
※小学校第３、４学年：Let's Try!  小学校第５、６学年：We Can!  中学校第１～３学年：NEW HORIZON

江差町立江差北小学校・中学校　外国語系統表

前　　　　　　　　期 中　　　　　　　期 後　　　　　　　期
第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 中学１年 中学２年 中学３年

Unit１ あいさつしてともだちに

なろう（２ｈ）

自分の名前を伝えあいさつ

する。

I'm（Hinata）

Hello. Hi.  Goodby.

See you.

Unit２ ごきげんいかが？（２ｈ）
A-2 

表情やジェスチャーを付けて

挨拶をする。
How are you?

I’m (happy)

Unit４ すきなものをつたえよう

（４ｈ） C-1   

自分の好きなものについて話

したり、質問に答えたりする。
I like blue.

Do you like blue?

Yes, I do. /No I don’t

I don’t like blue.

Unit5 何がすき？（４ｈ） C-2

自分の好きなものについて

話したり、質問に答えたりする。
What do you like?

I like (tennis).

Presentation1(2h)

自己紹介A-8

既習事項の総復習

Unit１ 世界のいろいろなこと

ばであいさつしよう（２ｈ）A-3  

友達に好きなものを伝えたり

して、挨拶をする。
Good morning/afternoon

I like ～.

Unit３ 好きな曜日は何か？

（３ｈ） C-3

曜日を尋ねたり答えたりし、

自分の好きな曜日を伝え合

う。
What day is it?

It’s (Monday).

Do you like (Monday).

Yes, I do. / No, I don’t.

I like (Mondays).

Unit６ アルファベットで文字遊

びをしよう（４ｈ） B-2

アルファベットの文字をヒント

に，単語当てクイズをする。

Look. What’s this?

Hint, please.

How many letters?

I have (six).

Do you have (a ‘b’)?

Yes, I do. / No, I don’t.

Unit１ アルファベットで自己

紹介（８ｈ） A-4・B-3
好きなもの、欲しいものなど

を含めて自己紹介。

Nice to me to you.

How do you spell it?

K"o"s"e"i.

Hi, English!(3h)A-6

小学校の振り返り

あいさつ､教室英語

数字、曜日、月日、好

きな食べ物、飲み物、で

きること

Unit0(3h) B-4

アルファベットの

読み書き

Unit1 はじめまして(7h)A-
7

I am~. You are~.

Are you~? と応答

Unit3 わたしの好きなこと

(7h) C-4・D-3
I like(play)~.

Do you like(play)~?と応答
I don’t like(play)~.

Unit３ 学校生活・教科・職業

（７ｈ） D-2

教科や曜日について尋ねた

り答えたりするとともに，ある職

業に就くためにふさわしいと

思われる時間割を提案し，そ

れについて尋ねたり答えたり

する。
Do you have (P.E.) on 
(Monday)?

Yes, I do. / No, I don’t.

What do you have on 

(Monday)?

I study (math).

Unit６ アルファベットとなかよし

（４ｈ） B-1

文字のカードを使って，自分

の姓名の頭文字を伝え合う。

(Card ‘A’), please.

Here you are.

Thank you.

You’re welcome.

Unit３ 日本や世界で活躍す

る日本人（８ｈ） A-5

日本や世界で活躍する人

物などに関する短い紹介を

聞いたり，その人物などに

なったつもりで自己紹介した

りする。
I am Ken. I like to play

baseball.
I  want a new ball.

Who is this? 
[He/ She] is [famous / 

great]

Unit ５おすすめの文房具

セットをつくろう（４ｈ）D-1

ある文房具などを持っている

かどうかを尋ねたり答えたり

する。
Do you have (a pen)?

Yes, I do. / No, I don’t.

I [have / don’t have] (a 

Presentation3 (4h) C-5
好きなこと・もの
Unit7までに学んだ表現を
使って、自分の好きなこと・も
のについて４文以上の英文
を書いて発表したり、友達の
発表を聞いて質問し合ったり
することができる。
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前　　　　　　　　期 中　　　　　　　期 後　　　　　　　期
第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 中学１年 中学２年 中学３年

Unit７ カードをおくろう(５ｈ) E-1

プレゼントするカードを作るた

めに，欲しい色や形を尋ねた

り答えたりする。
What do you want?

(A star) please.

Here you are.

This is for you.

Unit４ 今、何時？（４ｈ） F-
2
イラストなどを参考に，一日

の生活の中の自分の好き

な時間を伝え合う。
What time is it?

It’s (8:30).

It’s (homework time).

Unit４ 一日の生活（８ｈ）

F-3・G-2

自分の一日の生活に関する

基本的な表現を聞いて，具

体的な情報を聞き取る。自

分の一日の生活について伝

え合う。
What time do you

(get up)?

I usually (get up) at (7:00).

I always (wash the dishes).

Unit5 学校の文化祭(7h)
F-4
What is~?と応答~is(not) 

delicious等感想をいうことが
できる。

Unit７ ほしいものは何かな

(５ｈ) E-2
What do you want?

相手に勧めたいオリジナルメ

ニュ―を作るために，買い物

の場面で必要な食材につい

てやり取りをする。
What do you want?

Iwant(potatoes), please.

How many?

(Two), please.

Unit６ 行ってみたい国や地域

（８ｈ） E-3

海外旅行を紹介して勧めたり，

行きたい旅行について理由

を含めて選んだりする。
Where do you want to go? I 

want to go to (Italy).  Why?

I want to [see / go to / visit] 

(Colosseo).

You can (play soccer). It’s 

(cool).

Unit８ 将来の夢・職業（８ｈ）
E-4

自分の将来の夢について発

表する。
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.

Unit９ 中学校生活・部活

動(８h) E-5

中学校でやってみたいこと

について伝え合う。

中学校や将来の夢につい

て，例を参考に情報を補っ

てスピーチの原稿を完成す

る。
I want to [join (the soccer 

club) / study hard /read 

many books / make many 

Presetation2 一日の生(2h)
G-3

Unit9までに学んだ表現を
使って、自分の習慣や一日
の生活について３文以上の
英文を書いて発表したり聞い
たりすることができる。

I get up at seven/

I  go to bed at ten.

leave home/get to school...

Presentation1 (4h) E-6
将来の夢
Unit3までに学んだ表現を
使って、自分の将来の夢に
ついて４文以上の英文を書
いて発表したり、友達の発表
を聞いて質問し合ったりするこ
とができる。

Unit９ ぼく・わたしの一日

（５ｈ） G-1

ぼく・わたしの一日

I wake up (at 6:00).

I eat breakfast (at 7:00).

I go to school.

I go home.

I take a bath

Unit８ これなあに？（５ｈ）F-1

身の回りの物に関するクイズ

を作って，相手に伝える目

的をもって動作を交えながら

尋ねたり答えたりする。

What’s this?

It’s (a melon).

That’s right
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Unit３ Career Day(8h) E-7

ある行動について、その目

的を述べることができる。

将来つきたい職業について

尋ね合うことができる。

職場体験のレポートを読んで

内容を理解したり、インタ

ビューを聞いて内容を聞き取

る事ができる。

行きたい国やそこでしたいこ

とについて書いたり、インタ

ビューをし、聞いた情報をまと

めることができる。

＊不定詞（副詞的、名詞

的、形容詞的用法）
I want to be a chef.

What do you want to be?



中学２年 中学３年

前　　　　　　　　期 中　　　　　　　期 後　　　　　　　期

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 中学１年

Unit３ 数えて遊ぼう（４ｈ）J-1

身のまわり物もや数、好き

なかん字の画数を尋ねたり

答えたりして伝え合う。
How many(apples)?

Ten (apples).

Yes.  That right. 

No.  Sorry.

Unit８ お気に入りの場所をしょ

うかいしよう（４ｈ）H-1

自分が気に入っている校内

の場所についてイ

ラストや写真を参考に自分

の考えなどを伝えたり，その

場所まで案内したりする。
Go straight.

Turn [right / left].Stop.

This is (the music room).

This is my favorite place.

Why?

I like (music)

Unit7 位置と場所(８ｈ) H-2

ある物の場所や物の位置関

係について説明を聞き，道案

内をしたり宝探しをしたりする。
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)

Unit８料理・値段（８ｈ） K-1

丁寧な言い方で料理の注

文をしたり，値段を尋ねたり

答えたりする。感想を伝えた

り質問したりする。
What (food) would you 

like?I’d like(spaghetti).

How much?

It’s (100 yen). Daily Scene3 (2h)

L-3・M-3

さそい
人をさそったり、提案したり､
約束をしたりすることができる。

Daily Scene4 道案内(2h)
H-5
乗り換えのある乗り物での行
き方をたずねたり、教えたりす
ることができる。

Unit9 あこがれの人 （８ｈ）
I-2
自分があこがれたり尊敬する

人について説明し，その人に

対する自分の考えや気持ち

などを紹介する。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).

Unit4 ホームパーティ(7h)
J-2
名詞の複数形、買い物表
現

How many~?と応答

命令文/Let’s~.

Unit7 ブラジルから来たサッ
カーコーチ (7h) I-3

Who is~?と応答

What time~?と応答

Which…A or B?と応答

知らない人が誰なのかをた

ずねたり、時刻をたずねたり

つえたり、「どちらが。。。

か？」とたずねたり答えたり

することができる。

Daily Scene5 道案内(2h)
H-3
I’m looking for~.

徒歩での道順をたずねたり、

教えたりすることができる。

Daily Scene6 ちょっとお願い
(2h) M-1
Can I(you)~?

身近な人に許可を求めたり、

依頼したりすることができる。

Daily Scene2(2h)

K-2・M-2

ていねいにお願い

場面や相手に応じて、てい

ねいに許可を求めたり、依頼

したりすることができる。

＊May I~?

Could you~?

Daily Scene5 道案内(2h)

H-4

乗り物での生き方をたずねた

り、教えたりすることができる。
*Which…goes to~?

Take...

Daily Scene7(2h)  L-2

買い物

自分の好みや要望を伝えな

がら買い物をすることができる。

＊Shall I~?

Daily Scene1 食事の会話

(2h) K-3

食事の場面で、人にものを

すすめたりそれに答えたりする

ことができる。

＊Would you like~?

Unit２ 好きな遊びを伝えよう
（４ｈ） L-1
世界の様々な天気につい
て知り、天気と衣類を結び
付ける。天気に合わせて行
う遊びを決めたり提案したり
する。
How’s the weather?

It’s [sunny / rainy / cloudy 

/snowy].
Let’s (play cards).
Yes, let’s.   Sorry.
Stand up. /Sit down. /Stop. 
/Walk. / Jump. /
Run. /Turn around

Unit９ きみはだれ？（５ｈ）I-1

絵本の読み聞かせを聞い

て，身の回りの物に関する簡

単な語句や基本的な表現と

それを表すイラストなどを結び

付ける。
Are you (a dog)?

Yes, I am. /

No, I’m not.

Who are you?

I’m (a dog).
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前　　　　　　　　期 中　　　　　　　期 後　　　　　　　期
第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 中学１年 中学２年 中学３年

Unit５ 夏休みの思い出（８ｈ）
Q-1
夏休みの思い出について

伝え合う。
I went to my 

(grandparents’ place).

It was (fun).

I enjoyed (fishing).

It was (exciting).

I saw (the blue sea).

It was (beautiful)

Unit７ 小学校生活・思い出・

行事（８ｈ）Q-2

小学校生活を振り返り，思い

出に残る行事について伝え

合う。

What’s your best memory?

My best memory [is /was] 

(our school trip).

Daily Scene2(2h)

電話の会話 N-1
電話で相手を招待したり、さ
そったりする対話をすること
ができる。

Daily Scene4 (2h)

電話の会話 N-2

電話での応答で、「・・・さ

んをお願いします」と取次を

頼むことができる。
*May I speak to~ ,please?

Presentation2 (4h)

町紹介 P-2
Unit6までに学んだ表現を
使って、自分の町について４
文以上の英文を書いて発表
したり、友達の発表を聞いて
質問し合ったりすることができ
る。

Unit10あこがれのボストン
(7h)

O-2
can文（肯定文、否定文、疑

問文と応答）

When~?と応答

できることやでないことについ

て述べたり、訪ねたり、答えた

りすることができる。いつできる

かをたずねたり答えたりするこ

とができる。

Unit11思い出の一年 (7h)

Q-3
規則動詞、不規則動詞の

過去形（肯定文、否定文、

疑問文と応答）

過去に体験したことについて

話したり、書いたりすることが

できる。

過去に体験したことについて

たずねたり答えたりすることが

できる。

Presetation3 (1h)

思い出の行事 Q-4
既習事項の総復習
Unit11までに学んだ表現を
使って自分の思い出につい
て３文以上の英語を書いて
発表したり、発表を聞いて質
問し合ったりすることができる。

Daily Scene5 (2h)

電話の会話 N-3

電話での応答で､かけ直し

を申し出たり､伝言をたのん

でだりすることができる。
*want(tell)...to call-

Presentation3 (2h)

中学校生活 Q-5
Unit6までに学んだ表現を
使って、自分の中学校生活
について５文以上の英文を
書いて発表したり、友達の
発表を聞いて質問し合ったり
することができる。

Unit５ できること（８ｈ）
O-1
他者ができること，できないこ

とを尋ねたり答えたりする。校

内の先生についてできること，

できないことを含めて紹介する。
Can you (sing well)?

Yes, I can. / No, I can’t.

[I /You/He/She] [can / 

can’t] (sing well).

Unit４自分たちの町・地域

（８ｈ） P-1

自分たちの町について自分

の考えを発表する。

We [have / don’t have] (a 

gym).We can (play 

basketball).

We can enjoy jogging).

(Sakura-cho) is a nice town.
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