


子どもの心の動きを大切に
　教科としての外国語が始まります。これまでと同様に子どもたち

の思いや関心・意欲を大切に，豊かな言語活動をめざすことに変わ

りはありません。

　教育出版の教科書は，全人教育，言葉の教育としての外国語教育

であることを踏まえ，英語の知識・技能はもちろん，教育活動の土

台ともなる，友達とのあたたかいコミュニケーションを促し，学級

作りにも寄与するような授業の姿をめざしています。子どもたちの

「楽しい」「やってみたい」という心の動きを大切に，学習の見通しをもち，意欲的に取

り組める活動をたくさん設定するとともに，気づき，考えを深める場面も随所に盛り

込みました。言葉の教育としての授業の実現をめざし，先生方にも使いやすく，子ど

もたちも笑顔になれる，外国語科の授業をお手伝いしたいと考えています。
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英語を通した新しい世界との出合い，先生や友達とのコミュニケーションを通し
て，世界がひとつであることを感じながら，教室が子どもたちの笑顔でいっぱい
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新しい外国語の授業が始まります 『Let’s	Try!』	『We	Can!』から
スムーズに移行できるので安心ONE	WORLD	Smilesは…

これまでの高学年の「外国語活動」が「外国語科」となり，以下のように変わります。

ONE WORLD Smilesは，現場で使われてきた『Let’s Try!』『We Can!』 の
単元構成や単元の流れ，指導手順を踏まえ，スムーズに移行できるようにしています。

　小学校の段階から外国語にふれることが，母語を含めた言語能力の育成に有益だと言われ
ています。そして，小学校でのこれまでの外国語活動のおかげで，日本の子どもたちは英語
を「使う」ことを恐れず，楽しむようになってきました。コミュニケーションの場面や必然性
を大切にした小学校の外国語教育が教科としてスタートすることは，英語教育を大きく改革
していくことになると考えています。
　小学校の先生の授業を見ていると，子どもたちの興味・関心に合わせた活動作りや指導が
非常に上手だと感じます。子どもの心をつかんでいる小学校の先生だからこそ，意味のある
場面設定ができるのでしょう。ONE WORLD Smilesは，コミュニケーションの楽しさと
英語を学ぶ意味を感じさせる授業ができる教科書です。小学校の授業が，中学校での学び，
そしてその先へとつながっていくことを楽しみにしています。

教科化のポイント

小学校が変えていく英語教育

3，4年生で各35時間，計70時間の「外国語活動」を実施した上で，
5，6年生で年間70時間の「外国語」の授業を行います。

▶年間70時間になる

これまでの「聞くこと」「話すこと」から発展し，「聞くこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」
「読むこと」「書くこと」の５領域の言語活動を行います。 ➡ 関連ページ p. 6-7, 23, 24-25

▶4技能・5領域の指導を行う

他教科と同様に観点別評価が行われ，評定がつきます。評価の観点は「知識・技能」「思考・判断・
表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」の３つです。 ➡ 関連ページ p. 9, 15, 23

▶評定がつく

『Let＇s Try! 1, 2』（中学年「外国語活動」用教材）

大判で見やすいAB判，各118，112ページ

編集顧問
松本  茂

（立教大学教授）

撮影・藤田浩司

▶主体的に学べるよう，目標を明示し，ふりかえりコーナーを設置  p. 8-9
▶音声と文字をやさしく学べるコーナー  p. 16-17
▶身近なことから地域，国内，海外へとテーマが広がる単元構成  p. 36-37
▶絵カード，自己表現のためのワークシート，活動用シールなど豊富な付録  p. 22-23

『We Can!』の良さを
さらに生かした工夫

『We Can! 1, 2』 （高学年移行措置用教材）

▶『We Can!』と同じ９単元
▶『We Can!』をベースにした語彙・表現，文構造　
　（5年で513語，6年で262語，計775語。人名・
　都市名を除くと752語。）
▶インプットからアウトプットへ，
　単元の流れも『We Can!』と同様

ココが同じ

5年　Let＇s Start Together 4 （p. 12-13）

アルファベット探しなど，
中学年の学習内容を

楽しく復習できる単元前のコーナー

多彩な活動に
役立つ巻末付録
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1ポイント

楽しく学べて力がつきます
1 やさしい活動から入って，バランスよく力を育めます
2 目標がわかるから，進んで学べます
3 学校生活に合った活動だから，楽しく学べます

　言葉を学び続けていくには「できる」「楽しい」と思えることが大切です。

　各単元の活動は，やさしく無理のないインプットから，徐々に発信へとつ

なげ，バランスよく力を育めるよう配慮しました。

　子どもが自ら知識・技能を活用しようとする「主体的な学び」を実現するた

めに，ONE WORLD Smilesは，やさしく楽しく，実生活で生きて働くコミュ

ニケーションの場面をたくさん設定し，子どもたちの「やってみたい」気持ち

を高めます。

5年表紙●新しい世界，新しい学びへの始まりです。
　　　　  わくわくしながら冒険へ向かう子どもたちをイメージしています。

表紙絵：とろっち　http://www7b.biglobe.ne.jp/~altamira/index.html 
書籍の装画を中心に，CDジャケットのイラストなどを手がけている。4 5



聞く活動，口慣らしの活動を主に行います。
2見開き目（1時間配当）　

聞いたり話したりする活動を主に行います。
3見開き目（2時間配当）　

単元の目標活動を行います。
4見開き目（2時間配当）　

音声と文字のコーナー，復習とふりかえりのコーナーです。
5見開き目（1時間配当）　

11 やさしい活動から入って，バラ ンスよく力を育めます
映像を見る活動から入り，順序を踏んで，少しずつ発信活動へ

1ポイント 楽しく学べて力がつきます

各単元の流れは，『We Can!』と同様です。映像を見て概要をとらえ，聞いて，慣れ親しむ活動から，
徐々に発信活動へつなげます。単元ごとの大まかな流れも一定にしています。

５年Lesson 1（p. 16-17） ５年Lesson 1（p. 18-19） ５年Lesson 1（p. 20-21） ５年Lesson 1（p. 22-23）

映像を見て内容をとらえる

口慣らしをする

考える

聞く

やり取りをする

読む・書く

やり取りや発表による発信活動を行う

音声と文字のつながりを学ぶ
復習・自己評価をする

まずは単元の目標を意識させます。映像を見て，
内容をとらえる活動を行います。

１見開き目（1時間配当）　

５年Lesson 1「自己しょうかいしよう」（p. 14-15）

※１単元は基本的に7時間配当です。

『まなびリンク』マーク最終 4C

単元の大まかな流れ

Let’s Watch

Let’s Think

Let’s Listen

Activity

Final Activity

Let’s Sing

Let’s Say It Together

Let’s Read and Write

Sounds and Letters

Review

Lessonをふりかえろう

冒頭のLet＇s Watchの映像は指導書および
指導者用デジタル教科書に収録しています。

授業で扱う動画の一部や音声
を，ウェブサイトで視聴でき
ます（p. 31参照）。

※『We Can!』のLet's Chant
　にあたります

※5年の一部，6年全単元で設定
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22 目標がわかるから，進んで学べ ます
わくわくする活動の設定で，主体的な学びを実現

1ポイント 楽しく学べて力がつきます

児童が学習の見通しをもって学べるよう，目標を明示しています。わくわくしながら取り組める必然性
のある活動の設定とふりかえり表を通して，主体的な学びを実現します。

目標の提示からふりかえりまで

5年Lesson 3「夢の時間わりをつくろう」（p. 34-43）

5年巻末シール（1枚目）

ぼくが
ナビゲート

するよネコのキャラクターが
目標を紹介。

単元末で，①「知識・技能」②「思考力・
判断力・表現力等」③「主体的に学習に取
り組む態度」の３つの観点に沿って達成
度を確認。次の学習へつなげます。

さまざまな活動を積み重ねて，
単元目標を実践する最終活動
Final Activityへ。

目標活動に向けて，新出表現を
口慣らしします。

コミュニケーションや，言語・
文化について思考を促すコー
ナー。

シールを
使った
楽しい
活動も。

「よくできた」は3まい，「できた」は2まい，
「もう少し」は1まいクローバーの葉をぬろう。

①

②

③
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６年の例 他教科・他分野と連携が図れる以下のようなテーマ・教材があります。

33 学校生活に合った活動だから，楽しく学べます
学級作りにつながる活動や他教科の学びが生かせる活動

1ポイント 楽しく学べて力がつきます

学校生活に合った活動やテーマを多く取り入れることで，楽しく学べ，仲間作り，学級作りにもつなが
るように配慮しました。他教科で学んだ要素を英語学習に生かせる内容もたくさん盛り込んでいます。

５年の学習内容と，学校生活・他教科との関わり

Welcome to Japan 名所・名物マップ ……………………▶p.72 〜 75

目的地への行き方を伝えよう
8
Lesson Where is the station?

p.92

友達になってみたい人をしょうかいしよう
9
Lesson This is my dream friend.

p.102

Let’s Read and Act 2 A Good Idea! ……▶p.90

Let’s Look at the World 2  ………………▶p.91

行ってみたい都道府県を伝えよう
6
Lesson Where do you want to go?

p.66

オリジナル・メニューをつくろう
7
Lesson I’d like a pizza.

p.80

Let’s Enjoy the Music ………………………▶p.118

ローマ字表（ヘボン式）巻
か ん

末
ま つ

資
し

料
りょう

Classroom English …………………………▶p.4

5 年生の英語の学習が始まるよ ………………▶p.5

Let’s Start Together ………………………▶p.6

Let’s Read and Act 1 大事なことを覚えておこう ……▶p.44

Let’s Look at the World 1  ……………………………▶p.45

たんじょう日カレンダーをつくろう
2
Lesson When is your birthday?

p.24

自
じ

己
こ

しょうかいしよう
1

Lesson Nice to meet you.
p.14

自由な一日の過
す

ごし方を伝えよう
4
Lesson This is my dream day.

p.46

みんなの「できること」を集めよう
5
Lesson I can run fast.

p.56

夢
ゆ め

の時間わりをつくろう
3
Lesson I have P.E. on Monday.

p.34

１年間の目標と，コ
ミュニケーションで
大切にしたいことを
確認します。

社会科の「都道府県
の学習」と連携が図
れます。

「はしの上のおおかみ」
「アメリカ手話の紹介」 「親切」をテーマにし

た道徳の定番教材の
読み物です。

自尊感情を高める自
己表現活動を行いま
す。

音楽科と連携が図れ
ます。

国語科と連携が図れ
ます。

メニュー作りや世界
の料理を題材にして
おり，家庭科と連携
が図れます。

学級作りと連携を
図れます。

家庭での役割を題材
にしています。

個性を生かした自己
表現活動を行います。

学校のルールや避難
時の合言葉等を扱い
ます。

「できること」を表現
する活動を通して自
尊感情を高めます。

２
学
期

２
学
期

３
学
期

Lesson 2 ……「おすすめの場所」（自分たちの住む地域を紹介）
Lesson 3  ……「好きな日本の文化」（我が国の文化への気づき）
Let’s Read and Act① A Great Idea! …「およげないりすさん」（道徳の定番教材）
Lesson 6  ……「世界で活やくするスポーツ選手」（オリンピック・パラリンピック教育）

Let’s Read and Act ②The Letter…（お手がみ）（国語の定番教材）
Lesson 8  ……「将来の夢」（キャリア教育）
Lesson 9 ……「あこがれの中学校生活」（中学校への期待）

カリキュラム・
マネジメントにも対応
教科横断的な内容も盛
り込み，特別活動，学
校行事などとの関連を
図った指導計画が立て
やすい教材配列にして
います。

後 

期

１
学
期

前 

期

10 11



2ポイント

先生が指導しやすい
教科書です
1 活動をイメージしやすく，評価もしやすい紙面です
2 音声と文字をやさしく指導できます
3 気づきと関わり合いを大切にした教科書です

　指導がしやすい英語の教科書であることは，先生にとっても

児童にとってもたいへん重要なことと考えています。先生がイ

メージしすく，わかりやすく授業を進められるように，紙面や

コーナー，活動に工夫をこらしました。

　特に新しい「音声」と「文字」の指導については，コーナーを独

立させ，音声教材を使いながらやさしく指導ができるようにし

ました。

　さらに，小学校の先生が大切にしている「気づき」や「関わり合

い」を大切にし，学級作りにも寄与する，安心して使える教科書

になるよう心がけました。

６年表紙●子どもたちの頭上に浮かぶ浮島にさまざまな世界遺産を描きました。
　　　　　「ONE WORLD―ひとつの世界」をイメージしています。12 13



11 活動をイメージしやすく，評価 もしやすい紙面です
わかりやすいイラストを多用，授業を通した評価もしやすく

2ポイント 先生が指導しやすい教科書です

指導のイメージがつかみやすいように，活動の様子を表現したわかりやすいイラストを使用しています。
また，指導と評価の一体化をめざし，授業を進めながら評価がしやすい工夫をしています。

イラストで伝わる活動紹介 授業を通しての評価もしやすく

やり取りや発表の様子が，先生
にも子どもたちにも伝わりやす
いイラストで示しています。

英語を使う必然性を感じられる
ように，伝える相手として，外
国人の方の姿を載せています。

5年Lesson 2「たんじょう日カレンダーをつくろう」（p. 30）

5年　単元前（p. 5）

5年Lesson 4 「自由な一日の過ごし方を伝えよう」(p. 47, 55)

線をつなぐ，記入するなど書き
込み式の活動を多く設置。児童
の取り組みや理解度の見取りに
役立ちます。

５年Lesson 3「夢の時間わりをつくろう」（p. 36）６年Lesson 5「行きたい国」（p. 61）

５年の４単元 , ６年の全単元で，自己表
現のためのワークシートを巻末に収録
しています。

学年の目標を冒頭に掲示。各単元初めの
目標と，単元末の3観点についての「ふり
かえり表」で，子どもたちとめざす姿を共
有しながら，評価が行えます。
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22 音声と文字をやさしく指導でき ます
短時間学習でも扱える，少しずつ慣れ親しめる

2ポイント 先生が指導しやすい教科書です

アルファベットの文字を丁寧に学ぶ　The Alphabet 

アルファベットの音と文字を少しずつ学ぶ　ジングルコーナー

音声と文字への気づきを促す　Sounds and Letters

常に参照できる　アルファベット表とローマ字表

5年生前半では，復習も兼ねて，
アルファベットの文字の読み方と
形，書き方を丁寧に扱います。

5年Lesson 2 「たんじょう日カレンダーをつくろう」（p. 32）

5年Lesson 1「自己しょうかいをしよう」（p. 16-17）

5年Lesson 1 「自己しょうかいしよう」（p. 23）

各学年の導入単元のパノラマ
絵「Let＇s Start Together」や
巻末のアルファベット・ジン
グルとも連動しています。

授業中にいつでも参照できる
よう，折り込みにアルファベッ
ト表とローマ字表を付けてい
ます。

5年Lesson 3 「夢の時間わりをつくろう」（p. 42）

「読むこと」についての子どもの負担に配慮し，紙面に掲載する文字量を抑えています。各単元末に音声
と文字のコーナーを設け，短時間学習なども使って，文字に少しずつ慣れ親しめるようにしました。

共通する
音は何かな？

５年生Lesson 3からは，日本語と
英語の音声の聞き比べ，まぎらわし
い発音の聞き分けなど、クイズ感覚
の活動で気づきを促します。
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33 気づきと関わり合いを大切にし た教科書です
関わり合いの中で，自尊感情を高め，対話的で深い学びを実現

2ポイント 先生が指導しやすい教科書です

気づきと思考を促すLet’s Thinkコーナー 自尊感情を高め，クラス全体で取り組む学級活動へ　

『We Can!』をさらに深めて，「考えてみよう」の活動を設置しました。「聞き方」やリアクションの表現を扱うなか，言語や文化，
コミュニケーションなどについて，気づきや思考を促す問いを設置し，考えを深める機会としています。

ペアやグループで取り組むコミュニケーション活動，協力し合いながらの活動をたくさん盛り込みました。自分との共通点や
違い，友達の良い点に気づきながら，自尊感情を高めることや他者理解へとつながります。

６年Lesson 6「世界で活やくするスポーツ選手」（p. 68）

５年Lesson 5「みんなの『できること』を集めよう」(p. 63)
※６年Lesson 8「将来の夢」では，クラスみんなの「夢の気球」を作る活動があります (p. 91)

６年 Lesson 8「将来の夢」（p. 89）

キャリア教育の視点から，ス
ポーツ選手を支えるさまざま
な職業に気づかせます。

各ワークシートをまとめ，ク
ラス全体の「できることの木」
を作成する提案です。自尊感
情を高め，クラスのよりよい
人間関係作りを促します。

コミュニケーションへの気づきを促し，学んだ知識や技能を生かしながら，思考や関わり合いが深まる
活動を設定しています。相手に配慮しながら，よりよい対話を作り上げる姿勢を培います。

聞き手としての姿勢やリアク
ションを大切に，コミュニケー
ションを行えるように配慮し
ています。

５年　巻末ワークシート①
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3ポイント

「英語が好き」を育てる教科書です
1 「やってみたい」と思えるしかけがあります
2 「英語でわかった」を実感できます
3  英語を通して世界とつながります
4 「英語が好き」を中学校へつなげます

　教科となる英語の授業においては，楽しいだけでなく，子どもたちが自信

をもって「わかった！」「できた！」と思えるものにしていくことが求められる

でしょう。

　ONE WORLD Smilesでは，子どもたちが楽しく学びながら英語の力をつ

けると同時に，達成感をもたせ，中学校以降も，「もっと英語でコミュニケー

ションを取ってみたい」と思うようなさまざまな工夫をしました。

Welcome to ONE  WORLD Smiles!Welcome to ONE  WORLD Smiles!
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11「やってみたい」と思えるしかけ があります
名所・名物マップにシールなど，「わくわく」がいっぱい

3ポイント 「英語が好き」を育てる教科書です

子どもたちが思わず言いたくなる，やってみたくなるような，表現意欲を高める教材や活動をたくさん
設定しています。

農産物や世界遺産を含む，各都道府県の名所・名物を英語で紹介 シールを使って友達のためのメニューを作成

達成感をもたせ，表現意欲を高めるワークシート

ながめるだけでも楽しいマップを使っ
て，3ヒントクイズを作り，友達と楽
しいやり取りをすることができます。

友達に好きなトッピングを聞いてシー
ルを貼り，注文されたメニューを完成
させます。

２年間を通して少しずつ，自分の思い
やアイディアを「書いて表現すること」
に取り組みます。達成感，自尊感情に
つながり，さらなる表現意欲を高めま
す。成果物として先生の評価も助けま
す。

Welcome to Japan 名所・名物マップ
（5年 Lesson 6 折り込み）

5年Lesson 6「行ってみたい都道府県を伝えよう」（p. 71-75）

5年Lesson 7「オリジナル・メニューをつくろう」（p. 84）　

5年 巻末ワークシート③ 6年 巻末ワークシート① 6年 巻末ワークシート⑧

5年 巻末シール (1枚目 )
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22「英語でわかった」を実感できま す
知っている内容だから，「わかった」「できた」気持ちに

3ポイント 「英語が好き」を育てる教科書です

道徳で学習したお話を素材にした読みもの 国語で味わった物語を素材にした読みもの 

社会科の地図記号の学習を生かした活動

道徳教科書（低学年）の定番教材を取
り上げました。知っているお話だから，

「わかった」「もっと読んでみたい」気持
ちにつながります。ロールプレイや劇
などもおすすめです。

3年生の社会科で扱う地図記号の学習
を活用しつつ行う，書き写しの活動で
す。書き写しにとどまらず，地図を紹
介するやり取りへ展開することもでき
ます。

国語教科書（低学年）の定番教材「お
手がみ」を掲載。心あたたまるお話を
やさしい英語で聞いて楽しみ，「英語を
読む」ことへの意欲を高めます。

6年Let＇s Read and Act ❶ A Great Idea!（p. 42） 原作「およげないりすさん」

5年Let＇s Read and Act ❷  A Good Idea! （p. 90）
 原作「はしの上のおおかみ」

6年Let＇s Read and Act ❷ The Letter （p. 82-85）   国語教材名「お手がみ」

5年Lesson 8「目的地への行き方を伝えよう」 (p. 98)

「読むこと」「書くこと」への負担感に配慮し，他教科で学習した教材や内容を盛り込みました。知ってい
る内容だから安心感をもって取り組むことができ，「わかった」「できた」という達成感をもたせられます。
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33 英語を通して世界とつながりま す
英語で表現し，世界に発信したくなる思いを育てる活動と教材

3ポイント 「英語が好き」を育てる教科書です

自己表現の意欲を高める場面と活動 国際理解コーナー Let’s Look at the World 

海外の子どもたちからのメッセージ

自分の住む地域や日本の良いところの
紹介，好きなスポーツ選手の紹介など，
世界に発信したくなる活動を設定して
います。

海外の子どもたちからの英語でのメッ
セージを掲載。「何て書いてあるのか
な」と，文字と「読むこと」への関心を
高めます。

自分の考えやアイディアなどを英語で「伝えたい」「発信したい」と思える活動をたくさん設定しています。
世界とのつながりを感じられるページ，国際理解につながるコーナーも設けました。

6年Lesson 3「好きな日本の文化」 （p. 38-39） 

5年 Let＇s Look at the World❶ 世界の学校の様子を
見てみよう。 （p. 45）

5年Let＇s Look at the World❷ アメリカの手話を見てみよう。（p. 91）6年Lesson 6「世界で活やくするスポーツ選手」 （p. 70-71） 

5年　表見返しより

５年では海外の学校の様子や手話を，
６年では外来語，絶滅危惧種をテーマ
にした内容を紹介。言語や文化，世界
とのつながりへの気づきを促します。
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44「英語が好き」を中学校につなげ ます
「英語を使うことが楽しい」という気持ちを大切に，中学校へ

3ポイント 「英語が好き」を育てる教科書です

文構造への意識を段階的に育む活動 中学校での自己紹介にも役立つMy Book

6年Lesson 7-9の単元末では，文法用語
を使わずに，学んできた要素を組み合わ
せて，文構造への気づきを促せる活動を
設けています。

英語で表現できたことやコミュニケーションを取ることができたことの喜びをもとに，中学校でももっ
と学びたい・使ってみたいと思えるような活動を用意しました。

6年Lesson 9 (p. 101)

6年 巻末シート  My Book作成例　

6年Lesson 9「あこがれの中学校生活」 （p. 93） 

　小学校では，さまざまな言語活動を通して，英語の音声や基本的な表現を聞いたり言った
りしながら，慣れていくことが大切です。そのような活動を通して，少しずつ使える表現が
増え，英語の語順がなんとなくわかってきた，という姿が望ましいと思います。
　慣れ親しんできた英語の表現と同じルールで言葉を並べたら，英文を正しく作れるように
なっていれば，児童の達成感も高まるでしょう。小学校段階では文法についての明示的な指
導はしませんが，中学校の授業に自信をもって入れるよう，本教科書では活動を通して，英
語の文構造への気づきを促したり，意識づけを図ったりする機会を設けています。小学校で
のこのような活動が土台となって，中学校での確かな学びへつながることを期待しています。

小学校での学びを中学校につなげるために
代表著者  本多敏幸（東京都千代田区立九段中等教育学校 指導教諭）

イラストとともに，１文ずつ書
き込んで作成します。

小学校での外国語活動・外国語（英語）で学んでき
たことの集大成として，6年Lesson 9の最後には，
My Bookを作成。「好きなこと」「できること」など，
１ページに１文ずつ書いて完成させます。最後の評
価に役立つだけでなく，中学校での自己紹介の授業
にもご活用いただけます。
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読んだり書いたりしてみよう Read
and Write歌ってみよう Sing

映
えい

像
ぞう

を見てみようWatch

言ってみよう Say It
Together
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考えてみようThink

聞いてみよう Listen

教
科
書
で
行
う
主
な
活
動

発表してみようActivity

学習に役立つ情
じょう

報
ほ う

をウェブサイト
で見ることができます。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/eigo/5.html
『まなびリンク』マーク最終 4C

学習者の立場から，さまざまな側面で工夫を施しています。

学習を支えるさまざまな配慮 家庭学習を支援する「まなびリンク」

▶カラー・ユニバーサル・デザイン（CUD）への配慮
　色覚の個人差を問わず，識別しやすい配色を用いて，だれにとっても学習しやすい紙面に
なるよう工夫しました。専門機関による審査を受け，認証マークを取得しています。

▶特別なフォントを独自に開発
　書くときのアルファベットに近い形状のフォントを開発し，教科書全体で使用しています。４線の上
下幅は，4：5：4とし，市販の英語練習ノートに近く，書く練習もしやすい比率としました。日本語のフォ
ントについても，特別支援の観点で読みやすいユニバーサルデザイン・フォントを用いています。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

▶人権上の配慮
　教材内容や挿絵で，性別や人種の偏りが出ないように努めました。使用する用語や表現については，
人権に十分配慮したものにしています。

▶「パラリンアート」®を支援
　障がい者アーティストの描いた絵を掲載し，「パラリンアート」の活動を応援しています。

▶環境面での配慮
　環境にやさしい再生紙と植物油インキを使用しています。

▶文書の改行位置を工夫
　文章の改行位置を工夫し，内容を理解しやすくしています。

Lesson 6をふりかえろう

● オリンピック・パラリンピックの競技名を，
　 聞いたり言ったりすることができた。

● スポーツ選手をしょうかいする表現を知って，
　 聞いたり言ったりすることができた。

● シートをつくって，好きなスポーツ選手について
　 しょうかいすることができた。

● 世界で活やくするスポーツ選手をわかりやすく伝えようとしたり，
　 さまざまな選手について知ろうとしたりした。

QRコードやURLからアクセスする，無料のウェブコンテンツです。授業で扱う動画や音声
などを何度も視聴でき，児童の「もっと聞きたい・学びたい」に応えます。
※授業前に児童がアクセスしてもご指導に差し支えのない内容を提供しています。

５年 目次 (p. 3)

単元導入コーナーの動
画（一部）です。

レッスンにより，巻末
ワークシートや絵カー
ドのデータをPDFで用
意。下書きをするのに
も使えるほか，紛失し
た場合の対応も容易に
なります。

歌のコーナーや，音楽
を使った表現の口慣ら
しコーナーの音声です。
何度も繰り返し聞いて
慣れ親しめます。

書いたり発表したりす
る単元末の活動の作文
例や発表例の音源もあ
ります。

QRコードやURLを使って，
教科書の「まなびリンク」

サイトにジャンプ！

主な活動に必要な語彙・
表現の音声を聞くこと
ができます。
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各コーナーのポイント，音声スクリプトから各単元の指導案，評価方法までをカバーする
指導書を，用途に合わせた分冊形式でご用意いたします。

Teacher’s Manual セット 3分冊＋CD-ROM + DVD + CD

教師用指導書で授業を支援（発行予定内容）

▶授業編
　教科書縮刷，各レッスン指導のポイント，各コーナー趣旨と解答・回答例，音声スクリプト，QRコー
ド，DVD編および音声CD編との関連メモ等。分売あり。

▶指導・評価編（CD-ROM付き）

　年間指導計画案，評価基準，各単元の指導案例，ティーム・ティーチングの際の注意点，評価方法例等。
添付CD-ROMには，年間指導計画案・評価規準や，教科書巻末および「まなびリンク」に掲載の絵カード
やワークシートのデータ，ワークシート編掲載の“プラスαワークシート”のデータ等を収録します。

▶ワークシート編
　さらに学習を深める“プラスαワークシート”を掲載します。
　（1） 別売品の児童用「ワークブック（4色刷り）」（p. 35参照）に収録する内容を掲載（1色刷り）。
　（2） 書く機会を豊富に提供する補充用ワークシート。

▶DVD編
　Let’s Watch，Final Activity，歌・チャンツのアニメ等の映像データを収録します。
　・英語での授業の導入やSmall Talkにもご活用いただけるモデル動画もご用意しています。ALTの来　

校がない時や短時間学習でもご活用いただけます。〈開発：株式会社リンク・インタラック〉

▶音声CD編
　各コーナーの音源のほか，評価テストの音源等を収録します。

５年Lesson 1
Nice to meet you.   自己しょうかいしよう 単元名

４.関連する学習指導要領における領域別目標

聞くこと
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。 

読むこと 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。 

話すこと
(発表）

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。 

５.単元計画（７時間）

１. 単元目標  
　あなたのことを友達に知ってもらおう

３.言語材料 （下線は新出表現） 
　○Hello, I＇m (Ayaka).  Please call me (Aya).  Nice to meet you.  My name is (Keita).  How 

do you spell your name?  (M-I-K-A, Mika).  
　　Do you like (yellow)?  Yes, I do./No, I don＇t.  I [like / don＇t like] (yellow).  What (sport) do 

you like?  I like (baseball) very much.  I have (a glove).  I want (a bat).   I see.  Me, too.  
Really?

　○nice, to, meet, spell, your, new, very, much, everyone, frogs, green peppers, badminton, 
chocolate, name, animal, shoes, T-shirt, apple, ant, banana, bear, carrot, cat 

[既出 ] 挨拶・自己紹介，活字体（大文字，小文字），色，動物，スポーツ，野菜

時 目標（◆）と主な活動（【 】, ○） 【 】＝誌面化されている活動 ◎評価の観点<方法> 

1 ◆好きなものを聞きとることができる。

 ○Small Talk：自己紹介，名前，好きなもの・嫌いなもの
○歌 Hello Song （４年 Let＇s Try!2, Unit 2）
○挨拶をし合おう。
・教室内を歩いて回り，ペアになり名前を言って挨拶をする。  
○外国語科の学習について知る。
・p.23の「Lesson 1をふりかえろう」を見せながら，指導者が読み上げて，こ
のLessonが終わった時点でできるようになりたいことをイメージさせる。

【Let’s Watch】 p.14  
・登場人物の自己紹介映像を視聴し，分かったことを発表する。  

◎好きなものを聞きとってい
る。
<行動観察・振り返りカード点
検>  

２. 単元末の自己評価の観点
 ・自分の名前や，好きなものの伝え方を知って，言うことができた。（知識及び技能）
 ・アルファベットの大文字を知って，聞いたり読んだりすることができた。（知識及び技能）
 ・自分のことをわかりやすくしょうかいするスピーチができた。（思考力，判断力，表現力等）
 ・聞いている人にわかりやすく話そうとしたり，相手の話をよく聞こうとしたりした。（学びに向かう力，

人間性等）

【Let＇s Sing】 p.14  
・歌ABC Song
・p.14やデジタル教材を見せながらABC Song1を聞かせる。
・ABC Song2を聞かせる。
・指導者の好きなものを予想して，What ~ do you like? と指導者に尋ね，自
分の予想が当たっているかを確かめる。

2 ◆何が好きか・嫌いかを聞き取ることができる 

○Small Talk : 名前のスペル  
○歌 ABC Song 1, 2

【Let＇s Watch】 p.14 
・前回と同じ自己紹介映像を視聴し，内容をふりかえる。
○自分の名前の文字を確かめよう。（訓令式ローマ字とヘボン式ローマ字のちが
い）

【Let＇s Think 1】 p.15 
・自分が自己紹介するとしたら，伝えてみたいことを考えさせる。
【Let＇s Listen 1】 p.16
・好きなものについての自己紹介を聞いて，誰が何を好きか・嫌いかを聞き取り，
教科書誌面上に指を合わせる。

◎好きなもの・嫌いなものを
聞き取っている。<行動観察・
記述分析・振り返りカード点
検> 

3 ◆何が好きか・ほしいかを聞き取ることができる。

○Small Talk：好きな色・食べ物・スポーツ 
【Let＇s Listen 2】 p.17 
・好きなスポーツについての対話を聞いて，好きなスポーツとほしいものにつ
いて聞き取り，誌面上に記入する。
・自分が好きなスポーツ（＋ほしいもの）について，巻末の My Word Bank
（p.112）を参考に言ってみる。

◎好きなスポーツやほしいも
のを聞きとっている。<行動観
察・記述分析・振り返りカー
ド点検>

4 ◆何が好きかを尋ねたり答えたりできる。 

○Small Talk：好きなテレビ番組
【Let＇s Say It Together】p.17 
・What color do you like? チャンツ
【Let’s Think 2】 p.18   
・相手の言ったことに対して反応する言い回しを導入する。 
【Activity 1】p.18  
・好きなこと・ものについて，友だちとインタビューし合おう。基本のやり取
りのかたちを導入する。 
○歌 ABC Song 1, 2

【The Alphabet 1】 p.22
３．線つなぎ（アルファベット順）
４．線つなぎ（音声を聞いてたどる）

◎何が好きかを尋ねたり答え
たりしている。<行動観察・記
述分析>

◎アルファベットの音声を聞
き取って，正しく線つなぎを
している。<行動観察・振り返
りカード点検>
 

5 ◆活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音できる。自分の名前を表す文字を答えることができる。

○自分の名前を表す文字についての質問に答える。 
○歌 ABC Song 1, 2

【Activity 2】 p.19
・p.14の４線上のアルファベットを見ながら，大文字の名称を確認する。
・p.19を見ながら，Mikaの例の対話を聞き，ローマ字表記について確認する。
・①〜④の対話を聞き取り，キーボード上のアルファベットを指さす。
・ペアワーク
【The Alphabet 1】 p.21
１．写真とローマ字の線つなぎをし，ヘボン式ローマ字への意識を高める。

◎活字体で書かれた文字を識
別し，反応している。<行動観
察・振り返りカード点検> 

●本単元の目標が「あなたのことを友達に知っ
てもらおう」であることを伝える。そのため
に，さまざまな活動を行うことを伝える。

●場面は英語を使う必然性のある，さまざまな
肌の色の子どもたちが在籍する５年生のクラ
スを想定している。教室内で英語を使う必然
性が生じるクラスとした。

●子どもたちがそれぞれ，自分の名前やニック
ネームを伝え，挨拶をしているところ。映像
では４つのペアによる自己紹介のシーンが出
てくる。視聴を通し，自分も同じように自己
紹介したい，新しい友達と仲良くなりたいと
いう思いを持たせたい。通して視聴した後，
１シーンずつ視聴させ，どんなことがわかっ
たかを発表させる。

●イラスト上には，登場する子どもたちの名前
またはニックネームを掲載している。出身等
の想定は以下の通り。

　Sho (Shoichi), Aya (Ayaka)
　Keita, Miyu ：日本人 
　Tom (Thomas)：アメリカ出身
　Elly：フィリピン出身
　Dan :ブラジル出身
　Hanna:　フィンランド出身

●ベーシックなアルファベット・ソング1と別
曲2が収録されている。１は，DVD（指導書
付属）や指導者用デジタル教科書で，１文字
ずつ順次拡大されるアニメーションを視聴で
きる。文字の形に意識を向けさせながら歌わ
せるとよい。２は，アップテンポで，中盤に，
後についてアルファベットを順に言うパート
がある。曲を聞きながらp. 14に掲載されて
いる文字を指で追わせた後で，中盤のパート
だけ声を出させてもよい。

【ABC Song 1 歌詞】
ABCDEFG　HIJKLMN 
OPQRSTU　VW, and XYZ
ABCDEFG, I can sing my ABC.

【ABC Song 2 歌詞】
ABCDEFG HIJKLMN
OPQRSTU VWXYZ　×２回
A (A), B (B), C (C), D (D), E (E), F (F), 
G (G), H (H), I (I), J (J), K (K), L (L), M (M), 
N (N), O (O), P (P),Q (Q), R (R), S (S), T 
(T), U (U), V (V), W (W), X (X), Y (Y), Z (Z)  
ABCDEFG HIJKLMN
OPQRSTU VWXYZ　VXXYZ

①Tom: Hello, I＇m Thomas.  Nice to meet 

you. Please call me Tom.

Ayaka: Hello, Tom.  Nice to meet you, 

too.  I＇m  Ayaka.  Please call me Aya.

②Elly: I＇m Elly.  Nice to meet you.

Sho: Hi, I＇m Shoichi.  Nice to meet you, 

too.

Elly: Shoichi?  How do you spell your 

name?

Sho: S-H-O-I-C-H-I.  Shoichi.  Please 

call me Sho.

③Hanna: Hello, I＇m Hanna.  Nice to meet 

you.
Keita: Hello, my name is Keita.  Nice to meet you, too.  Hana?  

自己紹介の動画を視聴し，聞き取れたこと
や，わかったことを発表する。

音楽に合わせて歌う。

Let’s Watch Let’s Sing : ABC Song 1, 2 

●Let’s Watch  スクリプト　

Chapter 15
DVD

Chapter 2-3
DVD

1-track 30-33
CD

1-track 34-37
CD

How do you spell your name?

Hanna: H-A-N-N-A.  Hanna.

Keita: Oh, I see. Your jacket is nice.  Do 

you like purple? 

Hanna: Yes.  I like purple.  

Keita: Me, too!  

④ Miyu: Hi, my name is Miyu.  Nice to 

meet you. 

Dan: Mew?  How do you spell your 

name? 

Miyu: M-I-Y-U.  Miyu. 

Dan: Oh, I see.  I＇m Daniel.  Please call 

me Dan. Nice to meet you, too. Your vest 

is nice.  Do you like yellow?

Miyu: Yes, I do.  I like yellow.  

Dan: Me, too!  I want a yellow jacket.

自己紹介でどんなことを伝えたいか考える。

Let’s Think

●Let＇s Watchで聞こえた情報を参考に，単
元の最終活動Final Activityを見据えて，自
分が自己紹介する場合にどんなことを伝えた
いか，考える機会をもつ。また，自己紹介す
るときに大切なこともあわせて考えさせたい

（表情や視線，ジェスチャー，声の大きさな
ど）。

　※指導者用デジタル教科書（教材）をご購入いただくと，より効果的にご指導いただくことができます。
　※これらの商品は企画中のため，内容・仕様等は変更することがあります。

Let＇s Watch動画 ALTによるモデル動画

●「先生の好きなものクイズ」を提案し，表現を
練習することを伝える。

●What⋮do you like? I like⋮のやり取りの
練習を行う。児童が繰り返すパートがあるの
で，よく聞いて，後について言ってみるよう
に促す。

●練習した表現を使って児童が先生に好きなも
のを尋ねる。先に予想させるようにする。

●チャンツのカラオケを使って，各自が自分の
ことを答えるようにしてもよい。

【What color do you like? スクリプト】
What color do you like? －I like yellow.  
What sport do you like? －I like tennis.   
What animal do you like? －I like dogs.  
What vegetable do you like? － I  like 
onions.

Let’s Listen 1
① Sho: Hi, my name is Shoichi. Please 

call me Sho. I like green. I like soccer. I 

like cats. I don＇t like frogs. I like onions 

very much.
【解答】好きなもの：緑色，サッカー，ネコ，
玉ねぎ　嫌いなもの：カエル
② Elly: Hello, I＇m Elly. Nice to meet you. I 

l ike b lue.  I  don ＇ t  l ike p ink.  I  l ike 

basketball. I like birds. I like carrots. I like 

carrot juice very much.
【解答】好きなもの：青色，バスケットボール，
鳥，ニンジン　嫌いなもの：桃色
③ Miyu: Hello, my name is Miyu. I like 

yellow.  I like tennis very much. I have a 

yellow racket. I like dogs. I don＇t like cats. 

音楽に合わせて英語を発話する。

Let’s Say It Together ：
What color do you like?

●Let’s Listen  スクリプト　

Chapter 2-3
DVD

●自己表現に含まれる関連表現と語彙（4年生
までに既習のもの中心）の復習として，誌面
に載っている語彙について確認させる。教師
が単語を発話し，児童が当てはまるものを指
さす活動を行いながら，全員で確認する。

●最初は一人の情報を聞き取り，好きなものと
きらいなものについて全員で答えを確認し，
やり方を理解させたうえで進めるとよい。

●児童の実態に合わせて，何度も止めたり繰り
返して聞かせたりするなど，聞かせ方を工夫
する。

４人が話す音声を聞き，何が好きで何が嫌い
かを聞き取ってふれる。

Let’s Listen 1

track 38-41
CD

●好きなスポーツについての話題から，スポー
ツ名と欲しい道具についての音声を聞き取る
活動 (既習動詞 like, have, want)。

●音声は，登場人物と別の人物の会話になって
いる。その会話から必要な情報を聞き取って
線で結んだり，番号を書いたりする。

●最初は一人の情報を聞き取り，全員で答えを
確認し，やり方を理解させたうえで進めると
よい。

会話を聞いて，好きなスポーツとほしいもの
を聞き取る。

Let’s Listen 2

track 42-45
CD

1-track 46-47
CD

【解答】好きなもの：黄色，テニス，イヌ，ジャ
ガイモ　嫌いなもの：ネコ
④ Tom: Hi, I＇m Tom. I like red. I like 

baseball.  I don＇t like running. I like 

rabbits. I like tomatoes.  I like tomato 

juice very much.  I don ＇t like green 

peppers.  
【解答】好きなもの：赤色，野球，ウサギ，ト
マト嫌いなもの：ランニング，ピーマン
Let’s Listen 2
① Keita: Hi, Hanna.  You have a nice 

racket.

Hanna: Hi, Keita.  This is my racket.

Keita: Do you like badminton?

Hanna: Yes, I like badminton very much!  
Now, I want new shoes.
② Hanna: What sport do you like, Keita?
Keita: I like soccer very much.  
Hanna: Do you have a soccer ball?

Keita: Yes, I have a soccer ball, but it＇s 
old.  I want a new ball.
③Aya: What sport do you like, Dan?
Dan: Well, I like baseball.  
Aya: Do you have a glove?
Dan: I have a glove, but I don＇t have a 
bat.  I want a bat now.
④ Dan: What sport do you like, Aya? 
Aya: I  l ike basketbal l .   I＇m in the 
basketball club.
Dan: That＇s cool.  
Aya: I like my team uniform, but it＇s old.  
I want a new team uniform.

4

1

3

2
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学習者用デジタル教科書

ワークブック
（児童用採用品/教科書完全準拠）

・使いやすいビューア

・充実の学習者支援機能
・読み上げ（自動音声読み上げ）
・総ルビ（ふりがな表示）
・分かち書き
・書体変更
・文字サイズ変更
・行間変更
・色変更
・向き変更

デジタル教科書・デジタル教材， 準拠教材で万全に

指導者用デジタル教科書（教材）

さまざまな機能とコンテンツで，
教科書の指導を完全サポート

絵カード
（カード備品/教科書完全準拠）

教科書にぴったり合った絵カード

拡大や書き消しが
何度もできるので，試行錯誤や

考えを共有しやすい

授業の振り返り，定着に役立つ

・アニメーション動画
・実写動画

・フラッシュカード再生機能

紙面から簡単に
音声や動画が視聴できます。

オモテ・ウラとも4線つきで，
「読む」「書く」の指導も

スムーズ。

指導者用とビューアが
共通なので，指導しやすい。

学習者支援画面の例

単元の導入や発表のお手本
として使えます。

語句の確認が繰り返しできます。

❶ 紙面を表示するときは，
3つの基本機能がいつでも
表示されているので，すぐ
に使えます。

❷ タブで，紙面と学習者支援画面
　 が切り替えられます。

本企画は制作中につき，製品の仕様は変更する場合があります。

・指導者用データ
印刷して使える絵カー
ドやワークシートの
データがダウンロード
できます。

・リスニング音声

・解答表示機能

聞く活動に役立ちます。

クラス全員で解答を
見ながら，答え合わせ
ができます。

オモテ

動詞

ウラ
動詞，形容詞，連語など
名詞以外の語句も掲載。

形容詞

連語

学習場面に応じた豊富な教材で，全ての先生をサポートします。

授業の復習として，
また家庭学習でも

活用できます。

ページ
送り戻り

拡大

ペン／
消しゴム
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扱う題材と表現について，『We Can!』とONE WORLD Smilesを比較整理しました。

『We Can! 1』とONE WORLD Smiles 5
『We Can! 1』単元名 『We Can! 1』表現例 ONE WORLD Smiles 5の関連単元

Unit 1
Hello, everyone.
アルファベット・自己紹介

Hello, I＇m (Saki).  Nice to meet you. －My name is 
(Kosei).
How do you spell it? －K-o-s-e-i.
I [like / don＇t like] (blue).  What (sport) do you like?  －I 
like (soccer) very much. I have (old balls).  I want (a new 
ball).

5年Lesson 1
Nice to meet you.

Unit 2
When is your birthday?
行事・誕生日

When is your birthday? －My birthday is (August 19th).
Do you like (soccer)? －Yes, I do. / No, I don＇t.
I [like / don＇t like] (soccer).  What (sport) do you like?  Do 
you want (a ball)?
What do you want for your birthday? －I want (a pen).  
Here you are.　－Thank you.  ／ You＇re welcome.  Happy 
birthday.

5年Lesson 2
When is your birthday?

Unit 3
What do you have on Monday?
学校生活・教科・職業

Do you have (P.E.) on (Monday)? －Yes, I do. / No, I 
don＇t.  
What do you have on (Monday)? －I study (math).  
Are you (a teacher)? －Yes, I am. / No, I＇m not.  
I＇m (a nurse).

5年Lesson 3
I have P.E. on Monday.

Unit 4
What time do you get up?
一日の生活

What time do you (get up)?　－I usually (get up) at 
(7:00).
I always (wash the dishes).

5年Lesson 4
This is my dream day.

Unit 5
She can run fast. He can jump 
high.
できること

Can you (sing well)? －Yes, I can. / No, I can＇t.
[I/You/He/She] [can / can＇t] (sing well).

5年Lesson 5
I can run fast.　※１

Unit 6
I want to go to Italy.
行ってみたい国や地域

Where do you want to go? － I want to go to (Italy).
Why?　－I want to [see / go to / visit] (Colosseo).  I want 
to eat (spaghetti).  I want to buy (a soccer ball).
You can (play soccer).  It＇s (cool).

5年Lesson 6
Where do you want to go?
※２ （題材を国内に変更）

Unit 7
Where is the treasure?
位置と場所

Where is the treasure?　－Go straight (for three blocks).  
Turn [right / left] (at the third corner).  You can see it on 
your [right / left].  It＇s [on/ in / under / by] (the desk).

5年Lesson 8
Where is the station?

Unit 8
What would you like?
料理・値段

What would you like?  What (food) would you like? － I＇d 
like (spaghetti).
This is my special menu.  What＇s your special menu? 
－It＇s for (my brother).
How much? －It＇s (100 yen).

5年Lesson 7
I＇d like a pizza.

Unit 9
Who is your hero?
あこがれの人

Who is your hero? － This is my hero.  [He/She] is good 
at (playing tennis).  [He/She] is a good (tennis player).  
[He/She] can (cook well).  [He/She] is (kind).
Can [you/he/she] (play baseball well)? 
Are you a good (baseball player)?
Why? － [He/She] is (cool).

5年Lesson 9
This is my dream friend.

『We Can! 2』とONE WORLD Smiles 6
『We Can! 2』単元名 『We Can! 2』表現例 ONE WORLD Smiles 6の関連単元

Unit 1
This is ME!
自己紹介

I＇m from (Shizuoka).  My nickname is (Ken).
I [like / play] (soccer).  I can (play soccer well).
I want to go to (Brazil).  I want to watch (soccer 
games).
My birthday is (August 19th).  What (subject) do you 
like?

6年Lesson 1
Let＇s be friends.

Unit 2
Welcome to Japan.
日本の文化

Welcome to Japan.  In (summer), we have (Star 
Festival).
I [like / enjoy] (rakugo).  Why do you like it?  
We have (sushi).   It＇s (delicious).

6年Lesson 3
Welcome to Japan　※１

Unit 3
He is famous.  She is great.
人物紹介

I am (Ken).   I [like / play] (baseball).  I [have / want] (a 
new ball).
I eat (spaghetti).  I study (math).  I can [swim / cook / 
skate / ski / sing / dance].  I can (play baseball well).  
Who is this?  [He/She] is [famous / great].  

6年Lesson 6
Olympics and Paralympics

（表現が類似）

Unit 4
I like my town.
自分たちの町・地域

We [have / don＇t have] (a gym).  We can (play 
basketball).
We can enjoy (jogging).  (Sakura-cho) is a nice town.

6年Lesson 2
My town is beautiful.　※２

Unit 5
My Summer Vacation
夏休みの思い出

I went to my (grandparents’ place).  It was (fun).
I enjoyed (fishing).  It was (exciting).
I saw (the blue sea).  It was (beautiful).

6年Lesson 5
What country do you want to 
visit?

Unit 6
What do you want to watch?
オリンピック・パラリンピック

What sport do you want to watch? － I want to watch 
(wheelchair basketball) on TV.
Why? － I like (basketball).
(He) is good at (playing tennis).  (He) is a great (tennis 
player).

6年Lesson 6
Olympics and Paralympics

（題材が類似）
6年Lesson 4
My Summer Vacation

（表現が類似）

Unit 7
My Best Memory
小学校生活・思い出

What＇s your best memory? －My best memory [is /
was] (our school trip).
We [went to (Kyoto) / ate (Japanese foods) / saw (old 
temples) / enjoyed (the trip)].

6年Lesson 7
My Best Memory

Unit 8
What do you want to be?
将来の夢・職業

What do you want to be? － I want to be (a vet).
Why? － I like (animals).　　I can (save animals).
That＇s good.　　Good luck.

6年Lesson 8
What do you want to be?

Unit 9
Junior High School Life
中学校生活・部活動

I want to [join (the soccer club) / study hard / read 
many books / make many friends].

6年Lesson 9
Junior High School Life

We Can ! との関連

※１　児童の負担に配慮し，発話はHe/She is.... やHe/She can....までは求めず，I can/can＇t.... にとどめています。
※２　海外ではなく，身近な国内をテーマに，行きたい場所を伝え合います。

※１，２　自分たちの町を扱った後で日本へと，身近なテーマを先に扱うよう，単元の順番を入れ替えています。
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