
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８・９月 月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

単元 自己紹介をしよう 数字はなあに？
Day Bingo ゲームを

しよう
誕生列車をつくろう

おそろいのイモムシを
つくろう

単元 動物園を作ろう
いもほりゲームを

しよう
クリスマスツリーを作ろう

みんなの好きな
食べ物は何かな？

みんなの好きな
お花は何かな？

好きなものを
インタビューをしよう

表現

What's your name?
My name is ～.

What number? What day? What is your
birthday month?
It's ～.

What color?

表現

What animaｌ?
It's  ～.

How many? What shape? Do you like ～?
Yes, I do. /No, I
don't.

Do you like ～?
Yes, I do. /No, I
don't.

Do you like ～?
Yes, I do. /No, I
don't.

語句 あいさつ，名前 数字（１～１０） 曜日 月 色 単語 動物 数字（１１～２０） 形 食べ物 花
色，動物，食べ物

等
関連 学級活動 算数 図工 関連 生活 図工

単元 仲良くしようね いくつかな 好きな曜日クイズを作ろう 好きな月クイズを作ろう
フレンドブックを作ろう

～好きな色編～
単元

フレンドブックを作ろう
～好きな動物・乗り物編～

オリジナルロボットを
作ろう

クリスマスツリーを
作ろう

みんなの好きな
食べ物は何かな？

みんなの好きなものを
聞いてみよう

みんなのできることを
聞いてみよう

表現

How are you? How many? I like ～.
It's ～.

I like ～.
It's ～.

Do you like ～.
Yes, I do./
No, I don't.　I like ～.

表現

Do you like ～.
Yes, I do./
No, I don't.　I like
～.

What's this?
It's a ～.

What shape do you like?
What color do you like?

What food do you
like?

What ～ do you
like?

Can you ～?
Yes, I can. /
No, I can't.

語句 体調や気分を表す言葉 数字（21～100） 曜日 月 色 単語 動物・乗り物 体 色・形 食べ物
色，動物，食べ物

等
スポーツ，遊び

関連 学級活動 算数 図工 関連 算数

単元 Hello!
あいさつをして友達になろう

How are you?
ごきげんいかが

How many?
数えて遊ぼう

I like blue.
すきなものをつたえよう

What do you like?
何がすき？

単元
ALPHABET

アルファベットとなかよし
This is for you.
カードをおくろう

表現

Hello.　Hi.
I'm (Hinata).
Goodbye.
See you.

How areyou?
I'm (happy).

How many (apples)?
Ten (apples).
Yes.　That's right.
No.  Sorry.

I like (blue).
Do you like (blue)?
Yes, I do./No, I don't.
I don't like (blue).

What do you like?
I like (tennis).
What (sport) do you
like?
I like (soccer).

表現

(Card ‘A’), please.
Here you are.
Thank you.
You're welcome.

What do you want?
(A star), please.
Here you are.
This is for you.
Thank you.

Are you (a dog)?
Yes, I am./No,　I'm　not.
Who are you?
I'm　(a dog).

Who am I?

Who am I?
Hint, please.

語句 あいさつ，名前 気持ちを表す語 数（１～２０）
色、スポーツ，飲食物、野

菜
スポーツ，食べ物，

果物
単語

大文字（A-Z），
数（21～30，0）

大きさ，形，動物

関連 学級活動 学級活動 算数 図工／体育 体育 関連 国語／算数／図工 図工／算数

単元
Hello，world!

世界のいろいろなことばで
あいさつをしよう

Let’s play cards.
すきな遊びをつたえよう

I like Mondays.
すきな曜日は何かな？

What time is it?
今，何時？

Do you have a pen?
おすすめの文房具セット

をつくろう
単元

Alphabet
アルファベットで文

字遊びをしよう

What do you want?
ほしいものは何かな？

表現

Good morning
   /afternoon/night).

How’s the weather?
It’s [sunny etc.].
Let’s (play cards).
Yes，let’s.     Sorry.
Stand up./Stop./Walk./
Jump./Run./Turn around.

What day is it?
It’s (Monday).

What time is it?
It’s (8:30).
It’s (“Homework
Time”).
How about you?

Do you have (a
pen)?
I [have / don’t have
](a pen).

表現

Try again. I want (potatoes),
please.

語句 体調や気分を表す言葉 天気，動作 曜日 数字，日課・時間 身の回りの物 単語 アルファベット 果物・野菜，飲食物

関連 学級活動 学級活動 学級活動 図工 関連 国語 　図工

単元 Hello，everyone.
アルファベット・自己紹介

When is your
birthday?

行事・誕生日

What do you have on
Monday?

学校生活・教科・職業

What time do you
get up?

一日の生活

She can run fast. He can
jump high.
できること

単元
I want to go to

Italy.
行ってみたい国や地域

Where is the
treasure?

位置と場所

表現

Nice to meet you.
My name is(Kosei).
How do you spell your
name? K-o-s-e-i.
I like (soccer) very
much.

When is your birthday?
My birthday is (May 19th).

Do you want ○○?
What do you want for
your birthday?
Happy birthday.

Do you have (P.E.)
on(Monday).
I study (math).
I want to be (a
teacher).
I want to study (math).

What time do you
(get up)?
I (usually) (get up) at
(7:00).

Can you (sing well)?
Yes, I can. / No,
can’t.
[I / You / He / She]
[can / can’t] (sing
well).

表現

Where do you want to go?

I want to go to (Italy).
I want to [see / go to /
visit] (the Colosseum).

I want to eat (pizza).
I want to buy (olive
oil).
It’s [exiting/delicious /

beautiful/great/fun].

Where is the
treasure?
Go straight (for two blocks).

Turn [right / left] (at
the third corner).
You can see it on your
  [right / left].

It’s [on /in under
/by] (the desk).

語句 アルファベット
月，季節，序数（１st～31st）

日本の行事
教科・職業 動作，手伝い 動作 単語 国，状態・気持ち，動作 身の回りの物，施設・建物

関連 学級活動 学級活動 家庭 道徳 関連 社会

単元
This is me.
自己紹介

Welcome to Japan.
日本へようこそ

My summer
Vacation.

夏休みの思い出
単元

I like my town.
自分たちの街・地

域

What sport do you
want to watch?

オリンピック・パラリンピック

My Best Memmory.
小学校生活・思い出・行事

What do you want to

be?

将来の夢・職業

表現

I'm from ～.
My nickname is ～.
What is your favorite
～?

Welcome to Japan.
In ～, we have ～.
You can enjoy ～

I went to ～.
I enjoyed ～.
I saw ～.
I ate ～.
It was ～.

表現

We have/don't
have ～.
We can ～.
We can enjoy ～.
～ is nice.

What do you want
to watch?
Are you good at
～?

What's your best
memory?
My best memory is
～.

What do you want
to be?
That's ～.
Good luck.

語句 ※新出語句なし 日本の行事，味覚 動詞の過去形，自然，動作 単語 施設、動作 スポーツ，動作 学校行事，感じ方 職業，感じ方

関連 学活 社会 小中連携授業 関連 総合 体育 国語・卒業文集 学活・卒業発表会

体育

What's this?
これなあに？

What's this?
Hint, please.
It's (fruit).  It's (green).
It's (a melon).
That's right.

動物，昆虫

理科

平成３１年度　大分大学教育学部附属小学校
外国語活動・外国語科　年間カリキュラム（１０～３月）

１年

２年

３年

６年 ６年

４年

５年５年

平成３１年度　大分大学教育学部附属小学校
外国語活動・外国語科　年間カリキュラム（４～９月）

１年

２年

３年

４年

Who are you?
きみはだれ？

動物，状態や気持ちを表す語、身体の部位

This is my favorite place.
お気に入りの場所を紹介しよう

This is my day.
ぼく・わたしの一日

Go straight.
This is (the music room).
This is my favorite place.
Why?

I wake up (at 6:00).
I have breakfast (at 7:00).
I go to school.
I go home.

校内の場所（教室）

学級活動

日課

道徳

What would you like?
料理・値段

Who is your hero?
あこがれの人

道徳 学活

中学校生活、部活動，動作

What would you like?
I’d like (spagetti).
It’s for (my brother).
How much?
It’s (970 yen).

Who is your hero?
[He / She] is good at (playing tennis).
[He / She] is good (tennis player).
[He / She] is [kind / cool / great /
strong / gentle / active / brave /
funny].

飲食物，家族，数 状態・気持ち

道徳

He is famous.  She is great.
日本や世界で活躍する日本人

※新出表現なし

※新出語句なし

Junior High School Life.
中学校生活・部活動

I want to join the ～.
What club do you want to join?
What event do you want to enjoy?


