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観 点

○ 「聞くこと」についての活動
取扱内容 ・第５学年～名前や ・第５学年～日付や ・第５学年～自己紹 ・第５学年～持ちも ・第５学年～好きな ・第５学年～名前や ・第５学年～誕生日

好きなもの・こと 誕生日などとイラ 介や持っているも のやできることな ものや嫌いなもの 好きなものなどと やほしいものなど
学習指導要領の などとイラスト等 スト等を結び付け のなどとイラスト どとイラスト等を などとイラスト等 イラスト等を結び とイラスト等を結
総則及び各教科 を結び付ける る 等を結び付ける 結び付ける を結び付ける 付ける び付ける
の目標，内容等 ・第６学年～中学校 ・第６学年～部活動 ・第６学年～中学校 ・第６学年～日本の ・第６学年～中学校 ・第６学年～将来の ・第６学年～中学校

生活や将来の夢な や学校行事などか 生活や部活動など 文化ややってみた の学校行事や１日 夢や中学校でした の行事や学校生活
どから必要な情報 ら必要な情報を得 から必要な情報を い活動などから必 の生活などから必 いことなどから必 などから必要な情
を得る る 得る 要な情報を得る 要な情報を得る 要な情報を得る 報を得る
○ 「読むこと」についての活動
・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体 ・第５学年～活字体
から文字や大文字 から文字や大文字 から文字や大文字 から文字や大文字 から文字や大文字 から文字や大文字 から文字や大文字
か小文字かを識別 か小文字かを識別 か小文字かを識別 か小文字かを識別 か小文字かを識別 か小文字かを識別 か小文字かを識別
する する する する する する する
・第６学年～夢宣言 ・第６学年～夏休み ・第６学年～中学校 ・第６学年～本の表 ・第６学年～中学校 ・第６学年～中学校 ・第６学年～円グラ
カードなどの中か の思い出などの中 生活に向けた思い 紙などの中から簡 でしたいことの文 でがんばりたいこ フなどの中から簡
ら簡単な語句や基 から簡単な語句や を発表する文など 単な語句や基本的 などの中から簡単 とを発表する文な 単な語句や基本的
本的な表現を識別 基本的な表現を識 の中から簡単な語 な表現を識別する な語句や基本的な どの中から簡単な な表現を識別する
する 別する 句や基本的な表現 表現を識別する 語句や基本的な表

を識別する 現を識別する
○ 「話すこと［やり取り 」についての活動］
・第５学年～好きな ・第５学年～友達に ・第５学年～好きな ・第５学年～自分の ・第５学年～好きな ・第５学年～どんな ・第５学年～友達の
色，スポーツ，食 好きな季節などを 教科などをたずね 持っているものな ものなどをたずね ものが好きかなど 誕生日などをたず
べものなどをたず たずねたり，道案 たり道案内のやり どを伝えたり，道 たり道案内のやり をたずねたり，道 ねたり，道案内の
ねたり，道案内の 内のやり取りをし 取りをしたりする 案内のやり取りを 取りをしたりする 案内のやり取りを やり取りをしたり
やり取りをしたり たりする したりする したりする する
する ・第６学年～中学生 ・第６学年～友達を ・第６学年～正月や ・第６学年～入りた ・第６学年～入りた ・第６学年～将来つ
・第６学年～中学校 になったらがんば 紹介したり，入り お祭り，自分のプ い部活動や楽しみ い部活動やがんば きたい職業ややっ
で入りたい部活動 りたい部活動やな たい部活動などを ロフィールなどを たい学校行事など りたい教科などを てみたい部活動な
や将来なりたい職 りたい職業とその たずねたりする 伝えて，短い会話 をたずねる たずねる どをたずねる
業などをたずねる 理由などをたずね をする

る
○ 「話すこと［発表 」についての活動］
・第５学年～時間割 ・第５学年～月・日 ・第５学年～自己紹 ・第５学年～自己紹 ・第５学年～好きな ・第５学年～時間割 ・第５学年～自分の
や好きな行事など 付や時間割などを 介や今の気分など 介やおすすめの場 ものやほしいもの や家でする手伝い 名前や好きなもの
を話す 話す を話す 所などを話す などを話す などを話す などを話す
・第６学年～小学校 ・第６学年～学校行 ・第６学年～好きな ・第６学年～日本の ・第６学年～スポー ・第６学年～中学校 ・第６学年～将来の
の思い出や夢など 事や将来の夢など 人物や中学校生活 行事や夏休みの思 ツ選手や中学校生 でしたいことや将 夢や中学校でした
を話す を話す などを話す い出などを話す 活などを話す 来などを話す いことなどを話す
○ 「書くこと」についての活動
・第５学年～文字を ・第５学年～文字を ・第５学年～文字を ・第５学年～文字を ・第５学年～文字を ・第５学年～文字を ・第５学年～文字を
聞いて，活字体の 聞いて，活字体の 聞いて，活字体の 聞いて，活字体の 聞いて，活字体の 聞いて，活字体の 聞いて，活字体の
大文字，小文字を 大文字，小文字を 大文字，小文字を 大文字，小文字を 大文字，小文字を 大文字，小文字を 大文字，小文字を
書く 書く 書く 書く 書く 書く 書く
・第６学年～将来の ・第６学年～感謝の ・第６学年～中学校 ・第６学年～職業な ・第６学年～将来の ・第６学年～職業な ・第６学年～中学校
夢などを書く 手紙などを書く 生活に向けた思い どを書く 夢などを書く どを書く でやってみたいこ

などを書く となどを書く
○ 主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習への対応
・第５学年～友達へ ・第５学年～名刺 ・第５学年～誕生日 ・第５学年～自分の ・第５年～ほしいも ・第５学年～どこに ・第５学年～店の場



のインタビューを カードを作った や誕生日にほしい 好きな食べものや のを聞いて注文を 何があるかを伝え 所を伝えたり，友
したり，紹介カー り，自己紹介をし ものをたずねる 飲みもの，自分の 完成させたり，オ 合ったり，道案内 達の家までの道案
ド作りをしたりす て名刺交換したり 誕生日にほしいも リジナル・メニュー をしたりする 内をしたりする
る する のを伝える を考えたりする
・第６学年～宝物紹 ・第学６学年～日本 ・第６学年～道や観 ・第６学年～夏休み ・第６学年～つきた ・第６学年～思い出 ・第６学年～思い出
介カードを作った のことを紹介する 光で行くとしたら にどこに行ったか い職業やその理由 に残る行事やその の学校行事ランキ
り自分の宝物を紹 文やカードを作る どこに行きたいか や週末に楽しんだ を尋ね合う 理由を伝え合う ングや学校行事で
介したりする をたずね合う ことを伝え合う したことを書く
○ 系統的・発展的に学習できるような工夫

内容の構成・排 ・第５学年～名刺や ・第５学年～名刺交 ・第５学年～自己紹 ・第５学年～自己紹 ・第５学年～起床時 ・第５学年～誕生日 ・第５学年～好きな
列，分量等 バースデーカード 換やクラスの誕生 介，ものの数や値 介，友達や家族の 刻や自分の得意な や紹介したい国の 教科をたずねた

交換身近な人紹介 日ポスターの作成 段を伝え合った後 紹介の後に，先生 ことを伝えた後 よいところをクイ り，行きたい国に
カードの作成など などの後に，あこ に，誕生日やほし にインタビューを に，オリジナルメ ズにして出し合っ 友達を誘ったりし
の後に，四季ポス がれの人や自分の いものを伝え合う して先生を紹介す ニューを使って， た後に，自分たち た後に自分のオリ
トカードで，日本 町を紹介する る レストランのロー が考えた町の道案 ジナルランチを考
のことを紹介する ルプレイをする 内をする えて発表する
・第６学年～自分に ・第６学年～友達と ・第６学年～日本の ・第６学年～学校を ・第６学年～自分の ・第６学年～夏休み ・第６学年～自分の
ついてスピーチを の共通点を探した 祭りや夏休みの思 紹介したり夏休み 町にあるおすすめ の思い出や自分た 好きなものを伝え
したり，宝物を伝 り，自分の一日を い出を伝えた後 にしたこと，もの の場所や夏休みの ちの町のよいとこ たり自分が住む都
え合ったりした後 紹介したりした後 に，小学校の思い の様子や特徴を説 思い出を伝え合っ ろを伝え合った後 道府県を紹介した
に，夏休みや小学 に，将来の夢や中 出として楽しかっ 明したりした後 た後に，中学校で に中学校でがんば りした後に，自分
校の思い出のアル 学校でしたいこと たことを伝え合う に，小学校での思 したいことを発表 りたいことを発表 の住む地域のよさ
バムを紹介する を発表する い出を紹介する する する を発表する
○ 内容の分量
・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年

ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ96 119 157 128 118 140 136
・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年

ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ96 127 153 128 112 144 136
○ 学習意欲を高める工夫
「 「 「 「 「 」 「 「 」「 」使用上の配慮等 ・ 」や ・ 」や ・ 」 ・ 」や ・ ・ 」や ・ やLet's Chant Let's Sing Songs for Lessons Sound Chant Let's Say It Together Let's chant. Jingle Chant
「 」を 「 」を を取り上げている 「 」を や「 」 「英語の歌」を取 を取り上げているLet's Sing Let's Chant Word Chant Let's Sing
取り上げている 取り上げている ・ 」 取り上げている を取り上げている り上げている「Use & Check
・ 」等で ・ 」等で 等でコミュニケー ・ 」 ・ 」等でコ ・ 」 ・ 」等でコ「 「 「 「 「 「Small Talk Let's Try Talk to Friends Activity You can do it! Activity
コミュニケーショ コミュニケーショ ションを図る機会 等でコミュニケー ミュニケーション 等でコミュニケー ミュニケーション
ンを図る機会を設 ンを図る機会を設 を設定している ションを図る機会 を図る機会を設定 ションを図る機会 を図る機会を設定
定している 定している を設定している している を設定している している
○ 主体的に学習に取り組む工夫
・ の冒頭に ・表紙裏に ・ の冒頭に ・巻末に「 ・ の最後に ・教科書の冒頭に ・ の冒頭にUnit CAN-DO Lesson CAN-DO Lesson Lesson「
「 」や巻 マップ」や レッスンの目標 リスト 「 「ふりかえろう」 「 」 や 「 」 やOur Goal Lesson Words CAN-DO G O A L「 」 」
末に「コミュニケ の最後に「ふりか や の最後 」を設 や 巻 末 に 「 の最後に の最後にLesson & Phrases My Lesson Lesson
ーションカード」 えりをしよう」を に「 」 けている 」を設 「ふりかえろう」 「 」Check Time Word Bank Looking Back
を設けている 設けている を設けている けている を設けている を設けている
○ 使用上の便宜
・全ての児童に読み ・全ての児童に読み ・全ての児童に読み ・全ての児童に読み ・全ての児童に読み ・全ての児童に読み ・全ての児童に読み
やすいフォントや やすいフォントや やすいフォントや やすいフォントや やすいフォントや やすいフォントや やすいフォントや
識別しやすい配色 識別しやすい配色 識別しやすい配色 識別しやすい配色 識別しやすい配色 識別しやすい配色 識別しやすい配色
を用いている を用いている を用いている を用いている を用いている を用いている を用いている
○ 地域素材

指導上の配慮等 ・第５学年～身近な ・第５学年～自分が ・第６学年～自分が ・第６学年～自分た ・第５学年～名所・ ・第６学年～自分た ・第６学年～自分の
人の紹介，オリジ 住む地域の名産物 住む地域のよさを ちの町にある施設 名物マップに旭山 ちの町にある施設 住む地域の良さや
ナルタウンの道案 や自然を紹介する 伝えたり，日本各 や店，学校行事を 動物園を掲載して やそこでできるこ 理想，小学校の思
内やふるさとメニ 活動を扱い，大雪 地を紹介したりす 紹介する内容を扱 いる と，学校行事を紹 い出を発表する内
ューを注文する活 山を掲載している る文や，裏見返し い，さっぽろ雪祭 ・第６学年～自分た 介する内容があ 容を扱っている。



動を扱っている でさっぽろ雪祭り りや雪景色の写真 ちの住む町のおす り，また，さっぽ また，さっぽろ雪
を扱っている 等を取り上げてい すめの場所や自然 ろ雪祭りや北海道 祭りのイラスト等

る を紹介する活動を 地図等を取り上げ を取り上げている
扱っている ている

○ ＩＣＴの活用
・教科書にＱＲコー ・教科書にＱＲコー ・教科書にＱＲコー ・教科書にＱＲコー ・教科書の目次にＱ ・教科書にＱＲコー ・教科書にＱＲコー
ドが付いており， ドが付いており， ドが付いており， ドが付いており， Ｒコードが付いて ドが付いており， ドが付いており，
英語の音声や活動 授業で用いる映像 授業で用いるクラ 授業で学習する語 おり，授業で用い 授業で用いる音声 授業で用いる音声
の手順，海外情報 を視聴したりゲー スルーム・イング 句や表現の音声を る音声や動画など や動画などを視聴 や動画などを視聴
の映像，歌やチャ ムのコンテンツを リッシュや目標文 聞くことができる を視聴することが することができる することができる
ンツ，発音の口形 活用したりするこ を，聞くことがで できる
動画などを視聴す とができる きる
ることができる
○ 小・中連携
・ ・中学校の「読むこ ・毎レッスンに ・プロジェクト型の ・中学校での学習へ ・ 中学校に向けて ・第６学年の最後にPicture Dictionary 「 」
において中学校の と 「書くこと」 を 言語活動につなが とつながる活動 のページを用意し 中学校生活を題材」 Alphabet Corner
学習にも配慮した にスムーズに移行 設定し，アルファ るよう 習 や，２年間で学ん 中学校での学習へ に取り上げ，児童， （JUMP
語彙が収載されて できるよう，各学 ベットの読み書き 得したものを活用 だ こ と を 「 の見通しをもたせ が小学校生活とのMy
おり，小学校で学 年に「文字に慣れ が定着し，スムー する）の活動を工 」にまとめ たり，目標を設定 違いを英語の活動Book
んだことが中学校 よう ，第６学年 ズに中学校へ移行 夫し，スムーズに る活動など，スム させたりしている を通して意識する」
の学習に活用でき に「中学校へつな できるようにして 中学校へ移行でき ーズに中学校へ移 ことができるよう
るよう配慮されて げよう」を設定し いる るようにしている 行できるようにし にしている
いる ている ている
○ 目的，場面，状況に応じて，互いの考えを適切に伝え合う力の育成

Project Part Activity本市児童の学習 ・音声から文字への ・自然で身近な内容 ・年２回の ・学びのプロセスを ・学習した語句・表 ・予想してから質問 ・ 末の
の状況等 流れを重視しつつ の場面を設定し， でプレゼン 「見える化」し， 現などを実際に活 したり，伝える順 では，ペアやグTime

コミュニケーショ 英語を用いてコミ テーションを行う ， ， 用できるようなコ 番を考えて整理し ループワークを多HOP STEP JUMP
ンカードを作成 ュニケーションを 工夫がなされてい で１ユニットとし ミュニケーション たりする活動を設 く設定する工夫が
し，主体的にコミ 行う楽しさを実感 る ている 活動（各 定している なされているLesson
ュニケーションを できるようにして の ）Final Activity
図るようにしてい いる を設けている
る
○ 学習への関心・意欲を高める態度の育成
・児童が自ら読み進 ・他教科との横断的 ・他教科の学習や異 ・児童が共感できる ・さまざまな文化へ ・多様な文化や価値 ・異文化理解や他教
められるよう，異 な学習ができる活 文化理解へつなげ ストーリー性のあ の関心や理解が深 観に触れられるよ 科に関連する題材
文化情報が掲載さ 動の工夫がなされ るコラム等を工夫 る題材が設定され まる題材を扱って う配慮されている を取り上げている
れている ている している ている いる

○ 指導者への配慮
その他 ・書きやすい用紙で ・単元と対応する巻 ・インタビューなど ・小単元ごとにねら ・指導のイメージが ・ゴールまでの流れ ・ を に1 Unit 3 Part

特設ページを綴じ 末の「文字に慣れ のアクティビティ いが示され また つかみやすいよう が見える 構 区切ったり，活動， ， Unit
込み，追加のワー よう」のコーナー の１つを１５分の 構成が一定で，学 に，分かりやすい 成となっている や演習を授業の流
クシートがなくて を柔軟に組み合わ 目安で展開できる 習の流れが分かり イラストを使用し れに沿って配した
も指導できる せて授業ができる ようになっている やすくなっている ている りしている


