
　　　　　　　　小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)      　　　　　★･･･主な言語活動例

・Which bus goes to (目的地)?
★目的地までの行き方案内

あ
い
さ
つ
・
自
己
紹
介

日
常

会
話

（
や
り
取
り

）
・
思
い
を
伝
え
る

・Good (morning等).
★名刺交換であいさつ

・I'm from  (国、地域等).
・My nickname is (ニックネーム).

・What is your favorite (物等)？
・Are you good at (名詞等)?
★自己紹介 (発表)

で
き
る
こ
と

月
日
・
記
念
日

・When is your birthday?

・My birthday is (月日).

・Do you want (物等) for your birthday?

・Happy birthday.

・月
・序数

★バースデーカード作成・交換

曜
日

・What day is it?  It's (曜日).
・曜日
★Daily Questionで質問 (授業の最初に)

天
候

・Hello.    ・Hi.

・I'm (名前).   ・Goodbye.

・See you.

・How are you?

・I'm (調子).
・Here you are.

・Thank you.

・You're welcome.

★名刺交換であいさつ

・How's the weather?   ・It's (天候).

★Daily Questionで質問 (授業の最初に)
★世界の天気紹介

教
科
に
つ
い
て

道
案
内

・Where is the treasure?

・Go straight .

・Turn (right / left) at the (序数) corner.

・You can see it on your (left/right).
・It's (on/in/under/by) (場所等).
★私の町の道案内 (地図を使って)

・I wake up at (時間).
・I have breakfast at (時間).
・I go to school.

・I go home.

★1日の生活紹介

・What time is it?  It's (時間).

・It's (形容詞など).

★Daily Questionで質問 (授業の最初に)
★世界の時間紹介

★自己紹介 (発表)

・I want to be a chef  (journalist等).

・What do you want to be in the future?

・将来の夢
★将来の夢作文・発表

・一日のあいさつ
・身のまわりのものを英語で言おう
・I'm (名前).
・(名前のつづり).
・Call (人) (呼び名).

・３文以上で自己紹介をする
・What's wrong?

・I have a （症状）.

★名刺交換であいさつ

・two lemons

・How many (名詞複) do you ～?

★インタビューゲーム

・How's the weather in (場所)?
・It's (天候).
★世界の天気紹介

・How will the weather be in (場所)
  tomorrow?

★明日の天気あてクイズ

中学校２年生 中学校３年生小学校３年生 小学校４年生 小学校５年生 小学校６年生

表現 表現

中学校１年生

表現 表現 表現表現

・曜日
・Today is (Monday等).
★Daily Questionで質問(授業の最初に)

・誕生日
・Happy Birthday!

・Happy New Year!

・Happy Valentine's Day!

・Many happy returns of the day.

・Get well soon!

・季節
★グリーティングカードを作ろう

・(主語) join (会等).
・What club do you want to join?

・What event do you want to enjoy?

★中学生活に向けての抱負をインタ
    ビュー

・教室で使う英語
・身のまわりのものを英語で言おう
・３文以上で一日の生活について発表する
・What time do you get up?

・I go to bed at about (時間).

★1日の生活インタビュー

表現

・時間割
・First is (Japanese等).
・Second is (English等）.
★クラスの時間割紹介

・これまでに学んだことを使って、興味のあ
　る国について、写真や図表等の資料を
　見せながら紹介する。
★興味のある国紹介 (写真等を使っ
   て)

・What time is it in (場所)?
★世界の時間紹介

・Where is (場所等)?
・I'm looking for (場所等).

・Go down this street.

・Turn right (left)at the second traffic light (corner).

・You can see it on your right (left).
・英語の掲示・標識等

★私の町の道案内 (地図を使って)

・I live in (場所).

・It's in the south of  (場所)

・It's famous for (場所、物等)

・There is (are) （場所、物等）

・You can (動詞原).

・You can enjoy (動名詞/～ing).

★私たちの町紹介 (地図を使って)
・This pen was (形容詞等).

・Was this pen (形容詞等)?

・I was looking for (物等).

・I cleaned my room in the morning.

・これまでに学んだことを使って、具体的なものを紹介しなが
  ら体験したことについて、尋ねたり、伝えたりする。
・連休の思い出

★自分の体験紹介、連休の思い出紹介

・Could you tell me how to get to (到着
地 )?
・観光ガイドの説明を聞き取ろう
★目的地までの行き方案内

時
間

数
・
数
字

・We (don't) have (場所等).
・We can (動詞).

・We can enjoy (動名詞/ ～ing).

・(主語) is nice.

★私たちの町紹介 (自作ポスターを
   使って)

・Go straight.

・This is (場所等).
・This is my favorite place.

・Why?
★私の町の道案内 (地図を使って)

・自分の修学旅行について、５文以上で発
　表する。
・中学校生活
★修学旅行の思い出作文・紹介、中
   学校の思い出発表

・これまで取り組んできたこと、これからした
　いことについて、５文以上で発表する。
・手紙
★中学校卒業後の抱負

・Would you like some more?

・I'd like some (数えられない名詞).
・Would you like to come with me?

★お客さんを招待しよう

買

い

物

・

誘

い

・What would you like?

・I'd like (名詞等).

・It's for (人等).

・How much?　It's (値段).
★レストランごっこ

・Here's your change.
★お店屋さんごっこ

・Shall I show you a smaller one ?
★洋服屋さんごっこ

思
い
出
・
日
記

・I went to (動詞).

・I enjoyed (動名詞/～ing, 名詞等).

・I saw (もの、場所、スポーツ等).
・I ate (食べ物).
・It was (形容詞等).

・What's your best memory?

・My best memory is (名詞等).

★夏休みの思い出絵日記の作成・発表

・I (動詞過去).
・Did you (動詞の原形)?
・I did not (動詞の原形).
・３文以上で思い出の行事について発表す
　る
・日記
★日記の作成・発表

将

来

に

つ

い

て

・What do you want to be?
★将来の夢インタビュー

・May I have your name, please?
★自己紹介 (発表)

・Nice to meet you.

・My name is (名前).
・How do you spell your name?

・～very much.

★名刺交換であいさつ

あ
い
さ
つ
・
自
己
紹
介

町

・

国

紹

介

日
常
生
活

・What time do you (動詞)?
・I (動詞)～ at (時間)
★1日の生活インタビュー

・I want to be (職業等).
★将来、なりたい職業紹介

・Can you (動詞の原形)?
・Yes, I (he,she) can. / No, I (he,she) can't.

・(主語) can (can't) (動詞).
★Who is he (she)?クイズ

・I can (can't) (動詞の原形).
・Can you (動詞の原形)？
・When can you (動詞の原形)?
★Who is he (she)?クイズ

・Bye for now.
★会話で使う表現

・Do you have (教科等) on (曜日)?
・What do you have on (曜日)?
・I study (教科).
・I want to study (教科).
・教科
★夢の時間割

・How many (名詞複)?   ～ (名詞複).
・Yes.   ・That's right.

・No.    ・Sorry.

・数字

★インタビューゲーム



名
詞
・
代
名
詞

動
詞

文
字

日
本
文
化

会

話

（
や

り

と

り

）
・

思

い

を

伝

え

る

文
字

・アルファベット (大文字)

そ
の
他
の
動
詞

命
令
・
指
示

*新学習指導要領対応小学校外国語教材に準ずる

・動詞の原形～, please.
★会話で使える表現

・ローマ字 (国語科で学習)

・I like (物等).
・Do you like (物等)?

・Yes, I do. /No, I don't.

・I don't like (物等).
・What (物等) do you like?

・I like (物等).
・What  do you like?

★自分の好きなこと紹介・インタビュー

・What do you want?

★必要なアルファベットをもらって単語
   づくり

表現 表現 表現

小学校６年生小学校４年生 小学校５年生

・アルファベット (小文字)

・Let's (動詞).
・Yes, let's.

・Stand up.　       ・Sit down.

・Stop.　             ・Walk.

・Jump. 　   　　   ・Run.

・Turn around.

・Try again.

★会話で使える表現

＊外国語科検定教科書に準ずる

表現 表現 表現

・単語、文の書き方
・ヘボン式ローマ字

・自分の好きなこと・ものについて、４
　文以上で発表する
・(主語) like to (動詞の原形).
★自分の好きなこと・もの作文、発表

・Do you play (スポーツ、楽器等)?

・I do not play (スポーツ、楽器等).

・(主語) lives (in) (国、地域等).

・Does (主語) live (in) (国、地域等) ?

・(主語) does not talk (名詞等).

・Do you know him (her)?

・What do you (動詞)～?

★自己紹介、インタビュー

　

中学校３年生中学校２年生中学校１年生

・Do you have (動詞等) ?
・I have (don't have) (動詞等).
★自分の持ち物紹介、インタビュー

　

・Welcome to (場所等)！
★日本の紹介をしよう

・Who is your hero?

・(He/She) is good at (名詞等).

・(He/She) is a good (名詞).

・(He/She) is (形容詞等).

★Who is he (she)?クイズ
★尊敬する人紹介

・He (She) is (not) (名前等).
・Who is (代名詞)?

・Whose book is (this/ that等)?

★持ち主捜しクイズ

・Where do you want to go?

・I want to go to Italy.
★行きたい場所紹介

も

の

・

動

物

等

・(代名詞等) is (名詞等).
★スリーヒントクイズ

・What is (名詞)?

・(食べ物等) is delicious (good, difficult).

・This (That) is (名詞).

・Is this (that) (名詞)?

・Which do you (動詞)?

・Where is (場所等)?

★相手のことインタビュー

例・ (食べ物)
・An onigiri is a popular Japanese food.

・It's made of rice.

・You can take onigiri anywhere.

・I often eat them on picnic.

・I like onigiri very much.

★日本文化紹介の作文・発表 (イラス
　　トを付けて)

・There is (名詞). There are (名詞複).
・Is there (名詞)? ★部屋紹介
・We enjoyed listening to (名詞等).
・Playing (名詞等) is fun.

・詩

・Welcome to Japan.

・In (場所),we have (場所等).
・You can enjoy (動名詞/～ing,名詞等).

★日本の文化を紹介しよう (ポスター
   作成)

・Is that OK?

・That's perfect.
★会話で使える表現

・Let's (動詞).
・Don't (動詞).
・Be (形容詞等).
★学校でしてはいけないこと紹介

表現

・I like (study, play等).
★自己紹介・インタビュー

人

し
た
い
こ
と

・Where do you want to go?

・I want to go to (場所等).
・I want to (動詞の原形).
・It's ～.

★行きたい場所インタビュー

・What do you want to watch?
★クラスのみんなが見たい映画ベスト５

思
い
・
依
頼
等

・How about you?
★インタビュー活動で使える表現

・That's (形容詞等).
・Good luck.
★会話で使える表現

・I have a question.
★会話で使える表現

・Could you take our picture?

・Why do you think so?

・賛成意見、反対意見を言おう
★テーマを決めて自分の意見を伝え合おう

好
き
な
こ
と
・
も
の

ほ
し
い
も
の

・What's this?

・Hint, please.

・It's (名詞等).
★ヒントクイズ

・Are you (人柄・名前等)?

・Yes, I am. /No, I'm not.

・Who are you?   I'm (名前等).

・Who am I?

★Who am I?クイズ

・I want (物等).
★自分の欲しい物紹介

小学校３年生


