  
４ ＪＴＥのかかわり 
 ・他の指導者と協力しながら，英語の専門性を生かし授業計画や指導改善を提案する。 
 ・専門性を生かし，場面に応じた英語を使ったり，日本語で補足したりするなど，授業の中で子どもたちの学習を支

援する。 

 ・授業において，学級担任を補助する。（評価の分担，英語を話す日本人のモデル役，学級担任や子どものコミュニ

ケーションの相手など） 

 ・授業で使う教材やワークシートを学級担任と確認し，授業に使えるよう準備を行う。 

 ・英語教育に関する情報を積極的に収集し，学級担任からの疑問や質問に対応できるよう努める。 

 ・学級担任が安心して授業に臨めるよう，打ち合わせや授業の際に学級担任とALTとの橋渡しとなる。 

 

５ 英語専科のかかわり  ・学級担任の授業にサポートし，必要に応じて師範授業をしたりする中で，授業の良い部分や改善点，ポイン
トなどを伝え，学級担任の授業力向上を支援する。 

 ・授業において，学級担任を補助する。（評価の分担，英語を話す日本人のモデル役， 学級担任や子どものコミュニ

ケーションの相手，児童の支援など）  ・学級担任に単元構成や授業展開についてアドバイスをする。  ・県などで行う研修会に積極的に参加し，新学習指導要領や国の動向，様々な授業展開の仕方などの情報を収
集し，還流する。  



 
 



 


