
令和２年度版小学英語『ONE WORLD Smiles 5』 年間指導計画案（暫定版）
教育出版　2019年7月

２期
制

３期
制

配当
時間

教材名 パート 単元目標
扱う内容，表現例・語彙例

（下線は新出）
具体的な目標

2
Let's Start
Together

　　（p.6～13）
1～4

３，４年生の語彙の復習，アルファベット探しを行う
語彙：学校 / 家庭 / 野菜 / 食べ物 / 動物 / 身の回りのもの

1～4
あなたのことを友達
に知ってもらおう

・Nice to meet you. / Nice to meet you too.
・Hello, I'm (Ayaka). Please call me (Aya).
・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 (dogs).  I don't like (cats).
・What (sport) do you like?
・I have (a glove).  I don't have (a bat).  I want (a bat) now.
・I see. / Me, too. / Really? / Oh. / Great!
・語彙：色 / スポーツ / 動物 / 野菜

The
Alphabet①

アルファベット大文字のletter name / 大文字の書き方 / レッスンのふりかえり

1～4
クラスのたんじょう日
カレンダーをつくろう

・My birthday is (January 3rd.)
・When is your birthday?
・What season do you like?
・I like (summer).
・How many (monkeys) do you see (in the picture)? / (Twelve).
・語彙：月名 / 数詞 / 四季

The
Alphabet②

アルファベット小文字のletter name / 小文字の書き方 / レッスンのふりかえり

1～4
夢の時間わりをつくろ
う

・I have (math) on (Tuesday).
・What do you have on (Monday)?
・I have (Japanese, math, and arts and crafts).
・I study (P.E.) with (Hanyu Yuzuru).
・Good idea!
・語彙：教科 / 曜日

The
Alphabet③

アルファベット大文字・小文字の形ごとの整理

Sounds and
Letters

b と p を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / b と p の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベットを書くことの復習〈大文字・小文字のペア〉 / 語強勢 / レッスンのふり
かえり

校内のルール，地震時・避難時の合言葉などについて，英語の音声を聞き，意味を
考える
・Greet your friends.
・Wash your hands. Gargle.
・Keep right.
・Don't push.  Don't run. など

世界の学校の様子を見て，海外の学校生活に関心をもつ

［知識・技能］
・自分の名前や，好きなものの伝え方を知って，言うことができる。
・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る。
［思考・判断・表現力等］
・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る。
［主体的に学習に取り組む態度］
・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する。

［知識・技能］
・季節や月日の表し方がわかって，言うことができる。
アルファベットの小文字を知って，聞いたり読んだりすることができる。
［思考・判断・表現力等］
・自分のたんじょう日を伝えたり，友達のたんじょう日をたずねたりできる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・相手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する。

［知識・技能］
・教科や時間わり，職業の表し方を知り，言うことができる。
アルファベットと小文字の組み合わせがわかり，正しく書くことができる。
［思考・判断・表現力等］
・夢の時間わりを考えて，伝えることができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・発表している友達が話しやすい聞き方をしようとする。

1

7

7

Lesson 3
I have P.E. on

Monday.
夢の時間わりを

つくろう
（P.34～43）

１
学
期

Lesson 1
Nice to meet

you.
自己しょうかいし

よう
(p.14～23）

Lesson 2
When is your

birthday?
たんじょう日カレ
ンダーをつくろう

(p.24～33）

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 World①
（p.45)

7

前
　
期

1 ページ
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２期
制

３期
制

配当
時間

教材名 パート 単元目標
扱う内容，表現例・語彙例

（下線は新出）
評価の観点（案）

1～4
自由な一日があった
ら，何をしたいか伝え
よう

・I (get up) at (six in the morning).
・What time do you (get up)?
・What time is it in your city?
・It's (six o'clock in the morning).
・I (always) (wash the dishes after dinner).
・語彙：日課 / 習慣 / 頻度 (always, usually, sometimes, never)

Sounds and
Letters

t と d を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / t と d の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベット大文字を書くことの復習〈直線だけの文字〉 / 語句の確認 / 文強勢 /
レッスンのふりかえり

1～4
クラスのみんなの「で
きること」を集めよう

・I can (play the recorder).
・He/She can (swim well).
・Who can (ski)?
・What can you do?
・できることの語彙（swim, sing, dance, play the pianoなど）
・どのようにできるかの語彙（副詞）（well, high, fast)

Sounds and
Letters

c と g を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / c と g の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベット大文字を書くことの復習〈曲線が入った文字〉 / 語句の確認 / イント
ネーション / レッスンのふりかえり

1～4
外国の友達といっしょ
に行ってみたい都道

府県を伝えよう

・Where do you want to go?
・I want to go to (Hokkaido).
・When do you want to go to (Hokkaido) ? / In summer.
・You can (eat fresh seafood) in (Hokkaido).
・I want to (see) (the Kanto Festival in August).
・I can enjoy (hot springs).
・Do you want to go to (Hokkaido)?
・形容詞（beautiful, delicious, exciting, great, fun)

Sounds and
Letters

s と z を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / s と z の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベット大文字を書くことの復習〈お互いに似た文字〉 / 語句の確認 / イント
ネーション / レッスンのふりかえり

1～4
オリジナル・メニュー
で，ロールプレイしよ

う

・What would you like?
・I'd like (a pizza and  a salad).
・What (drink) would you like?
・What (ice cream) would you like?
・How much?
・Check please.
・Here you are. That's (999 yen).
・語彙：食べ物 / 飲み物

Sounds and
Letters

m と n を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / m と n の音とつづり・聞き取り・発
話

Review
アルファベット小文字を書くことの復習〈「１階建て」の文字〉 / 語句の確認 / イント
ネーション / レッスンのふりかえり

［知識・技能］
・ 行ってみたい場所やその理由の伝え方・たずね方を知って，言うことができる。
・行ってみたい場所を伝える表現をなぞり書きすることができる。
［思考・判断・表現力等］
・行ってみたい場所を考えて伝えたり，たずねたりすることができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・相手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する。

［知識・技能］
・食べ物や料理，ねだんの表し方がわかって，言うことができる。
・注文したり，注文を受けたりする表現がわかって，言うことができる。
［思考・判断・表現力等］
・おすすめのメニューを考えて，ワークシートに書くことができる。
・注文をしたり，注文を受けたりするやりとりができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・ていねいな表現を使い，気持ちをこめてやりとりをしようとする。

Lesson 7
I'd like a pizza.
オリジナル・メ

ニューをつくろう
（p.80～89）

［知識・技能］
・時刻や日課の表し方を知って，言うことができる。
［思考・判断・表現力等］
・自由な一日があったらどのように過ごしたいか考えて，伝えることができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・相手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する。

［知識・技能］
・できることの伝え方やたずね方を知って，言うことができる。
・自分と相手以外の人を表すheとsheがわかる。
［思考・判断・表現力等］
・できることを伝えたり，たずねたりすることができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・相手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する。

7

7

7

Lesson 6
Where do you
want to go?

行ってみたい都
道府県を伝えよ

う
（p.66～79）

Lesson 4
This is my dream

day.
自由な一日の過
ごし方を伝えよう

（p.46～55）

Lesson 5
I can run fast.

みんなの「できる
こと」を集めよう

(p.56～65）

7

前
　
期

2
学
期

後
　
期
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２期
制

３期
制

配当
時間

教材名 パート 単元目標
扱う内容，表現例・語彙例

（下線は新出）
評価の観点（案）

道徳教材「はしの上のおおかみ」の８コママンガを見ながら，音声を聞いて物語の流
れを追う
Go back! / I'm sorry. / Don't worry. など

アメリカ手話のいくつかの表現を知り，いろいろな言語に関心をもつ
cat / banana / Thank you. など

1～4
目的地への行き方を

うまく伝えよう

・Where is (the station)?
・Go straight (for two blocks).
・Turn (right) at the (first) corner.
・Cross (the street).
・It's on your (left).
・前置詞（on, in, under, by)
・語彙：町や学校内の施設

Sounds and
Letters

b と v を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / b と v の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベット小文字を書くことの復習〈「２階建て」の文字〉 / 語句の確認 / 文強勢
/ レッスンのふりかえり

1～4
友達になってみたい
人やキャラクターを

しょうかいしよう

・Who is your dream friend?
・This is my dream friend.
・(She) can (swim very fast).
・(She) is (cool).
・What are you good at?
・I'm good at (cooking).
・(He) is good at (swimming).
・(He) is my favorite (baseball player).
・形容詞（brave, cool, funny, strong, great, kind)

Sounds and
Letters

r と l を含む英語とカタカナ語の発音のちがい / r と l の音とつづり・聞き取り・発話

Review
アルファベット小文字を書くことの復習〈「地下１階建て」の文字〉 / 語句の確認 / イン
トネーション / レッスンのふりかえり

自己表現活動に役立つ語や表現
自己紹介（好きなもの）/ 身の回りのもの / 職業 / すること / 食べ物，飲み物

歌を観賞し，歌のメッセージを受け取る
英語の音声

・Supermarket Jingle / Forest Jingle: アルファベット26文字について代表的な音素を含む語　

・アルファベット表 / ローマ字表

［知識・技能］
・さまざまな施設の表し方を知って，言ったり書いたりすることができる。
・行き方をたずねたり，案内したりする表現を知って，言うことができる。
［思考・判断・表現力等］
・行き方をたずねたり，案内したりするやりとりができる。
［主体的に学習に取り組む態度］
・行き方をわかりやすく案内しようとする。

［知識・技能］
・人の得意なことや特ちょうの伝え方を知って，言うことができる。
・人をしょうかいする表現を知って，言うことができる。
［思考・判断・表現力等］
・友達になってみたい人を考えて，ワークシートに書き，しょうかいすることができ
る。
［主体的に学習に取り組む態度］
・相手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する。

―
My Word Bank
 (p.112～117）

Lesson 8
Where is the

station?
目的地への行き

方を伝えよう
(p.92～101）

7

1

３
学
期

Let's Read and Act ②
A Good Idea!

（p.90)

Let's Look at the World②
（p.91)

Lesson 9
This is my dream

friend.
友達になってみ
たい人をしょうか

いしよう
(p.102～111）

7

―

合計67時間

Let's Enjoy the Music
 It's a Small World

(p.118）

巻末資料

2
学
期

後
　
期
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