外国語活動シラバス
ふれよう！なれよう！楽しもう！

５年生

３５時間（外国語活動）

＊活動のねらい
外国語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。体験的な活動を行う中で、
英語特有の音声やリズムに触れ慣れ親しませ、外国語活動に取り組みます。また、日本と外国の言語や文化の違
いを知り、文化の理解を深める。人と人との関わりを大切にし、国際感覚の基盤を育てていきます。
学期・月
一

４

学
期

学習内容 【英】…英語ノートとの関連
・世界のこんにちは！自己紹介・聞いてみよう
① ② 【英・１】L1【英・２】L1・２
Where are you from? I’m from
.
What day is it? It’s
.
How’s the weather? It’s
.
How are you? How about you?
＊アルファベット（Ａａ, Ｂｂ,Ｃｃ, Ｄｄ）
＊フォニックス(-at, -an)

学習のねらい
＊はっきりした声で相手に分かるように、あいさつを
します。
・自分の名前 ・はじめまして
・ごきげんいかが？ ・元気です。
＊自分の体調を相手に伝えコミュニケーションを図
ります。
＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字
を書きます。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

５

・世界のこんにちは！自己紹介・聞いてみよう ＊自分の体調を先生や友だちに伝えます。
③ 【英・１】L1【英・２】L1・２
＊お天気に合わせて、友だちをスポーツや遊びに誘う
・天気と季節①（遠足に向けて）～③
表現をに慣れ親しみ、楽しみます。
Let’s play【go】 .－Yes, let’s. /No, let’s not.
How’s the weather? It’s
.
＊好きな色や形の言い方を使った活動に慣れ親しみ
・色と形を使って 【英・１】L７【英・２】L1・
ます。
２
＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字

色と形①外国の遊びを通して

What color is this? It’s

.

What shape is this? It’s a

.

を書きます。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

＊アルファベット（E e, Ff）
＊フォニックス(-at, -an, -up)

６

・色と形を使って② ③

【英・１】L７【英・２】 ＊好きな色や形の言い方を使った活動に慣れ親しみ

L1・２
What’s this? It’s a red triangle.
“Let’s make a spinner.” “Guess my color!”
・ビュンビュンゴマを作って遊ぼう

・数であそぼう 【英・１】L３【英・２】L1・
２
数と文房具① ②

How many
I have

do you have?
.

ます。また、ビュンビュンゴマを作って回転させた
形や色を混ぜるとどうなるのかを体験します。
＊１～50,60,70,80,90,100 の数を数えて自分の文房
具の数の言い方を知り友だちと伝え合います。
＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字
を書きます。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

＊アルファベット
（Ｇｇ, Ｈｈ, Ｉｉ, Ｊj, Kk, Ll, Mm）

６

・数と文房具③ １～５０までの数を使って遊ぼう

・

・外来語を知ろう① 【英・１】L６【英・２】L1・

７

２

二
学
期

９

により慣れ親しみます。
＊Alphabet の遊びを通して音・並び方・言葉に慣れ

アルファベットで遊ぼう（Ａa- Mm）(-at, -an, -up)
＊自分の好きな かき氷！

＊１～50,60,70,80,90,100 の数の言い方を使うこと

親しみます。

Melon, strawberry/please!

・友だちを紹介しよう①～③【英・１】L1【英・２】 ＊友だちを紹介する言い方を知り、自分の友だちを紹
L1・２

(he/ she, his/her)This is my friend.
His name is Kenji.
He is 11 years old.
Ｈｅｌｌｏ！ Ｍｙ name is
. ・自己紹介
の復習
＊アルファベット(A-M)(Nn, Oo)
＊フォニックス(-ed,-en,-et,)

介します。
＊アルファベット 1 学期（Ａ－Ｍ）の復習をします。
＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字
を書きます。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

学期・月
二

10

学

学習内容 【英】…英語ノートとの関連

・好きな教科はなあに？①～③【英・１】L４・８【英・ ＊教科についての言い方を知り自分の好きな教科を友
２】L1・２
だちに伝えたり、聞いたりすることを楽しみます。

I like English.
English, Japanese,
science, social studies, music, P.E

期

学習のねらい

Do you like English?
Yes, I do. / No, I don’t.

What subject do you like?
I like English.

・クイズ大会をしよう（ハロウィン）

＊外国の行事に触れハロウィンで使う言葉を知り、文
化を体験して楽しみます。
＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字
を書くことを練習します。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

【英・１】L７【英・
２】L1・２
＊アルファベット(Pp, Qq, Rr, Ss)
＊フォニックス(-in, -it, -ig)

11

・スポーツ／いろいろな国々について知ろう ＊自分の好きなスポーツや友だちに好きなスポーツを
聞くことに慣れ親しみます。
What sports do you like? 【英・１】L６【英・
２】L６

＊日本の有名なものについて、言うことに触れます。

I like
. 外国のスポーツを体験する。
What is Japan famous for?
＊いろいろな国の異なる文化を知り国際理解を深め興
Japan is famous for_____.
味・関心をもつようにさせます。
＊What
do you like?
I like

12

.

＊アルファベット(Ｔｔ，Ｕｕ，Ｖｖ，Ｗｗ，Ｘｘ，
Ｙｙ，Ｚｚ)＊フォニックス(-og, -op, -un)

＊アルファベットの大文字と小文字を理解し、大文字
を書くことを練習します。
＊フォニックスの音やリズムを楽しみます。

・ふれ合おうワンダフルワールド（いろいろな

＊調べ学習を通して異なる文化に触れ、ＡＬＴや友だ

国）

ちと楽しくコミュニケーションを広げます。

What is
famous for? ・衣装を知ろう
is famous for----.【英・1】L５【英・2】 ＊歌やカード作りを通して、異なる文化に触れて外国
の行事を楽しみます。

L1・２

・クリスマスを楽しもう（クイズ大会をしよ
う）
What do you want for Christmas?
I want
.
【英・１】L７【英・
２】L６

三

１

学
期

・外来語を知ろう②アルファベットで遊ぼう
(Aa-Zz)
【英・１】L６【英・２】

＊アルファベットの大文字と小文字を使った活動を通して、

L1

＊買い物をする遊びを通して、積極的にコミュニケーション

・買い物をしよう①

【英・１】L５・９

What do you want? I want
２

英語特有の音やことばに慣れ親しみ楽しみます。

を図ろうとする態度を養います。

.

・買い物②～世界の料理へ（材料を買う擬似体験） ＊友だちと協力して世界の料理を作り、外国の食文化を体験
・世界の料理①～③ 【英・１】L５・９
し異文化に興味を持たせます。
Let’s make (cook)
.
＊時刻の言い方を知り、日常生活をふり返り何時何分を使い
・英語で料理を作ってみよう。
コミュニケーションを広げます。
・何時ですか。①～③（誕生日月）
＊自分の誕生月の表現に慣れ親しみ友だちとのコミュニケ
（曜日・月）What time is it? 【英・１】L８【英・
ーションを楽しみます。

２】L７
What month is it? --- It’s

.

＊天気・月・曜日・時刻の言い方を使った活動に慣れ親しみ
ます。

３

・私の 1 週間 【英・１】L８【英・２】L７
I play tennis on Monday.

＊1 週間の予定を、伝え合い楽しむことにより積極的にコミ

*ランチメニューを作ろう【英・１】L９
（自分の好みを相手に伝える。
）

＊相手に応じた丁寧なことばの表現方法を知り、コミュニケ

ュニケーションを図ろうとする態度を養います。

ーションを楽しみます。

＊アルファベットの学習について…5 年生は、(A-Z)アルファベットが持つ音や 2 文字のフォニックスの音に慣れ
親しみ、大文字を書く練習を 1 年間通して学習します。
【英２】Lesson1/2

