
  教 科 ・ 種 目 名  英語 

 

 

採 択 

基 準 

基 本 

観 点 

発 行 者 名  発 行 者 名 

２ 東書 ９ 開隆堂 11 学図  15 三省堂 17 教出 38 光村 61 啓林館 

１ 学習指

導要領に

示す目標

の達成の

ために工

夫されて

いるこ

と。 

(1) 全体と

しての特

徴や創意

工夫 

 

別

別表１ 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりに Our 

Goalを示し、「導入（音

に出会う）」「展開（会

話に慣れる」「単元別

まとめ（コミュニケー

ションを楽しむ）」「オ

プション（世界を広げ

る）」という流れで構

成されている。年３回

「テーマ別まとめ（学

びを確かめる）」で単

元をまとめる活動を設

定している。 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりにゴー

ルを示し、Let’s 

Listenや Let’s Play

など基礎の繰り返しの

活動、Let’s Tryでま

とめを行う流れで構成

されている。Projectが

１年間で２回設定さ

れ、プロジェクト型の

学習を行う。巻頭の

CAN-DOマップで１年間

の学習の見通しを立て

ることができるよう工

夫している。 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりにレッ

スンの目標と学習の進

め方を示し、「歌」

「Scene」「Let’s 

Listen」「Let’s Chant」

「Small Talk」という

ステップを踏んだアク

ティビティで構成され

ている。「Use & Check」

の年２回の Project 

Timeで学びを深める活

動を設定している。 

 学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりの HOP

で単元のゴールを示

し、また児童自身が目

標を立てるコーナーが

ある。STEPでは Listen   

& Talk、Story等の活動

を通し基礎的・基本的

な知識・技能を習得し、

JUMPはプロジェクト型

の活動を行う構成とな

っている。巻末には

CAN-DOリストが掲載さ

れている。 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりにゴー

ルを示し、Let’s 

Listen、Activity、

Let’s Read and Write、

Final Activity、Sounds 

and Letters、Review、

ふりかえりという構成

で、基礎的な活動から

発信活動へ向けた流れ

となっている。 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりの導入

の Hop!で Goalを示し、

展開の Step 1、Step 2

では Let’s watch、

Let’s listen等の活動

で表現に慣れ、まとめ

Jump!で単元のゴール

活動に取り組む構成と

なっている。また、目

次のページには「でき

るようになること

(CAN-DO)」を掲載して

いる。 

学習指導要領の示す

目標に従い、コミュニ

ケーション能力を図る

基礎となる資質・能力

を育成するために、単

元構成を工夫し、単元

ごとの目標を明確に示

している。 

 

単元の始まりに GOAL

を示し、Part 1、２で

は Listen and Do、

Jingle、Chant、Say and 

Writeの活動で表現に

慣れ、Part３ではまと

めとして、発表活動を

行う構成となってい

る。単元の最後の

Looking Backでは学習

の振り返りをすること

ができる。巻末には

Can-Do Listが掲載して

いる。 

２ 内容や

構成が学

習指導を

進める上

で適切で

あること。 

(1) 基 礎

的・基本

的な知識

及び技能

の習得を

図るため

の配慮 

 

 

別表２ 

 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 

 ５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

チャンツで繰り返し

楽しみながら語彙や表

現に触れるよう工夫し

ている。 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 

５年生の巻頭で、外

国語活動での学習内容

との接続を図ってい

る。 

 

歌やチャンツで繰り

返し楽しみながら語彙

や表現に触れるよう工

夫している。 

 



  教 科 ・ 種 目 名  英語 

 

 

採 択 

基 準 

基 本 

観 点 

発 行 者 名  発 行 者 名 

２ 東書 ９ 開隆堂 11 学図  15 三省堂 17 教出 38 光村 61 啓林館 

２ 内容や

構成が学

習指導を

進める上

で適切で

あること。 

(1) 基 礎

的・基本

的な知識

及び技能

の習得を

図るため

の配慮 

 

 

別表２ 

 

 

 学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

 学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

  学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

 学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

 学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

 学んだ語句や基本的

な表現などを、文字や

文などを読んだり書い

たりする言語活動の中

で繰り返し学習し定着

を図れるようにしてい

る。 

 

小単元ごとに、基本

文について５つの領域

を用いた基本的な活動

を行い、単元最後の活

動で、学習したことを

確認したり表現活動を

行ったりできるよう構

成している。 

 (2) 思 考

力・判断

力・ 表

現 力 等

の 育 成

を 図 る

た め の

配慮 

 

 

別表３ 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

お互いについて知る

ための活動や興味・関

心のあることについて

話す活動が取り入れら

れ、児童が目的意識を

もって思考を働かせる

工夫をしている。Check 

Your Stepsでは複数の

単元の話題や表現を組

み合わせて、テーマに

沿った言語活動を行う

ことができる。 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

児童が自身のことを

友だちとやり取りする

ことを通して自己表現

することで、無理なく

実際のコミュニケーシ

ョン活動で活用できる

よう配慮し、単元末の

Let’s Tryでは、身に

付けてきた知識・技能

を実際に活用できる工

夫をしている。 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

実際に使うことを通

して英語を身に付けら

れるように、相手や場

面を意識して英語を使

う言語活動の工夫をし

ている。Project Time

では児童にとって親し

みやすい話題を取り上

げ、Show & Tell形式で

発表を行い、身近な交

流を通して英語を創造

的に使う工夫をしてい

る。 

 それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

実生活にダイレクト

に結びつくタスク設定

をし、目的や場面を意

識し、自分で話す内容

や構成を考え、時には

調べながら表現する言

語活動を通して、力を

付ける工夫をしてい

る。また、できなかっ

たことを修正してチャ

レンジする機会を設け

ている。 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

知識及び技能を活用

して思考力・判断力・

表現力を身に付けるた

めの具体的な言語活動

となるよう、各 Lesson

末で児童自身の興味・

関心や経験等を発信で

きるように工夫してい

る。振り返りにもその

観点が含まれている。 

 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

言語活動の中で学習

した語句を使い、お互

いの考えや気持ちを伝

えあい、予想してから

質問し、機械的な練習

でなく、児童が「考え

る」活動になる配慮を

している。振り返りで

は気付きを促す内容と

なっている。 

それまで学習してき

た単語や表現を生かし

て、自分のことや考え

を伝え合う活動を設定

している。 

 

言語活動の中で、表

現を使用する力、表現

力を養い、Reviewでは

既習の表現を場面や状

況を変えて使用できる

かを問い、思考力・判

断力を養い、実際にコ

ミュニケーション活動

を行う中で、表現力を

養えるように工夫して

いる。 



教 科 ・ 種 目 名  英語 

  

  

  

 

採 択 

基 準 

基 本 

観 点 

発 行 者 名  発 行 者 名 

２ 東書 ９ 開隆堂 11 学図  15 三省堂 17 教出 38 光村 61 啓林館 

２ 内容や

構成が学

習指導を

進める上

で適切で

あること。 

(3) 児童が

主体的・対

話的に学

習に取り

組むこと

ができる

配慮 

別表４ 

 学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

 児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

 

学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

 学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

学習内容を見通した

り振り返らせたりする

工夫をしている。 

児童の興味・関心に

合った題材を扱い言語

活動が設定されてい

る。 

(4) 学習指

導要領に

示してい

ない内容

の取扱い 

別表５ 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

「学び方みいつけ

た！４」において、中

学校での英語学習に触

れている。 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

「中学校へつなげよ

う」において、中学校

での英語学習に触れて

いる。 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

英語の歌が扱われて

おり、小学校学習指導

要領で示された以外の

文構造が含まれてい

る。 

 発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

英語の歌が扱われて

おり、小学校学習指導

要領で示された以外の

文構造が含まれてい

る。 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

英語の歌が扱われて

おり、小学校学習指導

要領で示された以外の

文構造が含まれてい

る。 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

「中学校に向けて」

において、中学校での

英語学習について触れ

ている。 

 

発展的な内容に「発

展」と示している。 

 

英語の歌が扱われて

おり、小学校学習指導

要領で示された以外の

文構造が含まれてい

る。 

(5) 他の教

科等との

関連 

 

別表６ 

国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連づけた内容を設

定している。 

国語科、音楽科など、

他教科で児童が学習し

たことと関連づけた内

容を設定している。 

国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連づけた内容を設

定している。 

 国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連づけた内容を設

定している。 

国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連づけた内容を設

定している。 

国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連付けた内容を設

定している。 

国語科、音楽科、図

画工作科など、他教科

で児童が学習したこと

と関連づけた内容を設

定している。 

３ 使用上

の便宜が

工夫され

ているこ

と。 

(1) 表記・

表現の工

夫 

 

 

 

 

 

 

別表７ 

 ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

Ａ４版である。 

ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

AB版である。 

ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

Ａ４版である。 

 ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

AB版である。 

ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

AB版である。 

ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

AB版である。 

ユニバーサルデザイ

ンに配慮をしている。 

 

 写真やイラストが豊

富にあり、場面がわか

りやすく、児童の学習

意欲を高める工夫がさ

れている。 

 

AB版である。 



別表１

調査項目 ２　東書 ９　開隆堂 11 学図 15　三省堂 17　教出 38　光村 161　啓林館

総ページ数（記載
ページ＋巻頭及び巻
末）

【５年】96ページ＋６
ページ
【６年】96ページ＋６
ページ
（別冊）48ページ

【５年】119ページ＋15
ページ
【６年】127ページ＋15
ページ

【５年】157ページ＋６
ページ
【６年】153ページ＋６
ページ

【５年】128ページ＋８
ページ
【６年】128ページ＋６
ページ

【５年】118ページ＋14
ページ
【６年】112ページ＋19
ページ

【５年】140ページ＋12
ページ
【６年】144ページ＋12
ページ

【５年】136ページ＋２
ページ
【６年】136ページ＋２
ページ

英語を使って何がで
きるようになるか、
つけたい力を明確に
する工夫

◇巻頭に、学年のテー
マ、Unitの活動テーマ
と目標、将来をイメー
ジさせる写真とイラス
トで示している。
◇各Unitの目標に「〜
しよう」と、英語で何
をする場面なのかが示
している。

◇「できるようになる
こと」の１年間全体の
見通しをCAN-DOマップ
で「～できる」という
文で示している。
◇各単元の始めに、そ
の単元で目標とする活
動がわかるように見開
きページ全体を使い、
絵や活動を示してい
る。

◇各Lessonの表紙に何
を学ぶのかレッスン目
標が示され、どのよう
に学習を進めていくの
かイラストで示してい
る。
◇英語を使う身近な状
況を絵で示し、どんな
ことができるようにな
るかイメージしやすい
工夫をしている。

◇Get Ready（HOP）で
今の自分の力を確認
し、Presentation
（JUMP）に向けて目標
を設定できるよう示し
ている。
◇CAN-DOリスト　英語
でこんなことができ
た！で自分の学びを振
り返る工夫をしてい
る。

◇各Lessonの始めの
ページにネコのキャラ
クターが目標を「～し
よう」という文で示し
ている。

◇各UnitのHop!のGoal
で、目標を確認するこ
とができる。
◇CAN-DOで示してい
る。

◇各UnitのGOALに「〜
なろう」という文で示
している。
◇Can-Do Listを示して
いる。

◇本編は、Get Ready
（HOP）、Lesson
（STEP）、
Presentation（JUMP）
の３部の構成である。

◇Get Ready（HOP）で
は、「なりたい自分」
をイメージして自らの
学びの見通しを立て
る。
◇Lesson（STEP）で
は、コミュニケーショ
ン活動を通して、基礎
的・基本的な知識・技
能を習得する。
◇Presentation
（JUMP）では、実際の
場面で表現する（活
用）活動をする。

【５年】７単元
【６年】７単元

◇本編は、Lessonの構
成である。

◇Lessonは、映像を見
て内容を捉える、口慣
らしをする、考える、
聞く、やり取りをす
る、読む・書く、やり
取りや発表による発信
活動を行う、音声と文
字のつながりを学ぶ、
復習・自己評価をす
る、という流れで進
む。

【５年】９単元
【６年】９単元

◇本編は、Unitの構成
である。

◇各Unitは、Hop!、
Step1、Step２、Jump!
の順で進む。
◇Hop!では、そのUnit
のゴールまでの流れが
わかるよう導入する。
◇Step１、Step２で
は、「聞く」活動や
「チャンツ」で表現に
なれて友達と伝え合
い、口慣らし、簡単な
練習、コミュニケー
ション活動、書くの、
スモールステップで進
む。
◇Jump!では、「聞く」
「読む」「書く」「話
す」の活動で単元の
ゴールに取り組み、自
分の考えや気持ちを伝
うことや、発表する。
最後に「ふりかえり」
で単元全体の学習度を
確認する。

【５年】９単元
【６年】９単元

◇本編は、Pre-Unit、
Unit、Review、Storyの
構成である。

◇Pre-Unitでは前学年
の活動や学習の復習を
する。
◇Unitは新しい語句や
表現を身につけるため
に、「聞く」「話す」
を中心とした活動を
し、発表活動をし、振
り返りと自己評価を行
う。英語の文字の「読
む」「書く」活動をす
る。
◇Reviewでは学習した
英語の「知識及び技
能」を問う問題に挑戦
したり、「思考力・判
断力・表現力等」を働
かせる活動を行う。
◇Storyでは、絵を見な
がら単語や文の意味を
推測する。

【５年】６単元（＋Pre
Unit）
【６年】６単元（＋Pre
Unit）

教科・科目名　　英語の調査研究事項

単元構成と単元数 ◇本編は、８つのUnit
と３つのCheck Your
Stepsの構成である。

◇Unitは、それぞれ４
つのパートに分かれて
いる。Starting Outは
音や映像から「聞く」
活動を中心にしてい
る。Your Turnは知識・
技能として慣れること
に焦点を置いた「話
す」活動を中心に、
Enjoy Communicationは
思考・判断・表現とし
ての「話す」活動を中
心にしている。Over
the Horizonは異文化情
報に触れて世界を広げ
るために、日本語との
比較や日本文化を紹介
する活動をする。
◇Check Your Stepsで
はテーマ別で学びを
「振り返り」、伝える
力を「確かめる」発表
を行う。

【５年生】８単元
【６年生】８単元

◇本編は、Lessonと
「文字に慣れよう」の
２部構成であり、各部
Projectが含まれてい
る。

◇Lessonは、「聞く」
「読む」「話す」「書
く」を繰り返しの学習
で基礎・基本を定着さ
せ、対話と協動を軸と
する活動を通して、知
識・技能を思考力・判
断力・表現力へつなげ
る。
◇「文字に慣れよう」
では英語の「読む」
「書く」を体系的に繰
り返し学習する。
◇Projectでは、身に付
けた知識や技能を復
習・活用しながら、目
的に向かって活動をす
る。

【５年】９単元
【６年】11単元

◇本編は、Pre-Lesson
とLessonの構成であ
る。

◇Pre-Lessonでは授業
で使う英語を確認し、
英語であいさつやアル
ファベットの確認、発
音の注意をし、Lesson
に向けての準備を中心
とした活動をする。
◇Lessonでは、音声に
よるインプットをし、
できる限り多く繰り返
す「聞く」活動、身近
な交流を通して、相手
や場面を意識して英語
を使う活動、英語やそ
の文化に興味を持ち、
学びを広げようとする
活動をする。

【５年】10単元（＋
Pre-Lesson）
【６年】10単元（＋
Pre-Lesson）
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①題材 【５年】
◇初授業
◇家庭で
◇校外学習
◇町探検
◇道案内
◇注文・買い物
◇お正月
◇あこがれの人

【６年】
◇自己紹介
◇宝物
◇行ってみたい国
◇夏休みの思い出
◇食物連鎖
◇食料産地・栄養
◇小学校生活の思い出
◇中学校進学に向け
て、夢宣言

【５年】
◇挨拶、自己紹介、数
字
◇誕生日、学校行事、
季節
◇時間割、曜日
◇できること
◇道案内
◇あこがれの人
◇年賀状
◇献立
◇自分の町紹介

【６年】
◇挨拶、自己紹介
◇１日の生活
◇行ってみたい国
◇日本のことを紹介
◇夏休みにしたいこと
◇夏休みの思い出
◇世界の衣食住
◇人気のスポーツ
◇小学校生活のふり返
り
◇将来の夢
◇中学校生活に向けて

【５年】
◇自己紹介
◇数・値段
◇教科・習い事
◇位置・道案内
◇１日の生活
◇できること
◇誕生日・ほしいもの
◇食べ物の注文
◇国・地域
◇あこがれの人

【６年】
◇自己紹介
◇好きな食べ物
◇日本の祭り
◇夏休みの思い出
◇自分たちの町、地域
◇道案内
◇小学校の思い出
◇職業
◇将来の夢
◇人物を問う
◇中学校に入ったら

【５年】
◇自己紹介
◇できること・とくい
なこと
◇友達や家族の紹介
◇１日にすることとそ
の時間
◇ふだんよくすること
◇位置や場所
◇行きたい国

【６年】
◇友達や家族
◇行事や文化
◇夏休みにしたこと
◇ものの様子や特徴
◇現在の状態と過去の
状態
◇つきたい職業
◇日本の文化・他国の
文化

【５年】
◇自己紹介
◇誕生日カレンダー
◇夢の時間割
◇１日の過ごし方
◇できること
◇行ってみたい都道府
県
◇オリジナル・メ
ニュー
◇目的地への行き方
◇友達になってみたい
人を紹介

【６年】
◇自己紹介
◇おすすめの場所
◇日本文化
◇夏休みの思い出
◇行きたい国
◇世界で活躍するス
ポーツ選手
◇小学校の思い出
◇将来の夢
◇あこがれの中学校生
活

【５年】
◇挨拶、アルファベッ
ト、数字
◇自己紹介
◇誕生日
◇時間割
◇１日の生活
◇できること・できな
いこと
◇行きたい国
◇料理の注文・値段
◇道案内
◇身近なあこがれの人
紹介

【６年】
◇アルファベット、挨
拶、数字
◇自己紹介
◇日本の行事
◇見たいスポーツ
◇夏休みの思い出
◇自分の町の紹介
◇小学校生活の思い出
◇将来の夢
◇中学校生活

【５年】
◇自己紹介
◇行事・誕生日
◇学校生活・教科
◇１日の生活
◇できること
◇身近な人の紹介
◇行きたい国
◇位置・場所
◇料理・金額

【６年】
◇自己紹介
◇日本の紹介
◇自分たちの町・地域
◇夏休みの思い出
◇週末の出来事
◇小学校の思い出
◇将来の夢・職業
◇中学校生活・部活動

②単元のねらい 【５年】
◇名前や好きなもの・
ことを伝える。
◇誕生日やほしいもの
を伝える。
◇学びたい教科やなり
たい職業を伝える。
◇外国の人に自己紹介
をする。
◇身近な人を紹介す
る。
◇場所をたずねたり答
えたりする。
◇ていねいに注文をし
たり、値段をたずねた
りする。
◇地域のおすすめを紹
介する。
◇日本の四季や文化を
紹介する。
◇あこがれの人につい
て発表する。
◇「日本のすてき」を
紹介する。

【５年】
◇名刺交換を通して自
己紹介をする。
◇誕生日や学校常時な
どを伝える。
◇ある職業になるため
の時間割を作って紹介
し合う。
◇「できること、でき
ないこと」を伝え合
う。
◇方向や行き先をたず
ねたり、答えたりす
る。
◇あこがれの人や尊敬
する人について紹介す
る。
◇世界のお正月につい
て理解を深める。
◇ランチメニューを作
り食べ物についてたず
ねたり答えたりする。
◇地域の紹介をする。

【５年】
◇挨拶、自己紹介を通
して好きなものや持っ
ているものを紹介す
る。
◇自分の気分を伝え合
い、物の数や値段につ
いて伝える。
◇時間割や習い事につ
いて伝える。
◇物の位置や場所を伝
え案内する。
◇自分の１日の生活の
ことを伝える。
◇できることやできな
いことを伝える。
◇誕生日やほしい物を
伝える。
◇ていねいに料理の注
文をとり、注文をす
る。
◇行きたい場所を伝
え、たずね合う。
◇自分や他の人のヒー
ローが誰かについて伝
える。

【５年】
◇誕生日や持ち物、好
きなことを伝える。
◇できること、とくい
なことを伝える。
◇友達や家族、知って
いる人のことを説明す
る。
◇ふだん、何時にどん
なことをするかを伝え
る。
◇ふだんよくすること
や習慣を伝える。
◇ものの場所や位置を
説明する。
◇行きたい場所と、そ
こでしたいことを伝え
る。

【５年】
◇自分の名前や好きな
ものを伝え合い、自己
紹介をする。
◇誕生日を伝え合う。
◇夢の時間割を伝え
る。
◇自由な１日があった
ら、何をしたいか伝え
る。
◇できることを伝えた
り、たずねたりする。
◇自分と相手以外の人
を表すheとsheがわか
る。
◇行ってみたい場所を
伝えたり、たずねたり
する。
◇メニューを考えて、
注文をしたり、注文を
受けたりするやりとり
をする。
◇行き方をたずねた
り、案内したりするや
りとりをする。
◇友達になってみたい
人を紹介し合う。

【５年】
◇名前や好きなものを
言って、自己紹介をす
る。
◇誕生日や誕生日にほ
しいプレゼントをたず
ね合う。
◇教科や曜日など時間
割について伝える。
◇家の手伝いや１日の
生活についてたずね合
う。
◇自分や他の人ができ
ることやできないこと
を紹介する。
◇行きたい国やそこで
できることを紹介す
る。
◇料理を注文したり、
値段をたずねたりす
る。
◇場所をたずねたり、
道案内をしたりする。
◇職業や性格などを
言って、身近なあこが
れの人を紹介する。

【５年】
◇友達に自己紹介がで
きる
◇自分の誕生日や、誕
生日にほしいものを言
える
◇夢の時間割を作っ
て、勉強したい教科を
言える。
◇家での仕事や日課を
示す表現を知り、自分
の日課を友達に伝え
る。
◇できること、できな
いことを伝えられる。
◇身近な人や好きな人
物を紹介できる。
◇行きたい国の魅力を
紹介できるようにな
り、友達を旅行にさそ
う。
◇いろいろなものの場
所をたずねたり、答え
たりできる。
◇レストランで注文で
きるようになる。

単
元
の
内
容

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目
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【６年】
◇友達や家族のことを
伝える。
◇日本の行事や学校行
事を伝える。
◇夏休みに入った場所
と、そこでしたことを
伝える。
◇ものの様子や特徴、
自分の気持ちなどを伝
える。
◇現在の状態と過去の
状態を比べて言う。
◇将来つきたい職業
と、その理由を伝え
る。
◇日本の文化を伝え
る。他の国の文化を知
る。

【６年】
◇自己紹介し合う。
◇自分の町のよさを紹
介する。
◇日本の文化を伝え
る。
◇夏休みの思い出を伝
える。
◇行きたい国のよさを
紹介する。
◇世界で活躍するス
ポーツ選手を紹介す
る。
◇小学校の思い出を伝
え合う。
◇将来の夢を発表す
る。
◇中学校でしたいこと
を発表する。

【６年】
◇出身地や得意なこと
を言って、自己紹介を
する。
◇日本の行事やそこで
できることを紹介す
る。
◇見たいスポーツをた
ずね合う。
◇夏休みの出来事や感
想を発表する。
◇職業や性格などを
言って、世界で活躍す
る人を紹介する。
◇自分の町にあるもの
やそこでできることを
紹介する。
◇小学校生活の思い出
に残る行事を発表す
る。
◇なりたい職業とその
理由を言って、将来の
夢を発表する。
◇中学校でしたいこと
を発表する。

【６年】
◇外国の人に自己紹介
ができる。
◇自分の住む地域でで
きることを、外国の人
に紹介できる。
◇自分の住む地域のよ
さを伝えたり、地域に
あったらよいものを提
案したりできる。
◇夏休みの思い出を伝
えられる。
◇自分がしたことを伝
えられる。
◇小学校の思い出を伝
えられる。
◇将来つきたい職業と
その理由を言える。
◇中学生になったら
やってみたいことを伝
える。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

単
元
の
内
容

②単元のねらい 【６年】
◇名前や好きなこと、
誕生日を発表する。
◇日常生活について伝
え合う。
◇行ってみたい国や地
域と、その理由を伝え
合う。
◇外国の人にメッセー
ジを伝える。
◇世界と日本の夏休み
の過ごし方を比べる。
◇地域にクラス生き物
について考え、そのつ
ながりを発表する。
◇食料を通して世界の
つながりを考え、メ
ニューを発表する。
◇世界と自分のつなが
りを紹介する。
◇小学校生活の思い出
を伝え合う。
◇中学校生活や将来に
ついて考え、夢を発表
する。
◇寄せ書きのメッセー
ジを伝える。

【６年】
◇自己紹介をし合う。
◇１日の生活の紹介を
たずねたり、答えたり
できる。
◇行ってみたい国につ
いてたずねたり、答え
たりできる。
◇日本について紹介し
合う。
◇夏休みにしたいこと
を伝える。
◇夏休みの思い出につ
いて伝える。
◇世界の衣食住につい
て理解を深める。
◇好きなスポーツつい
て伝え合う。
◇小学校生活の思い出
について紹介したり、
たずねたり答えたりで
きる。
◇友達の将来の夢につ
いて紹介したり、たず
ねたり答えたりでき
る。
◇中学校でがんばりた
いことを紹介したり、
たずねたり答えたりす
る。

【６年】
◇挨拶、自己紹介をし
合う。
◇好きな食べ物に付い
て伝え、たずね合う。
◇見たい祭りやしたい
ことについて、それら
への気持ちを入れて伝
え、たずね合う。
◇夏休みの思い出につ
いて、その感想も入れ
て伝え合う。
◇自分の町にあるもの
やないもの、そこでで
きることについて伝え
合う。
◇行き先を伝えたり、
たずね合う。
◇小学校の思い出につ
いて伝え、たずね合
う。
◇将来なりたいものや
したいことについて伝
え、たずね合う。
◇ある人について、ど
んな人かも含めて紹介
したり、たずね合う。
◇中学校でしたいこと
について伝え、たずね
合う。
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単
元
の
内
容

③単元のねらい
を達成するため
の主な活動

【５年】【６年】
◇各Unit、Starting
Outでは単語を学び、音
声を聞いて重要表現に
出会う。映像を見てわ
かったことを日本語で
書く。音声を聞いてモ
デル文を見ながら「わ
たしのせりふ」を考え
て英文を書き写す。
◇各Unit、Your Turnで
はペア・ワーク、グ
ループ・ワークを通し
て先生や友達とのやり
取りを通して繰り返し
聞いたり、言ったりす
る。英語を書くことを
行う。
◇各Unit、Enjoy
Communicationでは、巻
末コミュニケーション
カードを使って自分の
カードを作り、クラス
の友達とやり取りや発
表をする。話すときと
聞くときに工夫したこ
とを日本語で書く。

【５年】【６年】
◇英語を聞くLet’s
Listen、英語を使って
活動するLet’s Play、
英語で歌うLet’s
Sing、リズムに合わせ
て英語で言うLet’s
Chant、英語を読んで書
くLet’s Read and
Write、英語を使って自
分を表現するLet’s
Try、世界の様子を見て
考えるLet’s Watch
and Think、英語を読ん
で考えるLet’s Read
and Think。
◇アルファベットを書
き、単語を書き写し、
単語を読む活動で音と
文字を結びつける。
◇文や文章を読んで意
味を捉え、文を書き写
し、文を作り、書いた
り、文の意味を考え
る。

【５年】【６年】
◇Lessonでは、絵を見
ながら１つの場面につ
いて英語を聞き、チャ
ンツで目標表現に慣れ
ていく活動をする。
◇Lessonでは、「聞
く」「言う」「話す
（やりとり）」「話す
（発表）」「読む」
「書く」の活動をし、
Use & Checkでは場面を
変えた活動を通して使
う中で学習した英語を
振り返る。
◇Projectでは友達と意
見を交わしたり、提示
用シートを作って発表
し学びを深める。

【５年】【６年】
◇学びの見通しをたて
るHOP、コミュニケー
ション活動を通して基
礎的・基本的な知識、
技能を修得するSTEP、
実際の場面で表現する
（活用）JUMPのスモー
ルステップで活動す
る。
◇HOPでは、学びの見通
しをつける活動をす
る。
◇STEPでは、「聞く」
「話す」を中心に「読
む」「書く」活動をす
る。
◇JUMPでは、経験した
表現や語彙を、場面や
目的の明確な言語活動
をする。

【５年】【６年】
◇目標活動に向けて、
新出表現を口慣らしす
る。
◇シールを使う、線を
つなぐ、記入するなど
書き込み式の「聞く」
「話す」活動をする。
◇映像から見る活動か
ら入り、順序をふんで
少しずつ発信活動をす
る。
◇コミュニケーション
や言語・文化について
思考を促す。
「読む」「書く」「話
す」「聞く」の活動を
通して、主体的な学び
をする。

【５年】【６年】
◇見開きページを大き
く使ったパノラマのイ
ラストや巻末付録の
カードを使い、導入の
活動をする。
◇それぞれ「聞く」
「話す」「書く」の
コーナーを設置し、
「聞く」「話す」「書
く」への活動をする。
◇慣れ親しんできた語
句や表現を読む活動を
する。
◇世界の映像を観て話
し合う活動をする。
◇学んだ語句や表現を
活用して、お互いの考
えや気持ちを伝え合
う。

【５年】【６年】
◇どんな言葉が使われ
ているか「聞く」、英
語の意味を推測する、
英語の意味を理解し発
話してみる、いろいろ
な場面や状況の話を聞
き、基本的な表現を身
につけるインプット・
インテイクの活動をす
る。
◇学んだ基本的な表現
を実際に追加って、自
分の言いたいことを伝
えるアウトプットのた
めに、「話す」「書
く」の活動をする。
◇学んだ表現を繰り返
し聞いたり、使ったり
しながら身につけるリ
ピートの活動をする。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目
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【５年】
◇冒頭の「英語で言え
るかな」では、前学年
までに経験してきた表
現や語句について活動
を通しておさらいす
る。
◇Words & Phrasesでは
教室で使う語句リスト
で、コミュニケーショ
ン上のヒントとして使
う。
◇ことばや文化に関す
るコラムでは、英語を
学ぶことの意味やおも
しろさを気付く。
◇Let’s Chantでは、
アルファベットの音と
文字を学ぶ。

【６年】
◇冒頭の「英語で言え
るかな」では、前学年
までに経験してきた表
現や語句について活動
を通しておさらいす
る。
◇Words & Phrasesでは
会話を続ける工夫か
ら、コミュニケーショ
ン上のヒントとして使
う。
◇ことばや文化に関す
るコラムでは、英語を
学ぶことの意味やおも
しろさを気付く。

【５年】
◇冒頭のClassroom
Englishでは教室で使う
表現を確認する。
◇Look at the Worldで
は海外の学校の様子や
手話を紹介し、言語や
文化、世界とのつなが
りへの気づきを促す。
◇Sounds and Letters
では、アルファベット
の音と文字を少しずつ
学ぶ。
◇Read and Actでは、
知っているお話の内容
の読む活動をする。

【６年】
◇冒頭のClassroom
Englishでは教室で使う
表現を確認する。
◇Look at the Worldで
は外来語、絶滅危惧種
をテーマにした内容を
紹介し、言語や文化、
世界とのつながりへの
気付きを促す。
◇Sounds and Letters
では、アルファベット
の音と文字を少しずつ
学ぶ。
◇Read and Actでは、
知っているお話の内容
の読む活動をする。

【５年】
◇Sounds and Letters
ではアルファベットが
もつ「音」に気付く活
動をする。
◇Alphabet Timeでは、
アルファベットの大文
字・小文字の形の特徴
を認識する活動をす
る。
◇Fun Timeでは、「ア
ルファベットの形を認
識する」ことから「ア
ルファベットの文字を
書く」ことまでを学
び、文字遊びや歌、物
語、他教科との連携し
た学習などを紹介し、
文字遊びを取り入れる
などの活動をする。

【６年】
◇Sounds and Letters
ではアルファベットが
もつ「音」に気付く活
動をする。
◇Fun Timeでは、「ア
ルファベットのもつ
音」に気付かせ「文字
をつなげて単語を作る
「語順を意識して文を
作る」ことを学び、文
字遊びや歌、物語、他
教科との連携した学習
などを紹介し、文字遊
びを取り入れるなどの
活動をする。

【５年】
◇Storyでは物語を読
み、絵を見ながら単語
の意味を考え、語順に
注意しながら活動をす
る。
◇Let’s Read and
Writeでは、文字と音の
関係を学習し、単語を
読んだり書いたりす
る。
◇Reviewでは復習問題
をやる。
◇Did you know?では日
本と異なる言語的・文
化的な内容への気づき
を促す。

【６年】
◇Storyでは物語を読
み、絵を見ながら単語
の意味を考え、語順に
注意しながら活動をす
る。
◇Let’s Read and
Writeでは、文字と音の
関係を学習し、単語を
読んだり書いたりす
る。
◇Reviewでは復習問題
をやる。
◇Did you know?では日
本と異なる言語的・文
化的な内容への気づき
を促す。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

単
元
の
内
容

④その他の活動 【５年】
◇Story Timeでは、繰
り返す語彙を含んだ物
語を「聞く」「読む」
活動をする。
◇Sounds and Letters
ではアルファベットが
もつ「音」に気付く活
動をする。

【６年】
◇Story Timeでは、繰
り返す語彙を含んだ物
語を「聞く」「読む」
活動をする。
◇Make an Original
Song!では学習した英語
を使ってメロディーに
のせてオリジナルソン
グを作る。
◇Sounds and Letters
ではアルファベットが
もつ「音」に気付く活
動をする。

【５年】
◇冒頭で外国語活動の
学習内容を復習するこ
とができる。
◇プログラミングを融
合した活動をする。
◇「文字に慣れよう」
では、アルファベット
の音と文字を少しずつ
学ぶ活動をする。

【６年】
◇巻末では中学校への
接続を意識した内容に
触れる。
◇興味・関心を高める
旬な話題・課題を取り
組む。
◇「文字に慣れよう」
では、アルファベット
の音と文字を少しずつ
学ぶ活動をする。

【５年】
◇冒頭の「クラスルー
ム・イングリッシュ」
は、教室で使う表現を
確認する。
◇Songs for Lessonsで
は英語の自然なリズム
やイントネーションを
身につけるための英語
の歌に親しむ。

【６年】
◇冒頭の「クラスルー
ム・イングリッシュ」
は、教室で使う表現を
確認する。
◇Songs for Lessonsで
は英語の自然なリズム
やイントネーションを
身につけるための英語
の歌に親しむ。
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「話すこと（発表）」の
指導

◇Check Your Steps
で、それぞれの単元で
学習したことを生かし
て「話すこと（発
表）」の活動を設定し
ている。

◇Let's Tryで「話すこ
と（発表）」の活動を
設定している。
◇Projectで、それぞれ
の単元で学習したこと
を生かして「話すこと
（発表）」の活動を設
定している。

◇Use & Checkで「話す
こと（発表）」の活動
を設定している。

◇Jumpで、それぞれの
単元で学習したことを
生かして「話すこと
（発表）」の活動を設
定している。
◇Write &Speakで「話
すこと（発表）」の活
動を設定している。

◇Activityで「発話す
こと（発表）」の活動
を設定している。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Let's TryやYou can
do it!で「話すこと
（やり取り）」の活動
を設定している。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Activityで「話すこ
と（やり取り）」の活
動を設定している。

◇You can do it!で
「話すこと（発表）」
の活動を設定してい
る。

◇ChantやGingle,Look
and Sayで「話すこと
（発表）」の活動を設
定している。

「話すこと（やり取
り）」の指導

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Small Talkの例示が
されている。
◇Let's Tryで「話すこ
と（やり取り）」の活
動を設定している。
◇Enjoy Communication
で、ある程度まとまり
のある内容をやり取り
する活動を設定してい
る。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Let's Playで「話す
こと（やり取り）」の
活動を設定している。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Small Talkの例示が
されている。
◇Use & Checkで「話す
こと（やり取り）」の
活動を設定している。

◇各単元に、基礎的な
「話すこと（やり取
り）」の活動を設定し
ている。
◇Listen & TalkやTalk
to Friendsで「話すこ
と（やり取り）」の活
動を設定している。

◇５年生の巻頭に、
「英語で言えるかな」
や「教室で使う英語」
で、外国語活動で学ん
だことを復習する内容
を掲載している。

◇５年生の巻頭に、
Let's Start Together
で外国語活動で学んで
ことを復習する内容を
掲載している。

◇５年生の巻頭に、
Let's Startで、外国語
活動で学んだことを復
習する内容が掲載して
いる。

◇５年生の巻頭に、Pre
Unitで外国語活動で学
んだことを復習する内
容が掲載している。

「聞くこと」の指導 ◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Let's ListenやLet's
Watch and Thinkで「聞
くこと」の活動を設定
している。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Let's ListenやLet's
Watch and Thinkで「聞
くこと」の活動を設定
している。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Let's Listenや
Let's Chantで「聞くこ
と」の活動を設定して
いる。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Listen &TalkやSound
Chant,Word Chantで
「聞くこと」の活動を
設定している。
◇Enjoy Lisningや
Storyである程度まとま
りのある文を「聞くこ
と」の活動を設定して
いる。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Let's ListenやLet's
Watch で「聞くこと」
の活動を設定してい
る。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Let's ListenやLet's
Watchで「聞くこと」の
活動を設定している。

◇各単元のはじめに単
元内容を把握するため
の「聞くこと」の活動
を設定している。
◇Listen and
Play,Listen and Do,
Listen and Sayで「聞
くこと」の活動を設定
している。
◇Storyでまとまりのあ
る話を「聞くこと」の
活動を設定している。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

小学校外国語活動との接
続

◇５年生の巻頭に、
「学び方みいつけた」
として、外国語活動で
学んだ教室英語を掲載
している。

◇５年生の巻頭に、
Spring Festivalとし
て、外国語活動で学ん
だことを復習する内容
を掲載している。

◇５年生の巻頭に、
Pre-lessonで、外国語
活動で学んだことを復
習する内容を掲載して
いる。
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言
語
材
料

語彙の学習が効
果的に進められ
る工夫

◇別冊の絵辞書Picture
Dictionaryで携帯して
使いたい言葉を探して
使える工夫をしてい
る。

◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線あり）が付いてい
る。

◇巻末単語リストで使
いたい言葉を探して使
える工夫をしている。

◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線なし）が付いてい
る。

◇巻末 Word Listで使
いたい言葉を探して使
える工夫をしている。

◇巻末 Word and
Phrasesで使いたい言葉
を探して使える工夫を
している。

◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線なし）が付いてい
る。

◇巻末My Word Bankで
使いたい言葉を探して
使える工夫をしてい
る。

◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線あり）、ワーク
シートが付いている。

◇巻末「絵辞典」で使
いたい言葉を探して使
える工夫をしている。
また，Unitごとに参考
になる絵辞典のページ
を示している。
◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線なし）、ペンマン
シップシートが付いて
いる。

◇巻末 Word Listで使
いたい言葉を探して使
える工夫をしている。
また，Unitごとに参考
になるWord Listのペー
ジを示している。
◇巻末には授業で活用
できるカード（切り取
り線あり）が付いてい
る。

音声の扱い ◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇目次にあるQRコード
からリスニング活動の
音声を聞けるようにし
ている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇音声と文字に関する
気付きを促している。
◇単元の中にあるQR
コードからリスニング
活動の音声を聞けるよ
うにしている。

◇各単元に、基礎的な
「書くこと」の活動を
設定している。
◇Let's Writeで「書く
こと」の活動を設定し
ている。

◇Let's  Read and
Writeで「書くこと」の
活動を設定している。

「書くこと」の指導 ◇各単元に、基礎的な
「書くこと」の活動を
設定している。
◇巻末の、Sound and
Lettersで「書くこと」
の活動を設定してい
る。
◇第6学年のLet's read
and writeで、「書くこ
と」の活動を設定して
いる。

◇各単元に、基礎的な
「書くこと」の活動を
設定している。
◇Let's read and
writeで、「書くこと」
の活動を設定してい
る。
◇巻末の、文字に慣れ
ようで「書くこと」の
活動を設定している。

◇各単元に、基礎的な
「書くこと」の活動を
設定している。
◇Use & Checkで「書く
こと」の活動を設定し
ている。

◇各単元に、基礎的な
「書くこと」の活動を
設定している。
◇Write &TalkやWrite
&Speakで「書くこと」
の活動を設定してい
る。

◇Let's Read and
WriteやReviewで「書く
こと」の活動を設定し
ている。

◇各単元に、基礎的な
やりとりの内容が英文
で例示されており、
「読むこと」の活動を
することができる。
◇Let's Read and
WriteやRead and Actで
「読むこと」の活動を
設定している。

◇Let's Listen and
readで「読むこと」の
活動を設定している。
◇Reviewのまとまりの
ある文が記されてお
り、「読むこと」の活
動をすることができ
る。

◇Let's  Read and
WriteやChallengeで
「読むこと」の活動を
設定している。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

「読むこと」の指導 ◇各単元に、基礎的な
やりとりの内容が英文
で例示されており、
「読むこと」の活動を
することができる。
◇第6学年のLet's read
and writeで、互いに書
いたものを読む活動を
設定している。

◇各単元に、基礎的な
やりとりの内容が英文
で例示されており、
「読むこと」の活動を
することができる。
◇Let's read and
writeで、「読むこと」
の活動を設定してい
る。

◇各単元に、基礎的な
「読むこと」の活動を
設定している。
◇Shaggy's Storyでま
とまりのある文を「読
むこと」の活動を設定
している。

◇Enjoy Readingで「読
むこと」の活動を設定
している。
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教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

【５年】
Hi, I'm ~.

I like ~.

Nice to meet you.

When is your birthday?

My birthday is ~.

What do you want for

your birthday?

I want ~.

What subject do you

like?

Why do you like ~?

What do you study on

(曜日).

I study (教科) on (曜日).

What time do you ~?

I get up at (時間).

I/He/She can ~.

Can you ~?

He/She is (名前).

He's my brother.

He is good at ~.

Where do you want to

go?

I want to ~.

Why?

Let's go to ~.

We can ~.

Where is ~?

It's on/in/under/by ~.

Go straight.

Turn left/right.

What would you like?

I'd like ~.

How is it?

It's delicious.

How much is it?

It's (数)yen.

言
語
材
料

基本文として示
されている文及
び文構造

【５年】
What ~ do you like?

I like ~.

Nice to meet you.

When is your birthday?

My birthday is ~.

What do you want for

your birthday?

I want a ~.

What do you want to

study?

I want to ~.

What do you want to be?

Can you ~?

I/He/She can ~.

Who is this?

This is ~.

He/She is ~.

Where is ~?

Go straight.

Turn left/right.

It's in/by/on/under ~.

What would you like?

I'd like ~, please.

How much is it?

It's (数)yen.

We have (行事) in (月).

What do you do on New

Year's Day?

I usually get up at ~.

Why do you like winter?

Who is your hero?

My hero is ~.

Why is he/she your

hero?

He/She is good at ~.

He/She is always ~.

What can he/she do

well?

【５年】
Nice to meet you.

I'm ~.

I like ~.

When is your

birthday?

My birthday is ~.

What ~ do you like?

What do you have on

(曜日) ?

I have (教科など).

I want to  ~.

Can you ~?

I can ~.

Where is ~?

Go straight.

Turn left/right.

It's on/in/under/by ~.

He/She is ~.

He/She can ~.

Who is ~?

What would you like?

I'd like ~.

~, please.

How much?

This is ~.

It's famous for ~.

【５年】
I like ~.

Do you have ~?

I have ~.

What ~ do you like?

I'm ~.

How many ~ do you

like?

How much is  it?

It's (値段) yen.

I have (教科) on (曜日).

What do you have on (曜

日)?

This is ~.

Where is ~?

It's by/in/on/under ~.

Go straight.

Turn left/right.

I go cycling at ~.

What time do you ~?

I usually get up at (時

間).

Can you ~?

I/He/She can ~.

Can he/she ~?

When is your birthday?

My birthday is ~.

What do you want for

your birthday?

I want a ~.

What would you like?

I'd like ~.

What's this?

Where do you want to

go?

I want to ~.

Why?

Who is your hero?

My hero is ~.

He/She is ~.

【５年】
I have ~.

Do you have ~?

I like ~.

Do you like ~?

My birthday is in/on ~?

My name is ~.

Nice to meet you.

I can ~.

Can you ~ ?

He/She is ~.

Is he/she ~?

He/She can ~.

He/She is good at ~.

This is ~.

I get up at (時間).

What time do you ~?

I usually study at ~.

I play soccer on (曜日).

Where is ~?

It is in/on/in/under ~.

Go straight for ~

blocks.

Turn left/right at ~.

You can see it on your

left/right.

I want to ~.

Where do you want to

go?

【５年】
Nice to meet you.

My name is ~.

How do you spell your

name?

What season do you

like?

I like ~.

What do you have on (曜

日).

I have (教科) on (曜日).

I get up at ~.

What time do you ~?

I/He/She can ~.

What can you do?

Where do you want to

go?

I want to  ~.

Do you want to go to ~?

What would you like?

I'd like ~.

How much?

That's (値段)yen.

Where is ~?

Go straight.

Turn right at the first

corner.

Cross the street.

It's on your left.

Who is your dream

friend?

This is my dream friend.

What are you good at?

I'm good at ~.

【５年】
My name is ~.

How do you spell it?

What ~ do you like?

I like ~.

When is your birthday?

My birthday is ~.

What do you want for

your birthday?

I want ~.

What subject do you

like?

What do you have on (曜

日)?

I have ~.

I usually ~ at (時間).

What time do you ~?

Can you ~?

He/She can ~.

In (国名), you can ~.

Where do you want to

go?

I want to  ~.

Why?

What would you like?

I' d like ~?

How much is it?

It's (数)yen.

Where is ~?

It's on/in/under/by ~.

Go straight for ~ blocks.

Turn riht/left.

My hero is ~.

He/She is (職業、性格な

ど).
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別表３
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◇Enjoy Communication
で、それまで学習して
きたことを生かして、
自分のことや考えを伝
え合う活動を設定して
いる。

◇Check Your Steps
で、複数の単元をまた
いで付けた力を生かし
て、表現しあう活動を
設定している。

◇Let's Tryで、それま
で学習してきたことを
生かして、自分のこと
や考えを伝え合う活動
を設定している。

◇Projectで、それまで
の学習を復習・活用し
ながら行うプロジェク
ト型の活動を設定して
いる。

◇Use & Checkで、それ
まで学習してきたこと
を生かして、自分のこ
とや考えを伝え合う活
動を設定している。

◇Project Timeで、そ
れまでの学習を復習・
活用しながら行うプロ
ジェクト型の活動を設
定している。

◇Talk to Friendsで、
それまで学習してきた
ことを生かして、自分
のことや考えを伝え合
う活動を設定してい
る。

◇Jumpで、それまでの
学習を復習・活用しな
がらプレゼンテーショ
ンなどを行う、プロ
ジェクト型の活動を設
定している。

◇Final Activityで、
それまで学習してきた
ことを生かして、自分
のことや考えを伝え合
う活動を設定してい
る。

◇You can do it!で、
それまで学習してきた
ことを生かして、自分
のことや考えを伝え合
う活動を設定してい
る。

◇Activityで、それま
で学習してきたことを
生かして、自分のこと
や考えを伝え合う活動
を設定している。

【６年】
We are/have/like/can ~.

We have (行事・施設) in

(月・場所).

I went to ~.

I saw/ate/enjoyed ~.

It is (状態を表す形容

詞).

I am (気持ちを表す形容

詞).

I have a ~.

What would you like?

I'd like ~.

How much is it?

It's (数)yen.

It was ~.

I went to ~.

What is this?

He/She is a (職業名).

What do you want to

be?

I want to be ~.

【６年】
My favorite place is ~.

We can/have ~.

What is your favorite

place in our town?

Why do you like it?

What do you like about

Japan in (季節)?

You can ~ in (季節).

It's (味覚).

What did you do in your

summer vacation?

I ate/saw/was/enoyed.

I was ~.

What coutry do you

want to visit?

Why?

What sport do you want

to try?

This is ~.

He/She is/can ~.

What's your best

memory?

My best memory is ~.

We went to ~.

We saw/ate/enjoyed ~.

It was ~.

What do you want to be?

What club do you want

to join?

What event do you want

to enjoy?

【６年】
Where are you from ~?

I'm from ~.

I'm good at ~.

In (季節), we have ~.

Welcome to ~.

You can ~.

Do you want to watch ~?

Yes, I do.

What do you want to

watch?

I went to ~.

I saw/ate/enjoyed ~.

How was it?

It was ~.

I like/have/play/want ~.

Who is this?

He/She is ~.

We have ~.

We can see/eat/enjoy ~.

It's ~.

What's your best

memory?

My best memory is ~.

We went to ~.

We ate/saw/enjoyed

/played/sang ~.

What do you want to be?

I want to join/study ~.

【６年】
I'm from ~.

I'm good at ~.

My favorite sport is ~.

This is (名産).

It's ～.

We have (施設).

What do you want in

our town?

How was your summer

vacation?

My summer vacation

was ~.

I went/enjoyed/saw/ate

~.

What did you do last

weekend?

I played/made/watched

/bought ~.

My favorite memory is

~.

It was ~.

We saw/played/made ~.

What do you want to be?

I can ~.

I want to join (部活動).

調査項目

コミュニケーションを行
う目的や場面、状況など
に応じて情報を整理しな
がら、自分の考えや気持
ちなどを表現させる具体
的な題材の設定及び活動

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

言
語
材
料

基本文として示
されている文及
び文構造

【６年】
I live in ~.

I go to ~.

I usually (生活動詞).

My treasure is ~.

~ is a nice country.

You can ~.

I went to ~.

I saw/ate/enjoyed ~.

It was ~.

Where do (動物) live?

(動物) live in ~.

What do (動物) eat?

(動物) eat ~?

I ate ~ last night.

I usually eat ~ at home.

(食べ物) is from (国名).

(食べ物) is in the red

group.

My best memory is ~.

We went to ~.

I am good at ~.

【６年】
What time do you ~?

I (生活動詞) at (時間).

Where do you want to

go?

Why?

In (国名), you can ~.

Welcome to ~.

We have ~.

Please ~.

I went to ~.

I saw/ate/enjoyed ~.

It was ~.

We have ~ in Japan.

What sports do you

want to play?

Who is your favorite

sports player?

My favorite sports

player is ~.

What is your favorite

memory?

My favorite memory is

~?

I have a dream.

What do you want to

be?

What ~ do you want to

~?

【６年】
I'm from ~.

I can ~.

I'm good at ~.

What sport do you want

to watch?

What festival do you

want to see?

It's (感想).

I went to ~.

I saw/ate/enjoyed/saw ~.

It was (感想).

We have (町の施設).

We can (動作) .

Where do you want to

go?

You can see ~.

Go straight.

Turn right/left.

Wht's your best

memory.

My best memory is ~.

I enjoyed/saw ~.

What do you want to be?

Who is this?

He/She is famous.

What club do you want

to join?
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◇Country Road（６
年）
◇We Are the World
（６年）
◇一部のBe動詞、助動
詞Doの用法（６年）

◇過去形（６年）
◇単数形、複数形（６
年）

◇Songs for Lessons
（５、６年）

◇Lesson ７ Enjoy
Listening

◇Let's Enjoy the
Music（５、６年）
◇和英辞典を使ってみ
よう（６年）

◇Fun Time内の「英語
の歌」（５、６年）

◇Challenge

◇「学び方みいつけ
た！４」において、状
態や動作を表す内容を
取り扱っている。

◇「中学校につなげよ
う２、３」において、
中学校で学習する文法
項目を取り扱ってい
る。

◇Lessonの歌の中で、
中学校で学習する文法
をフレーズで覚えられ
るようにしている。

◇読みが中心となる活
動では、中学校の入門
期で多用される書体を
使用している。

◇文法用語を使わずに
文構造への気づきを促
すようにしている。

◇「中学校に向けて
英語の学習を続けてい
こう」において、中学
校生活の中で英語を使
う場面を示している。

◇５年生から６年生に
かけて、徐々に文字を
読んだり書いたりする
機会を増やしている。

学習指導要領に示していな
い内容

中学校の英語学習との接続

<見通しをもたせる工夫
>
◇Hopで、複数の単元を
統合し、大きなテーマ
を定め、学ぶ目的を意
識しながら学習を進め
られるようにしてい
る。

◇各単元の最初に単元
の学習目標を示し、学
習内容を見通せるよう
にしている。

<振り返り>
◇Jumpで、これまでの
学習を振り返る活動を
設定している。

◇Jumpの学習の後の
「まとめとふりかえ
り」で、できるように
なったこと振り返った
り、さらに工夫したい
ことを考えたりできる
ようにしている。

◇巻末にCAN-DOマップ
を示すことで、単元ご
とにできるようになっ
たことを振り返られる
ようにしている。

<見通しをもたせる工夫
>
◇巻頭で、1年間の学習
を見通し、自分の学習
目標を考えられるよう
にしている。

◇各単元の最初に単元
のゴールを示し、学習
内容を見通せるように
している。

◇Let's Watchで、言語
の使用場面を見せるこ
とで、学ぶ目的をつか
めるようにしている。

<振り返り>
◇Reviewで、これまで
の学習を振り返る活動
を設定している。

◇各単元の最後の「ふ
りかえろう」で、でき
るようになったことを
振り返られるようにし
ている。

<見通しをもたせる工夫
>
◇巻頭にCAN-DOリスト
を示すことで、学年全
体の学習を見通した
り、単元ごとにできる
ようになったことを振
り返られるようにして
いる。

◇目次や、各単元の最
初に単元のゴールを示
し、学習内容を見通せ
るようにしている。

◇Storyで、言語の使用
場面を見せることで、
学ぶ目的をつかめるよ
うにしている。

<振り返り>
◇「世界の友達」で、
これまでの学習を生か
して聞き取ったり考え
たりする活動を設定し
ている。

◇You can do it!で、
これまでの学習を振り
返る活動を設定してい
る。

◇各単元の最後の「ふ
りかえろう」で、でき
るようになったことを
振り返られるようにし
ている。

<見通しをもたせる工夫
>
◇巻末にCAN-DOリスト
を示すことで、学年全
体の学習を見通した
り、単元ごとにできる
ようになったことを振
り返られるようにして
いる。

◇各単元の最初や、毎
時間の学習のはじめに
ゴールを示し、学習内
容を見通せるようにし
ている。

<振り返り>
◇Reviewで、これまで
の学習を生かして聞き
取ったり考えたりする
活動を設定している。

◇Activityで、これま
での学習を振り返る活
動を設定している。

◇各単元の最後の
Looking Backで、でき
るようになったことを
振り返ったり、学習し
たことをどんな場面で
使いたいか考えたりで
きるようにしている。

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

学習効果を高めるための意
識的な工夫がなされ、児童
の言語活動に広がりや深ま
りを促したり、また、学習
内容を見通したり、振り返
らせたりする工夫

<見通しをもたせる工夫
>
◇Starting Outで、言
語の使用場面を見せる
ことで、学ぶ目的をつ
かめるようにしてい
る。

◇Open the Doorで、複
数の単元を統合し、大
きなテーマを定め、学
ぶ目的を意識しながら
学習を進められるよう
にしている。

◇各単元の最初に単元
のゴールを示し、学習
内容を見通せるように
している。

<振り返り>
◇Check Your Steps
で、これまでの学習を
振り返る活動を設定し
ている。

<見通しをもたせる工夫
>
◇巻頭にCAN-DOマップ
を示すことで、学年全
体の学習を見通した
り、単元ごとにできる
ようになったことを振
り返られるようにして
いる。

◇各単元の最初に単元
のゴールを示し、学習
内容を見通せるように
している。

<振り返り>
◇Projectで、これまで
の学習を振り返る活動
を設定している。

◇各単元の最後の「ふ
りかえりをしよう」
で、できるようになっ
たことを振り返られる
ようにしている。

<見通しをもたせる工夫
>
◇巻頭に、生活の中で
英語が使われている場
面を示し、英語を身近
に感じながら学習を進
められるようにしてい
る。

◇各単元の最初に単元
の学習目標を示し、学
習内容を見通せるよう
にしている。

<振り返り>
◇Use & Checkで、これ
までの学習を振り返る
活動を設定している。

◇各単元の最後のCheck
Timeで、できるように
なったことを振り返ら
れるようにしている。
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①国語科との関連 【５年】
◇ことば探検
◇Unit ３ P36
身の回りのアルファ
ベットをさがそう
【６年】
◇ことば探検

【５年】
◇Lesson ９ P74
自分の町しょうかいポ
スター
【６年】
◇Lessson ７ P56
十二支の動物と漢字

【５年】
◇Lesson ２ P39
漢字クイズ
◇Leson ６ P87
漢字クイズ
【６年】
◇Column P38
日本語と英語の同じと
ころ、違うところ

【５年】
◇Lesson １ P24、25
ローマ字
◇この日本語、どこか
ら来たの？P108、109
外来語
【６年】
◇Lesson １ P24
語順

【５年】
◇Lesson １ P21
身の回りにあるアル
ファベット
【６年】
◇Unit ３ P38
ポスター作り
◇The Letter P82～85

【５年】
◇Unit ６ P78
ポスター作り
◇Unit ６ P81
国を指す漢字
【６年】
◇Unit ２ P37
英語になった日本語
◇Unit ２ P59
日本の民話
◇Unit ５ P69
語順
◇Unit ６ P77
パンフレット作り
◇Unit ９ P111
You can do it!

【５年】
◇ヘボン式ローマ字 P
８
【６年】
◇Pre Unit P９
文構造
◇The Very Big Turnip
P97～99
◇Unit ８ P91
お礼の手紙

②音楽科との関連 【５年】
◇Let's Sing
◇Let's Chant
◇Unit ４ P45
日本のすてき
【６年】
◇Let's Sing
◇Let's Chant
◇Make an Original
Song! P84

【５年】
◇Let's Sing
◇Let's Chant
【６年】
◇Let's Sing
◇Let's Chant
◇Lesson ５ P25
Twinkle,Twinkle,littl
e Star

【５年】
◇Let's Chant
◇Lesson １ P27
世界の楽器
◇Songs for Lessons
P139～143
【６年】
◇Let's Chant
◇Songs for Lessons
P135～139

【５年】
◇Soound Chant
◇Let's Chant P34、35
【６年】
◇Soound Chant

【５年】
◇Let's Sing
◇Let's Say It
Together
◇Let's Enjoy the
Music P118
【６年】
◇Let's Sing
◇Let's Say It
Together
◇Let's Enjoy the
Music P118

【５年】
◇英語の歌
◇Let's chant
【６年】
◇英語の歌
◇Let's chant

【５年】
◇Chant
◇Jingle
◇教科書に出てきた英
語の歌 P119
【６年】
◇Chant
◇Jingle

③図画工作科との
関連

【５年】
◇Enjoy Communication
巻末コミュニケーショ
ンカード
【６年】
◇Enjoy Communication
巻末コミュニケーショ
ンカード

【５年】
◇Project Time
自己紹介シート、知っ
ている人の紹介シート
【６年】
◇Project Time
地域のよいところ紹介
シート、小学校の思い
出発表シート

【５年】
◇Lesson ３ P49
ヒーロー紹介の似顔絵
【６年】
◇Presentation
紹介カード、ポスター

【５年】
◇Lesson ５ P62
できることの木
◇Lesson ７ P84
オリジナルピザ作り
◇Lesson ８ P99
町の地図作り
【６年】
◇Lesson ３ P36
日本の文化カード作り

【５年】
◇Unit ７ P91
形や色を使ったデザイ
ン
◇Unit ９ P109
似顔絵
【６年】
◇Unit ５ P65
似顔絵
◇Unit ６ P79
Me on the Map

【５年】
【６年】
◇Unit ３ P41
自分の学校のマスコッ
ト

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

題
材
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【５年】
◇Lesson ４
（社会）P60、61
世界の時差
◇Lesson ６
（社会）P82、83
都道府県
◇Lesson ７
（社会）P91、92、98
観光都市
国旗
観光地、特産
【６年】
◇Lesson ６
（理科）P64、65
四季
（算数）P67
注文した物の合計金額
◇Lesson ７
（社会）P94
日本の行事や世界の祭

【５年】
◇Lesson ２
（社会）P24、25
世界の行事
◇Lesson ４
（社会）P46、47
世界の都市の時刻
◇Lesson ６
（社会）P72～76
名所・名物マップ
◇Lesson ８
（社会）P98
地図記号
◇Lesson ７
（算数）P87
レストランのメニュー
【６年】
◇Lesson ２
（社会）P24、P29
地図記号
地図の作成
◇Lesson ３
（社会）P32～35
日本の文化
◇Lesson ５
（社会）P57
国旗

【５年】
◇Unit ７
（算数）P89
金額の計算
（家庭科）P85
バランスの良い献立の
注文
◇Unit ８
（社会）P100
地図記号
【６年】
◇Unit ２
（社会）P33
各地の祭
◇Unit ５
（理科）P69
What do zebras eat

【５年】
◇Unit ３
（家庭科）P35
 家での仕事
◇Unit ６
（社会）P62、63
国旗
◇Unit ７
（社会）P83
地図記号
◇Unit ８
（算数）P95
注文の金額
【６年】
◇Pre Unit
（算数）P７
値段の計算
◇Unit ２
（社会）P20、21
都道府県・有名な物
◇Did you know?
（理科）P60
気温・体温
◇Unit ６
（算数）P73
棒グラフ
◇Unit ８
（算数）P95
円グラフ

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

題
材

④他の教科との関
連

【５年】
◇Unit ３
（総合）P29、30
なりたい職業
◇Unit ５
（社会）P49
地図記号
◇Unit ６
（算数）P57
料理の値段
【６年】
◇Unit １
(社会)P９
日本の歴史上の人物
◇Unit ３
（社会）P25
国と有名な物
（社会）P28
World Heritage
◇Unit ４
（社会）P40
世界の夏休み
◇Unit ５
（理科）P44
地球の生き物たち
（理科）P49
地球の環境を守るに
は・・・
◇Unit ６
（家庭科）P53
食べ物の栄養素
◇Unit ６
（社会）P58
日本の食糧自給率
◇Unit ７
（社会）P70、71
世界の学校生活

【５年】
◇Lesson ２
（国語）P14
古くからの月名
（社会）P15
世界の気候
◇Lesson ５
（社会）P38
地図記号
◇Lesson ６
（社会）P55
歴史上の人物
◇Lesson ７
（社会）P56
世界のお正月
◇Lesson ８
（家庭科）P64
食べ物の栄養素
◇Lesson ９
（社会・算数）P70
地理・数字
【６年】
◇Lesson ２
（社会）P６、７
世界の都市の時刻
◇Lesson ３
（社会）P13、15
国旗・有名な物
◇Lesson ４
（社会）P18～21
日本のよいところ
◇Lesson ５
（理科）P24～25
星座
◇Lesson ７
（家庭科）P41
自分で作ることができ
る料理の発表
（社会）P43、44、45
伝統衣装とお金
世界の気候と住居

【５年】
◇Lesson ２
（算数）P41
値段の比較
◇Lesson ４
（社会）P61
各地の有名な物
◇Lesson ７
（社会）P101
日本の行事
◇Lesson ８
（家庭科）P111
食べ物の栄養素
（社会）P115
世界の観光名所
◇Lesson ９
（社会）P121
国旗
◇Lsson　10
（社会）P133
歴史上の人物
【６年】
◇Lesson 10
（社会・家庭科）P23
リサイクル
◇Lesson ３
（理科）P47
電気を通すもの
（社会）P48、52
日本の伝統行事
世界の祭り
◇Lesson ４
（社会）P59、61、64
伝統行事食
歴史上の人物
世界の季節
◇Lesson ５
（社会）P73
都道府県の紹介
◇Lesson ６
（社会）P86
地図記号
◇Lesson ９
（社会）P114
歴史上の人物
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⑤学校行事等との
関連

【５年】
【６年】
◇Unit ７
小学校の思い出

【５年】
【６年】
◇Lesson ９
小学校の思い出
◇Lesson 11 P74
中学校の様子

【５年】
【６年】
◇Lesson ７
小学校の思い出
◇Lesson 10
学校行事

【５年】
【６年】
◇Welcome to our
school P15
年間行事予定
◇Lesson ２ P41
小学校の思い出

【５年】
【６年】
◇Lesson ７
小学校の思い出
◇Lesson ９
学校行事

【５年】
【６年】
◇Unit ７
小学校の思い出

【５年】
【６年】
◇Unit ６
小学校の思い出
◇Lesson ８
学校行事

⑥その他 【５年】
◇Over the Horizon
（国際理解教育）
　【６年】
◇Over the Horizon
（国際理解教育）
◇Unit ８
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Lesson ５ P45、47
（情報教育）
プログラミング
【６年】
◇Lesson 10
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Lesson ４ P63、66
（情報教育）
プログラミング
◇Columコラム
（国際理解教育）
【６年】
◇目次
（キャリア教育）
英語を使用する仕事
◇Lesson ６ P85
（情報教育）
プログラミング
◇Columコラム
（国際理解教育）

【５年】
◇Lesson ２　P29
（国際理解教育）
世界の道路標識
◇英語が話されている
国々P110、111
（国際理解教育）
【６年】
◇Lesson ２　P37
（国際理解教育）
世界のまつり
◇Lesson ６
（キャリア教育）
将来の就きたい職業
◇「ことば」のおはな
しP104、105
（国際理解教育）
◇世界の小学校P106、
107
（国際理解教育）

【５年】
◇Look at the World
  P45
（国際理解教育）
世界の学校の様子
◇大事なことを覚えて
おこうP44
 (安全教育）
◇Look at the World
  P91
（福祉教育）
アメリカの手話
◇Lesson ９
（キャリア教育）
将来の夢
【６年】
◇At a Food Festival
P８、９
（国際理解教育）
世界の料理
◇Look at the World
  P43
（国際理解教育）
外来語
◇Lesson ８
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Unit ２ P36
（国際理解教育）
世界の行事
◇Unit ３ P50、51
Unit ７ P94、95
Unit ９ P116、117
世界の文化
（国際理解教育）
【６年】
◇Unit ３ P48、49
Unit ７ P92、93
Unit ９ P114、115
世界の文化
（国際理解教育）
◇Unit ７ P88
（福祉教育）
国際手話
◇Unit ８
将来の夢
（キャリア教育）

【５年】
◇Did you know?
（国際理解教育）
【６年】
◇Did you know?
（国際理解教育）
◇Unit ７
将来の夢
（キャリア教育）

【５年】
◇Unit ５ challenge
P53
◇STORY TIME
A Bundle of Sticks
【６年】
◇Do you know?
◇STORY TIME
Butterfly Friends

【５年】
◇チャレンジ１
世界一を目指すスポー
ツ選手
【６年】
◇Lesson ４
Welcome to Japan
◇Project ２
感謝の気持ちを伝えよ
う

【５年】
◇Column
【６年】
◇Column

【５年】
◇Story P19
The North Wind and
the Sun
◇Story P43、53
Twelve Months
◇Story P79
The Happy Prince
【６年】
◇Gulliver's Travels
◇The Blue Bird

【５年】
◇A Good Idea! P90
はしの上のおおかみ
【６年】
◇A Great Idea! P42
およげないりすさん
◇Lesson ６ P66
ピクトグラム
オリンピック・パラリ
ンピック

【５年】
◇Unit ８ P102
ユニバーサルデザイン
【６年】
◇unit ４ P59
The Rolling Rice Ball
◇Unit ８ P103
Kurikindi
◇Unit ３
オリンピック・パラリ
ンピック

【５年】
◇Did you know?
【６年】
◇Did you know?

特別の教科　道徳の内容
項目と関連のある教材

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

題
材
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題
材

⑥その他 【５年】
◇Over the Horizon
（国際理解教育）
　【６年】
◇Over the Horizon
（国際理解教育）
◇Unit ８
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Lesson ５ P45、47
（情報教育）
プログラミング
【６年】
◇Lesson 10
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Lesson ４ P63、66
（情報教育）
プログラミング
◇Columコラム
（国際理解教育）
【６年】
◇目次
（キャリア教育）
英語を使用する仕事
◇Lesson ６ P85
（情報教育）
プログラミング
◇Columコラム
（国際理解教育）

【５年】
◇Lesson ２　P29
（国際理解教育）
世界の道路標識
◇英語が話されている
国々P110、111
（国際理解教育）
【６年】
◇Lesson ２　P37
（国際理解教育）
世界のまつり
◇Lesson ６
（キャリア教育）
将来の就きたい職業
◇「ことば」のおはな
しP104、105
（国際理解教育）
◇世界の小学校P106、
107
（国際理解教育）

【５年】
◇Look at the World
  P45
（国際理解教育）
世界の学校の様子
◇大事なことを覚えて
おこうP44
 (安全教育）
◇Look at the World
  P91
（福祉教育）
アメリカの手話
◇Lesson ９
（キャリア教育）
将来の夢
【６年】
◇At a Food Festival
P８、９
（国際理解教育）
世界の料理
◇Look at the World
  P43
（国際理解教育）
外来語
◇Lesson ８
（キャリア教育）
将来の夢

【５年】
◇Unit ２ P36
（国際理解教育）
世界の行事
◇Unit ３ P50、51
Unit ７ P94、95
Unit ９ P116、117
世界の文化
（国際理解教育）
【６年】
◇Unit ３ P48、49
Unit ７ P92、93
Unit ９ P114、115
世界の文化
（国際理解教育）
◇Unit ７ P88
（福祉教育）
国際手話
◇Unit ８
将来の夢
（キャリア教育）

【５年】
◇Did you know?
（国際理解教育）
【６年】
◇Did you know?
（国際理解教育）
◇Unit ７
将来の夢
（キャリア教育）

【５年】
◇Unit ５ challenge
P53
◇STORY TIME
A Bundle of Sticks
【６年】
◇Do you know?
◇STORY TIME
Butterfly Friends

【５年】
◇チャレンジ１
世界一を目指すスポー
ツ選手
【６年】
◇Lesson ４
Welcome to Japan
◇Project ２
感謝の気持ちを伝えよ
う

【５年】
◇Column
【６年】
◇Column

【５年】
◇Story P19
The North Wind and
the Sun
◇Story P43、53
Twelve Months
◇Story P79
The Happy Prince
【６年】
◇Gulliver's Travels
◇The Blue Bird

【５年】
◇A Good Idea! P90
はしの上のおおかみ
【６年】
◇A Great Idea! P42
およげないりすさん
◇Lesson ６ P66
ピクトグラム
オリンピック・パラリ
ンピック

【５年】
◇Unit ８ P102
ユニバーサルデザイン
【６年】
◇unit ４ P59
The Rolling Rice Ball
◇Unit ８ P103
Kurikindi
◇Unit ３
オリンピック・パラリ
ンピック

【５年】
◇Did you know?
【６年】
◇Did you know?

特別の教科　道徳の内容
項目と関連のある教材

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目
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◇裏表紙に「カラーバ
リアフリーを含むユニ
バーサルデザインに配
慮しています。」「と
言う別支援教育の観点
から読みやすさと書き
やすさを追求したユニ
バーサルﾃデザインフォ
ントを、欧文にも使用
しています。」と表記
している。
◇活動を紙面上の定位
置に配置することで、
学習の流れが一定に
なっている。
◇巻末コミュニケー
ションカードにミシン
芽を入れて切り離しや
すくし、カードを収納
する袋の型紙を指導書
に用意している。
◇新４線と新ユニバー
サルデザイン（UD）書
体を開発し、書きやす
さを重視している。

◇裏表紙に「カラーユ
ニバーサルの視点か
ら、色覚の個人差を問
わず、できるだけ多く
の児童が見やすくなる
ように配慮をしていま
す。」「特別支援教育
の視点から、書かれて
いる内容が読み取りや
すくなるように配慮を
しています。」と表記
している。
◇鉛筆で書きやすく、
消しゴムで消しやすい
特別な用紙を使用して
いる。
◇児童記入欄には罫線
を用い、どのくらいを
書くのかが一目で分か
るように工夫してい
る。
◇つまずかずに読むこ
とができるように、文
節で改行している。

◇裏表紙に「この教科
書は、色覚の個人差を
問わず、できるだけ多
くの人に見やすいよう
に配慮して作成しまし
た。」と表記してい
る。
◇英文字は英語学習入
門紀でも文字の認識が
しやすい書体を使用
し、４線の縦幅は文字
が書きやすく、中学校
への接続もスムーズな
５：６：５のものを使
用している。
◇学年配当漢字や上位
学年配当漢字には全て
ルビをつけ、日本語表
記に関しても児童の読
みやすさを優先した構
成になっている。

◇裏表紙に「この教科
書は、ユニバーサルデ
ザインに配慮して編集
しています。」と表記
している。
◇大判（AB版）であ
り、イラストや写真が
大きい。
◇各活動のモデルとな
る英語については手書
き文字の書体が使われ
ている。
◇漢字は原則的に当該
学年前までの配当漢字
を使用し、当該学年以
上の漢字には全てふり
がなをつけている。
◇４線の間隔は大文
字・小文字がきれいに
書けるようにしてい
る。

◇裏表紙に「色覚の個
人差を問わず、より多
くの人に見やすいカ
ラーユニバーサルデザ
インに配慮していま
す。」「見やすさ・読
みやすさに配慮したユ
ニバーサルデザイン
フォントを使用してい
ます。」と表記してい
る。
◇４線の上下幅は、
４：５：４とし、市販
の英語練習ノートに近
く、書く練習もしやす
く工夫している。
◇文章の改行位置を工
夫している。
◇教材内容や挿絵で、
性別や人種の偏りが出
ないように使用する用
語や表現については人
権に配慮している。

◇裏表紙に、「カラー
ユニバーサルデザイン
や特別支援教育の観点
から、全てのページに
ついて専門家による校
閲を行っています。児
童の学習負担を軽減す
るよう、英文には、活
字体と書き文字との差
異が生じない書体を独
自に開発し使用してい
ます。日本語文には、
見やすいユニバーサル
デザイン書体を使用し
ています。」と表記し
ている。
◇児童が学習しやすい
４線の幅に対応した新
しいフォントを独自に
開発され使用してい
る。
◇発達段階や教材の内
容に応じて、書くこと
の教材では意図して大
きな文字を使用するな
ど配慮している。

◇裏表紙に、「見やす
いユニバーサルデザイ
ンフォント（UD FONT）
を採用しています。」
「個人の特性にかかわ
らず、内容が伝わりや
すい配色・デザインを
用いました。」と表記
している。
◇行間にゆとりを持た
せ、文章が読みやすい
よう配慮している。
◇４線幅の比率は、大
文字と小文字どちらの
学習にも適した５：
６：５を採用してい
る。

【５年】101ページ
【６年】100ページ

【５年】127ページ
【６年】131ページ

【５年】159ページ
【６年】151ページ

【５年】132ページ
【６年】136ページ

【５年】131ページ
【６年】128ページ

【５年】150ページ
【６年】154ページ

【５年】136ページ
【６年】136ページ

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

一人一人の教育的ニーズ
に応じたきめ細かな指導
や支援につながる工夫
（文字の書体、大きさ、
色遣い、４線の幅等）

イラスト、写真、絵
カード（ページ）
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【５年】
◇世界のあいさつ
◇主な登場人物
◇日本、大発見
◇CAN-DOリスト　英語
でこんなことができ
た！
◇英語の文字
◇この日本語、どこか
ら来たの？
◇英語が話されている
国ぐに
◇Words & Phrases
◇５年生で学習した主
な表現
◇日本語ローマ字表
◇アルファベット表
◇アルファベットカー
ド
◇時差時計

【６年】
◇世界のまちかど
◇主な登場人物
◇世界のまつり
◇CAN-DOリスト　英語
でこんなことができ
た！
◇Alphabet
◇「ことば」のおはな
し
◇世界の小学校
◇Words & Phrases
◇６年生で学習した主
な表現
◇日本語ローマ字表
◇アルファベット表
◇Memory Book台紙
◇絵日記台紙
◇プロフィールカード
台紙
◇お助け表現集

【５年】
◇Welcome to ONE
WORLD Smiles!
◇My Word Bank
◇Supermarket Jingle
◇Forest Jingle
◇アルファベット表
◇ローマ字表（ヘボン
式）
◇活動用シール
◇絵カード
◇ワークシート

【６年】
◇Welcome to ONE
WORLD Smiles!
◇My Word Bank
◇Food Festival
Jingle
◇City Jingle
◇アルファベット表
◇ローマ字表（ヘボン
式）
◇活動用シール
◇絵カード
◇My Book
◇ワークシート

【５年】
◇こんにちは。友達に
なろうよ。
◇教科書の使い方
◇５年生でできるよう
になること
◇５年生で学習した表
現
◇Sounds and Letter
◇Let’s play
sugoroku
◇学びのパスポート
◇絵辞典
◇ローマ字の表
◇絵カード
◇ペンシルマップ・
シート
◇シール

【６年】
◇英語で夢を広げよう
◇教科書の使い方
◇６年生でできるよう
になること
◇英語の学習を続けて
いこう
◇絵辞典
◇６年生で学習した表
現
◇Sounds and Letter
◇Let’s play
sugoroku
◇学びのパスポート
◇ローマ字の表
◇絵カード
◇ペンシルマップ・
シート
◇シール

【５年】
◇Alphabet
◇Word List
◇アルファベット表
◇Can-Do List
◇絵カード
◇教科書に出てきた英
語の歌

【６年】
◇Alphabet
◇Word List
◇アルファベット表
◇ヘボン式ローマ字表
◇Can-Do List
◇絵カード

教科・科目名　　英語の調査研究事項

調査項目

資料、図表、その他 ◇Picture Dictionary
【５年】
◇５年生のテーマ　日
本に暮らす　わたした
ち
◇英語ができるように
なったら、未来が広が
るよ！
◇たくさんの発見をし
ながら、英語を学ぼ
う。
◇学び方みいつけた！
◇ローマ字表【ヘボン
式】
◇Sounds and Letters
◇絵カード
◇コミュニケーション
カード
◇アルファベットの書
き方

【６年】
◇６年生のテーマ　世
界に生きる　わたした
ち
◇たくさんの発見をし
ながら、英語を学ぼ
う。
◇学び方みいつけた！
◇おすすめの英語の絵
本
◇Sounds and Letters
◇絵カード
◇コミュニケーション
カード
◇アルファベット
チャート

【５年】
◇CAN-DOマップ
◇おもな登場人物
◇発音クリニック
◇この教科書で学んだ
ことリスト　５年生
◇単語リスト　５年生
◇絵カード
◇ローマ字表（ヘボン
式）
◇アルファベット

【６年】
◇おもな登場人物
◇中学校へつなげよう
◇発音クリニック
◇この教科書で学んだ
ことリスト　６年生
◇単語リスト　５年生
◇単語リスト　６年生
◇絵カード
◇ローマ字表（ヘボン
式）
◇アルファベット

【５年】
◇英語が使われている
いろいろなシーン
◇Let’s enjoy
English!
◇コラム
◇英文の書き方
◇Songs for Lessons
◇Word List
◇Alphabet Cornerの解
答
◇練習コーナー
◇ローマ字表
◇世界の友達

【６年】
◇英語を使用する仕事
◇コラム
◇Let’s enjoy
English!
◇言葉の順序や決まり
を考えてみよう
◇Songs for Lessons
◇Word List
◇Alphabet Cornerの解
答
◇練習コーナー
◇ローマ字表
◇英語で発表ができる
ようになったよ！


