
年間指導計画 

四万十市立東山小学校 

５年 学年目標 外国語活動を通して友達と関わる中で、コミュニケーションの楽しさを体験する。 

 

月 
単元名 

時数 
単元目標 単元の評価規準 

学 習 内 容 

１ ２ ３ ４ ５ 

４ 
 

Lesson 1 

Hello! 

② 

言語 

挨拶 

●積極的に挨拶をしよ

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。 

【コ】積極的に挨拶をし

ている。 

【慣】英語での挨拶や自

分の名前を聞いた

り言ったりしてい

る。 

【気】世界には様々な言

語があることに気

付いている。 

◆英語での挨拶や自分の名前の

言い方に慣れ親しむ。 

 

◆世界には様々な挨拶があるこ

とを知り、積極的に英語で名前

を言って挨拶をしようとする。 

   

【Let's Listen 1】「（  ）に

名前を書こう。」 

○あいさつしよう。 

○友達にあいさつをしよう。 

【Let's Chant】チャンツ 

“ Hello” 

【Let's Play】「あなたの名刺を

作ろう。」 

【Let's Chant】チャンツ 

“Hello” 

【Let's Listen 2】「どの国のあ

いさつか、考えよう。」 

【Let's Listen 3】「（  ）に

名前を書こう。」 

【Activity】「友だちと名刺をこ

うかんしよう。」 

表現 Hello. What's your name? My name is・・ Thank you. Goodbye. 

語彙 hello, name, what, your, my, is, you, thank, goodbye 

他教科等との関連 
社会 日本は世界のどこにあるの？ 

特別活動（学級活動）言葉遣いと挨拶   道徳「オーストラリアで学んだこと」 

４ 
・ 
５ 

Lesson 2 

I'm 

happy. 

② 

ジェスチ

ャー 

感情・様子 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 

●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、世界には様々

なジェスチャーがある

ことに気付く。 

【コ】表情やジェスチャ

ーをつけて相手に

感情や様子を積極

的に伝えている。 

【慣】感情や様子を表し

たり尋ねたりする

表現を聞いたり言

ったりしている。 

【気】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、世界には様々な

ジェスチャーがあ

ることに気付いて

いる。 

◆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大切

さや世界には様々なジェスチャ

ーがあることを知り、表情やジ

ェスチャーをつけて感情や様子

を積極的に伝えようとする。 

   

○「あいさつしよう。」 

【Let's Listen】「 だれがどん

な様子か、線で結ぼう。」 

○「ジェスチャークイズ」 

友達がどんな様子かを当てる。 

○「ジェスチャーをつけて答えよ

う」 

○友達と聞き合おう 

【Let's Sing】 

“ Hello Song”  

【Let's Sing】“Hello song” 

【Let's Play】「どんなことを表

しているか、□に番号を書こ

う。」 

【Activity】「ジェスチャーをつ

けてあいさつをしよう」 

○友だちはどんな様子か、友だち

の名前を書こう。 

表現 How are you? I'm fine/ happy. 

語彙 happy, fine, sleepy, hungry, how, are, I, am,(I'm) 

他教科等との関連 国語 立場を明確にして書こう 

道徳「わたしとゆかた」 



５
・
６ 

Lesson 4 

I like 

apples. 

⑤ 

果物 

動物 

食べ物 

スポーツ 
 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 

●好きなものや嫌いな

ものについて、積極的

に伝えようとする。 

●好きなものや嫌いな

ものを表したり尋ね

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。 

【コ】好きな物や嫌いな 

ものについて、積極

的に伝えている。 

【慣】好きなものや嫌い

なものを表したり

尋ねたりする表現

を聞いたり言った

りしている。 

【気】日本語と英語の音

の違いに気付いて

いる。 

◆日本語と英語の音の違いに気

付き、好きなものや嫌いなもの

を表す表現を知る。 

◆好きなものや嫌いなものを表

す表現に慣れ親しむ。 

 

◆好きなものや嫌いなものを表

す表現に慣れ親しむ。 

 

◆積極的に好きなものや嫌いな

ものを尋ねたり答えたりしよ

うとする。 

◆自分の好きなものや嫌いな

ものについて積極的に伝え

合おうとする。 

○「先生の好きなもの・嫌いなも

のを知ろう。」 

○「果物」を英語で表してみよう。 

・「ミッシングゲーム」 

・「キーワードゲーム」 

【Let's Chant 1】チャンツ 

“I like apples.” 

 

【Let's Chant 1】チャンツ 

“I like apples.” 

○「食べ物と飲み物を英語で表し

てみよう 

・ステレオゲーム」 

・陣取りじゃんけん 

【Let's Chant 1】チャンツ 

“I like apples.” 

・カラオケバージョンで。違う単

語をあてはめて、言う。 

 

○「動物とスポーツを英語で表し

てみよう。」 

・ジェスチャーゲーム 

【Let's Chant 1】チャンツ 

“I like apples.” 

【Let's Listen １】「だれが何

を好きなのか、線で結ぼう。」 

【Let's Chant 1】チャンツ 

“I like apples.” 

・カラオケバージョンで。違う単

語をあてはめて、言う。 

【Let's Chant 2】チャンツ 

“Do you like apples?” 

○「ステレオゲーム」 

【Let's Listen ２】 「好きな

ものには○を、きらいなものには

×を書いて、表を完成しよう。」 

○ビンゴゲーム 

・教師が好きそうなものをマスに

書いて、好きかどうか尋ねる。 

 

【Let's Chant 2】チャンツ 

“Do you like apples?” 

【Activity】「友だちの好きき

らいを予想して、インタビュ

ーしよう。」 

○「仲間を見つけよう。」 

○「Who am I?クイズ」 

 

表現 I like apples. I don't like bananas. Do you like baseball? Yes, I do./No, I don't. 

語彙 
I, you, like, do, yes, no, not apple(s), strawberry(ies), cherry(ies), peach(es), grape(s), kiwi, fruit(s).lemon(s), banana(s), pineapple(s), orange(s), melon(s), 

ice cream, milk, juice, baseball, soccer, swimming, basketball, bird(s), rabbit(s), dog(s) cat(s),spider(s) 

他教科等との関連 国語 立場を明確にして書こう 

道徳「わたしとゆかた」 

６

・

７ 

 

Lesson 3 

How 

many? 

④ 

数 

身の回り

の 

物 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 
●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 

方や数の尋ね方に慣 

れ親しむ。 

●言語には、それぞれの

特色があることを知

る。 

【コ】積極的に数を数え

たり、尋ねたりして

いる。 

【慣】１～２０の数の言

い方や尋ねる表現

を聞いたり言った

りしている。 

【気】言語には、それぞ

れの特色があるこ

とに気付いている。 

◆言語には、それぞれの特色があ

ることを知る。 

◆１～２０の数の言い方や数の

尋ね方に慣れ親しむ。 

◆１～２０の数の言い方や数の

尋ね方に慣れ親しむ。 

◆積極的に数を数えたり、尋ねた

りしようとする。 

 

【Let's Play１】 

「じゃんけんゲーム」 

【Let's Listen】どこの国の数

え方かを考える。 

【Let's Play2】絵を見て物がい

くつあるかを数える。 

【Let's Chant】How many balls? 

○キーナンバーゲーム 

【Let's Chant】How many balls? 

【Activity1】How many~?クイズ 

○数を尋ねるクイズを作り、出

し合う。 

【Let's Chant】How many balls? 

 

○英語で数を言う。 

○計算ゲームをする。 

○じゃんけんチャンピオンを決

める。 

 

○ステレオゲームをする。 

【Activity2】りんごの数を How  

many～？を使って尋ねる。 

・同じ数の友達が何人いたかを

確認する。 

 

表現 How many pencils/dogs/ cats? One, two, three ・・twenty. 

語彙 how, many, one ～ twenty, cat(s), dog(s), pencil(s), apple(s), ＋（plus）, －（minus）, ×（times）, ÷（divided by） =（equal） 

他教科等との関連 社会 日本は世界のどこにあるの？ 

９ 

・ 

１

０ 

Lesson 5 

What do 

you 

like? 

④ 

色 

形 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 
●好きなものについて、

積極的に尋ねたり答

えたりしようとする。 

●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。 

【コ】好きなものについ 

て、積極的に尋ね

たり答えたりして

いる。 

【慣】色や形、好きなも

のは何か尋ねる表

現を聞いたり言っ

たりしている。 

【気】日本語と英語の音

の違いに気付いて

いる。 

◆日本語と英語の音の違いに気

付き、色や形の言い方に慣れ親

しむ。 

◆どのようなものが好きか尋ね

る表現に慣れ親しむ。 

 

◆どのようなものが好きか尋ね

る表現に慣れ親しむ。 

 

◆好きなものについて、積極的に

尋ねたり答えたりしようとす

る。 

 

【Let's Listen 1】「何番のＴシ

ャツか、考えよう。」 

【Let's Listen 2】「だれが何番

のＴシャツが好きか、○に番号

を書こう。」 

〇「おはじきゲーム」 

【Let's Chant】チャンツ 

“What color do you like?” 

〇色や形の言い方の復習 

〇伝言ゲーム 

【Let's Chant】チャンツ 

“What color do you like?” 

○「カラーバスケット」 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“What color do you like?” 

【Let's Listen 3】「さくらとた

くのＴシャツは何番か、考えよ

う。｣ 

【Let's Play】「友だちにＴシャ

ツを作ろう」 

【Let's Chant】チャンツ 

【Let's Chant】チャンツ 

“What color do you like?”

【Activity】「友だちに何が好き 

か、インタビューしよう」 

 



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

語彙 
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 

他教科等との関連 道徳 「ドイツ橋」 

特別活動（学級活動）友だちのよい所をみつける 

１

１ 

・ 

１ 

２ 

 

 

 

 

Lesson 6 

What do 

you 

want? 

⑤ 

アルファ

ベット大

文字 

身の回り

の 

物 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 
●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。 

【コ】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

りしている。 

【慣】アルファベットの

文字とその読み方

を一致させ、欲しい

ものを尋ねたり答

えたりする表現を

聞いたり言ったり

している。 

【気】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

とに気付いている。 

◆身の回りには様々なところに

アルファベット大文字が使わ

れていることに気付くととも

に、アルファベット大文字とそ

の読み方を知る。 

◆アルファベット大文字とその

読み方を一致させるとともに、

欲しいものを尋ねたり答えた

りする表現に慣れ親しむ。 

 

◆アルファベットの大文字とそ

の読み方とを一致させるとと

もに、欲しいものを尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親しむ。 

 

◆積極的に欲しいものを尋ねた

り答えたりしようとする。 

 

 

 

◆積極的にアルファベット大

文字を読もうとし、欲しいも

のを尋ねたり答えたりしよ

うとする。 

 

○アルファベットの歌を歌う。 

【Let's Play 1】「アルファベッ

ト大文字をさがそう。」 

【Let's Play 2】「ポインティン

グゲーム」 

【Let's Chant】チャンツ 

“Alphabet Chant” 

○ミッシングゲーム 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“Alphabet Chant” 

○キーワードゲーム 

【Let's Play 2】「ポインティン

グゲーム」 

【Let's Listen 1】「アルファベ

ット大文字や数を線で結ぼ

う。」 

○「何のアルファベットの大文

字かな？」 

○マッチングゲーム 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you want?” 

【Let's Chant】チャンツ 

“Alphabet Chant” 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you want?” 

〇「 アルファベットを体で表現

しよう」。 

【Let's Play 3】「カード集めゲ

ーム」 

【Activity】見つけたアルファベ

ット大文字を書こう。」 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“Alphabet Chant” 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you want?” 

【Let's Play 3】「ほしいアルフ

ァベット大文字カードを集め

よう。」 

○身の回りのアルファベットを

さがそう。 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“Alphabet Chant” 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you want?” 

〇「アルファベット辞典を作

ろう。」 

 

表現 What do you want? The 'A' card, please. 

語彙 アルファベットA ～Z. one ～ thirty ,what, do, you, want, please. 

他教科等との関連 図工 文字が絵に 絵が文字に 名前を絵にして  

１
２ 
・
１ 
 

Lesson 7 

What's 

this? 

④ 

身の回り

の物 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 

●ある物について積極

的にそれが何かと尋

ねたり、答えたりしよ

うとする。 

●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。 

●日本語と英語の共通 

点や相違点から、言葉

のおもしろさに気付

く。 

【コ】ある物について積

極的にそれが何か

を尋ねたり、答えた

りしている。 

【慣】ある物が何かを尋

ねたり、答えたりす

る表現を聞いたり

言ったりしている。 

【気】日本語と英語の共

通点や相違点から、

言葉のおもしろさ

に気付いている。 

◆様々なものの言い方から、言葉

の面白さに気付くとともに、身

の回りの語に慣れ親しむ。 

◆あるものが何かを尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親しむ。 

 

◆あるものが何かを尋ねたり答

えたりする表現に慣れ親しむ。 

 

◆積極的にある物が何かを尋ね

たり答えたりしようとする。     
 

○クイズに答える。 

【Let's Listen】「□の中は何か、 

考えよう。」 

【Let's Play】「ポインティング 

ゲーム」 

【Let's Chant】 

“What's this?” 

【Let's Chant】“What's this?” 

○クイズに答える。 

・自作クイズ 

・シルエットクイズ 

【Activity】 

○スリーヒントクイズ 

○スリーヒントクイズを作る。

（班） 

【Let's Chant】“What's this?” 

○漢字クイズをする。 

○パズルクイズをする。 

○クイズを作る。（班） 

 

【Let's Chant】 

“What's this?” 

○「クイズ大会をしよう！」 

○本時を振り返る 

表現 What's this? It's a piano.  

語彙 What, is, this, it, cat, mat, cap, tomato, pineapple, guitar, banana, piano, baseball 

他教科等との関連 国語 パネル討論をしよう 



１ 

・ 

２ 

 

Lesson 8 

I study 

Japanese

. 

⑤ 

教科 

曜日 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 
●時間割について積極

的に尋ねたり答えた

りしようとする。 

●時間割についての表

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。 

【コ】時間割について積

極的に尋ねたり答

えたりしている。 

【慣】時間割についての

表現や尋ね方の表

現を聞いたり言っ

たりしている。 

【気】日本と世界の小学

校の学校生活の共

通点や相違点に気

付いている。 

◆曜日や教科などの言い方を知

る。 

 

 

◆曜日や教科などの言い方に慣

れ親しむとともに、外国の小学

校と自分たちの学校生活の共

通点や相違点に気付く。 

◆時間割について尋ねたり答え

たりする表現に慣れ親しむ。 

 

 

◆時間割について、積極的に尋ね

たり答えたりしようとする。 

 

 

◆時間割について、積極的に伝

え合おうとする。 

 

 

【Let's Play 1】スリーヒントク

イズ 

○ポインティングゲーム 

【Let's play 2】キーワードゲー

ム 

【Let's Listen 1】「今日の時間

割は何か、考えよう。」 

 

【Let's Sing】歌 

 “Seven Days” 

○ステレオゲーム 

○陣取りゲーム 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you study?” 

【Let's Listen 2】「どんな学校

生活か、分かったことを書こ

う。」 

【Let's Sing】歌 

“Seven Days” 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you study?” 

【Let's Play 3】あなたの好きな

教科名とその理由を書こう。 

○仲間をさがそう。 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you study?” 

○ペアで伝え合って時間割を完

成させよう。 

【Activity】「『夢の時間割』を

作ろう。」 

○「さくらとたくの夢の時間割

を聞いて書こう。」 

 

【Let's Chant】チャンツ 

“What do you study?” 

○「グループで『夢の時間割』

を作ろう。」 

○「作った『夢の時間割』を紹

介しよう。」 

 

表現 I study math on Monday. What do you study on Tuesday? 

語彙 Sunday ～Saturday, Japanese, English, math, social studies, science, music, P.E. arts and crafts, home economics, calligraphy, study, on, I, you, what, do 

他教科等との関連 社会 日本は世界のどこにあるの？ 

特別活動（学級活動）学習への取り組み（方法） 

２ 

・ 

３ 

 

Lesson 9 

What 

would 

you like? 

④ 

料理 

単元目標 単元の評価規準 １ ２ ３ ４ ５ 
●欲しいものについて

丁寧な言い方で積極

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。 

【コ】欲しいものについ

て丁寧な言い方で

積極的に尋ねたり

答えたりしている。 

【慣】欲しいものについ

て丁寧に伝えたり、

尋ねる表現を聞い

たり言ったりして

いる。 

【気】世界には様々な料

理があることや、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

ことに気付いてい

る。 

◆丁寧な言い方で欲しいものを

尋ねたり、答えたりする表現を

知る。 

 

◆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。 

 

◆積極的に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。 

 

◆世界には様々な料理があるこ

とを知り、相手意識をもって丁

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。 

 

【Let's Listen1】「さくらとた

くのフルーツパフェはどれか

考えよう。」 

【Let's Play】「友だちにフルー

ツパフェを作ろう。」 

○「かるたゲーム」 

【Let's Listen 2】「だれが何を

注文したのか考えよう。」 

 

【Let's Listen 2】「だれが何を

注文したのか考えよう。」 

【Let's Chant】 

“What would you like?” 

○「ゴーフィッシュゲーム」 

○「仲間さがしゲーム」 

 

【Let's Chant】 

“What would you like?” 

【Activity 1】「ランチメニュー

を作ろう。」 

 

【Let's Chant】 

“What would you like?” 

【Activity 2】「どこの国の給食

か、□に番号を書こう。オリジ

ナル給食を作り合おう。」 

○「お薦めのランチを紹介しよ

う。」 

 

表現 What would you like? I'd like a hamburger. 

語彙 

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, pinapple, peach, cherry, grape, lemon, kiwi fruit, strawberry, 

melon, 

他教科等との関連 給食、食に関する指導 食事と栄養 

 

 

 


