
単元
時数

単元名（Unit) 単元目標（Objective) 表現例・活動例（Dialogue) 新出語彙・語句例 クラスルームイングリッシュ

１
（1）

Hello!
あいさつをしよう

・英語での挨拶や自分の名前の言
い方に慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アルファ
ベットに慣れ親しむ

・Hello. What is your name? /My name is ～.
・Nice to meet you.  /Nice to meet you too.
・Goodbye.
・【歌】Hello, Nice to meet you./ See you
later (See you again)./London
Bridge/ABCsong/ Clean Up
・【ABC chant】

Good morning, Good
afternoon,
What is your name?
My name is ～.
Nice to meet you.
Good bye.

「○○ソングを歌おう」 Let's sinｇ　～song.
「英語の授業を始めましょう」　Let's start our English
lesson.
「アルファベットを言いましょう」　Let's say the alphabet.
「チャンツを練習しよう」 Let's practice a chant.
「今日の授業は終わりです」　That’s all for today.

2
（2）

How are you?
からだの　ちょうしを

きいてみよう

・英語での挨拶や体調を尋ねる表
現に慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アルファ
ベットに慣れ親しむ

・Hello. How are you? / I am fine. Thank
you./ And you? / I am○○./ Thank you.
・【歌】Hello, Nice to meet you./If You're
Happy./ See you later(See you again)
/ABCsong /Clean Up
・【ABC chant】

How are you?
fine, happy, sad, hungry,
sleepy, angry, tired,
good, sick

「一緒に歌おう」　Let's sinｇ together.
「繰り返しましょう」　Repeat.
「１列目は立ちましょう」　1st row stand up.
「教室の後ろを向きましょう」　Face the back of class
「何がなくなりましたか」　What's missing?
「時間です」　Time's up.

３
（2）

I like animals.
すきなどうぶつを

つたえよう

・動物の名前や好きな動物を表し
たり尋ねたりする表現に慣れ親し
む
・日本語と英語の音声やリズムの
違いに気付く。
・歌やリズムに合わせて、アルファ
ベットに慣れ親しむ

・ It is a ～.
・ Is it big or small? / It is small./ It is big.
・ Do you like ～?/　Yes, I do./ No, I dont.
・I like ～./ I don't like　～.
・【歌】If you're Happy./ Big or Little Animal./
See you laterAlligator /Who is in the
zoo?/ABCsong /Clean Up
・【ABC chant】【ABC色塗り】

 dog, cat, lion, duck,
horse, giraffe, tiger,
bear, pig, cow, snake,
alligator, chicken,
monkey, rabbit,
elephant, zoo
big, small, like,

「片づけましょう」 Clean up.
「この歌を知ってますか」 Do　you know this song?
「前に来なさい」 Come to the front.
「前の方に来なさい」 Move forward.
「並びなさい」 Line up.
「よく出来ました」 Good/Great/good job./Well done.
「リンゴを赤く塗りなさい」　Color the apple red.

４
（3）

What color do you like?
すきないろやかたちを

きいてみよう

・好みの色や形を表したり尋ねたり
する表現に慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アルファ
ベットに慣れ親しむ

・What is this?/ It is a (triangle).
・What color is this? / It is (red).
・What color do you like?/ I like (blue).
・【歌】 Big or Little Animal./.ABC
song./Clean Up /I See Something Pink./
The Shape Song #１/See you later Alligator.
・【ABC chant】【ABC色塗り】

 red, blue, yellow, white,
pink, purple, black,
green, orange,
ｓquare, triangle, circle
star, diamond, rectangle

「五人グループを作ります」Make groups of five.
「二列になりなさい」Make two lines.
「あなたはAグループです」You are in Group A.
「ペアーを作りなさい」Make a pairs.
「向い合いなさい」Face each other.
「やりたい人はいますか」Any volunteers?

５
（2）

What day is it today?
きょうはなんようびか

きいてみよう

・曜日の言い方や曜日を尋ねたり
する表現に慣れ親しむ
・アルファベットに慣れ親しみ、26
字のアルファベットに慣れ親しむ

・What day is it today?/ It is Monday.
・Today is Monday.
・【歌】Hello, Nice to meet you./ABCsong  /
Clean Up/ What day is it today?/ See you
later(See you again)
・【ABC chant】 【ABC色塗り】

Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday. Today.

「カードを取り出しなさい」 Take　out your cards.
「カードを裏返しなさい」 Turn over your cards.
「カードを机の上に広げなさい」 Spread the cards out on
the desks.
「カードを持ってきなさい」 Bring your cards to me.
「カードを集めなさい」 Collect your cards.
「もう一度言ってください」 Pardon me？/Could you say
that again?
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単元
時数

単元名（Unit) 単元目標（Objective) 表現・活動例 新出語彙・語句例 クラスルームイングリッシュ

1
(1)

Hello! Nice to meet
you.

あいさつをしよう

・英語を使った挨拶や自己紹介
の会話に慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アル
ファベットに慣れ親しむ

Hello. My Name is ～.  What's your name?
How are you? / I am ～ and you?
Nice to meet you. / Nice to meet you
too.
【歌】Hello. Nice to Meet You./What day is
it today?/ If You're Happy./See You
Later(See You Again.)/【ABC chant】

Hello. My Name is ～.
What's your name?
How are you? / I am ～ and
you?
Nice to meet you. / Nice to
meet you too.

「あなたは、Aグループです」You are in Group A.
「5人のグループを作りなさい」Make groups of five.
「2列になりなさい」　Make two lines.
「チャンツを練習しよう」 Let's practice a chant.
「向い合いなさい」Face each other.
「心配しないで」Don't worry.
「今日の授業はどうでしたか」How was tody's class?
「今日の授業は終わりです」　That’s all for today.

2
(2)

Wash your hands.
てをあらおう

・体の部位を表す言葉を使った
会話に慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アル
ファベットに慣れ親しむ

Touch your ～.
Wash your～.
【歌】Hello Hello /One Little Finger/
Aroung a Circle/The Bath Song./
【ABC chant】

ｆace, head, shoulder, knee, toe,
eye, ear, mouth,nose, arm,
hand, finger, leg,
Jump, walk, hop, skip, shake,
swim, fly, run, stop.

「繰り返しましょう」　Repeat.
「ALTの話を聞きましょう」Listen to ALT.
「質問はないですか」Do you have any questions?
「カードを机の上に広げなさい」
                       Spread the cards out on the desks
「カードの表を上にしておきなさい」  Put your cards face
up.
「カードを集めなさい」Collect your cards.
「片づけましょう」 Clean up.

3
(2)

How many?
いろいろなものを

かぞえよう

・１から２０の数字をしり、英語
で数を数えることに慣れ親しむ
・年齢を伝える表現に慣れ親し
む
・歌やリズムに合わせて、アル
ファベットに慣れ親しむ

How many?
How old are you?
I'm ～.
【歌】Stand Up, Sit Down/How many
fingers>Around a Circle/ See you later(
See you again)/
【ABC chant】

How many? / How old are you?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,,20.

「１から10まで数えましょう」 Let's count from one to ten.
「前に来なさい」 Come to the front.
「後ろに行きなさい」Move back.
「並びなさい」 Line up.
「よく出来ました」 Good/Great/good job./Well done.
「何ポイントとれましたか」How many points did you get?
「他に質問はありませんか」Any other questions?

4
(2)

What do you want?
ほしいものを
つたえよう

・いろいろな乗り物を英語で表現す
ることに慣れ親しむ。
・欲しいものを伝える会話に慣れ親
しむ
・歌やリズムに合わせて、アルファ
ベットに慣れ親しむ

What do you want? I want a ～.
What color do you want? I want  (blue)
【歌】 Stand Up, Sit down. /It's a Big
Bus./See You Later(See You Again.)/
【ABC chant】

What do you want? I want a～.
What color do you want? I want
(blue)
Ambulance, bicycle, bus, car,
fire truck, helicopter, police car,
train, truck, unicycle.doll, game,
play house.

「消しゴムを二人の間に置きなさい」
             Put one eraser between you and your partner.
「歩きまわって相手を見つけなさい」
             Walk around and find a partner.
「最初はだれですか」Who's first?.
「役割を交代しなさい」Change/Switch roles.
「向い合いなさい」Face each other.
「やりたい人はいますか」Any volunteers?

5
(3)

Do you like
vegetables?

やさいがすきか、
きいてみよう

・野菜や果物を英語で表現する
ことに慣れ親しむ
・ダイアローグを組み合わせて
会話することに慣れ親しむ
・歌やリズムに合わせて、アル
ファベットに慣れ親しむ

Do you like ～(bananas)? Yes, I do./ No, I
don't.
I like bananas./ I don't like bananas.
【歌】It's a Big Bus./Carrots Are
Yummy/Bye Bye Goodbye. /See You
Later(See You Again.)
 【ABC chant】

Do you like ～(bananas)? /  Yes, I
do./ No, I don't./I like bananas./ I
don't like bananas./
What color is it? It's～.
Apple, orange, banana, cherry,
lemon, peach, pineapple, grapes,
strawberry, watermelon, carrots,
potato, sweet potato, green beans,
eggplant, tomato, cucumber, onion,
pumpkin, green pepper

「答えが分かった人はいますか」Who knows the answer
「あせらないで」Take your time.
「惜しい！」Close!/Almost!
「もう一度」Try it again./Once more.
「頑張って」Do your best!
「その調子」Keep it up!
「片付けなさい」Put your things away.
「あと一分です」One minute left.
「話をやめなさい」Stop talking.
「おめでとう」Congratulations!
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