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小学校外国語『We Can!』年間指導計画例 と『New Horizon』（以降 NH）との対照表 

凡例：U=Unit, HE= Hi, English, DS=Daily Scene, Pre=Presentation, LR=Let’s Read 

５年（We Can! 1） 

Unit 単元名 単元目標 We Can! 表現例 NH 1 年との関連 

◆話題・表現関連／◎言語材料関連 

1 Hello, everyone. 

アルファベット・自己紹

介 

・好きなもの，欲しいものなどを聞いたり

言ったりすることができる。また，活字

体の大文字を識別し，読む（発音する）

ことができる。 

・自己紹介を聞いて分かったり，好きなも

のや欲しいものなどを伝え合ったりす

る。 

・他者に配慮しながら，簡単な自己紹介を

しようとする。 

①Hello, I'm (Saki).  

②Nice to meet you. 

③My name is (Kosei). 

④How do you spell your name?  K-o-s-e-i. 

⑤I [like / don't like] (blue). 

⑥What (sport) do you like? 

⑦I like (soccer) very much. 

⑧I want (a new ball). 

①◆◎U1-1, Pre1 

②◆◎U2-3 

③◆◎U3-1, Pre 1 

④◆U1-1／◎まとめと練習 6 

⑤◆U1-3(色)／◎U3-1 

⑥◆U1-3, U3-3／◎U7-3(S&W) 

⑦◆U1-3, U3-3, Pre1／◎U3-1 

⑧◆U4-1／◎U3-1 

2 When is your birthday? 

行事・誕生日 

・誕生日について聞いたり言ったりするこ

とができる。また，活字体の大文字を書

くことができる。 

・祭りや行事に関するまとまりのある話を

聞いて分かったり，誕生日や欲しいもの，

好きなものなどを伝え合ったりする。 

・他者に配慮しながら，好みや欲しいもの，

誕生日について伝え合おうとする。 

①When is your birthday? 

②My birthday is (August 19th). 

③What (sport) do you like? 

④Do you like (soccer)? 

⑤Yes, I do. / No, I don't.  

⑥I [like / don't like] (soccer). 

⑦Do you want (new soccer shoes)? 

⑧What do you want for your birthday? 

⑨I want (a dog). 

⑩This is for you.  

⑪Thank you. 

⑫You're welcome. 

⑬Happy Birthday. 

①◆HE3／◎U10-3 

②◆HE3／◎U2-1 

③◆U1-3, U3-3／◎U7-3(S&W) 

④◆U3-3／◎U3-2 

⑤◆U3-3／◎U3-2 

⑥◆◎U3-3, Pre1 

⑦◆U4-1／◎U3-2 

⑧◆U4-1／◎U5-3 

⑨◆U4-1／◎U3-1 

⑩◆◎U2-1 

⑪◆U2-1 

⑫◆U2-1 

⑬◆DS2／◎DS3 
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3 What do you have on 

Monday? 

学校生活・教科・職業 

・教科について聞いたり言ったりすること

ができる。また，活字体の小文字を識別

し，読むことができる。 

・学校生活に関するまとまりのある話を聞

いておおよその内容を捉えたり，時間割

について伝え合ったりする。 

・他者に配慮しながら，時間割やそれにつ

いての自分の考えなどを伝え合おうとす

る。 

①Do you have (P.E.) on (Monday)? 

②Yes, I do. / No, I don't.  

③What do you have on (Monday)?   

  I study (math). 

④I want to be (a teacher).   

  I want to study (math). 

①◆HE3／◎U3-2 

②◎U3-2 

③◆HE3／◎U5-3 

 

④◆◎2 年 U3-2, 2 年 Pre1 

4 What time do you get up? 

 一日の生活 

・一日の生活について聞いたり言ったりす

ることができる。また，活字体の小文字

を書くことができる。 

・一日の生活に関するまとまりのある話を

聞いておおよその内容を捉えたり，一日

の生活について伝え合ったりする。 

・他者に配慮しながら，自分の一日の生活

について伝え合おうとする。 

①What time do you (get up)? 

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

①◆Pre2／◎U7-2 

5 She can run fast. He can 

jump high. 

できること 

・自分や第三者について，できることやで

きないことを聞いたり言ったりすること

ができる。また，文字には音があること

に気付く。 

・自分や第三者について，できることやで

きないことを，考えや気持ちも含めて伝

え合う。 

・他者に配慮しながら，自分や第三者につ

いてできることやできないことなどを紹

介し合おうとする。 

①Can you (sing well)? 

  Yes, I can. / No, I can't. 

  [ I / You / He / She] [can / can't] (sing well). 

①◆◎HE3, U10-1&2 
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6 I want to go to Italy. 

行ってみたい国や地域 

・国名や行きたい場所について，聞いたり

言ったりすることができる。また，それ

らを書き写すことができる。 

・行きたい国や地域について理由も含めて

伝え合う。 

・他者に配慮しながら，行きたい国や地域

について説明したり，自分の考えを整理

して伝え合ったりしようとする。 

①Where do you want to go? 

②I want to go to (Italy). 

③Why? 

④I want to [see / go to / visit] (the Colosseum). 

  I want to eat (pizza). 

  I want to buy (olive oil). 

⑤It's [exciting / delicious / beautiful / great / 

fun]. 

①◆U7-2, 2 年 U3-5／◎2 年 U3-2 

②◆U7-2, 2 年 U3-5／◎2 年 U3-2 

③◆2 年 U3-5／◎2 年 LR1 

④◆U7-2, 2 年 U3-5／◎2 年 U3-2 

 

 

⑤◆◎U5-2 

7 Where is the treasure? 

位置と場所 

・物の位置を尋ねたり答えたりする表現を，

聞いたり言ったりすることができる。ま

た，簡単な語句を書き写すことができる。 

・道案内で，場所を尋ねたり答えたり，簡

単な語句を推測しながら読んだりする。 

・他者に配慮しながら，場所を尋ねたり道

案内をしたりしようとする。 

①Where is the treasure? 

②Go straight (for three blocks). 

 Turn [right / left] (at the third corner). 

③You can see it on your [right / left]. 

④It's [on / in / under / by] (the desk). 

①◆◎U8-1 

②◆DS5／◎U4-3 

 

③◆DS5／◎U10-1 

④◆◎U1-2, U8-1 

8 What would you like? 

料理・値段 

・家族の呼称や，丁寧に注文や値段を尋ね

たり答えたりする表現を聞いたり言った

りすることができる。また，簡単な語句

を書き写すことができる。 

・丁寧に注文を尋ねたり答えたりして，自

分の考えを伝え合ったり，簡単な語句を

推測しながら読んだりする。 

・他者に配慮しながら，丁寧に注文を尋ね

たり答えたり，メニューについてまとま

りのある話を聞いたり，感想を伝え合っ

たりしようとする。 

①What would you like?  I'd like (spaghetti). 

②It's for (my brother).   

  This is for (my brother). 

③How much?  It's (970 yen). 

④Here you are. Thank you. 

①◆U4-1／◎3 年 DS1 

②◆◎U2-1 

 

③◆2 年 DS7／◎U4-2 

④◆◎U2-1 
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9 Who is your hero? 

あこがれの人 

・得意なことについて，聞いたり言ったり

することができる。また，簡単な語句や

表現を書き写すことができる。 

・あこがれたり尊敬したりする人について，

自分の考えや気持ちを含めて伝え合 

う。 

・他者に配慮しながら，自分があこがれた

り尊敬したりする人について，自分の意

見を含めて紹介し合おうとする。 

①Who is your hero? 

②This is my hero.   

  [He / She] is good at (playing tennis). 

  [He / She] is a good (tennis player). 

③[He / She] can (cook well). 

④[He / She] is [kind / cool / great / strong / 

gentle / active / brave / funny]. 

①◆2 年 Pre3／◎U7-1 

②◆2 年 Pre3／◎U2-1&3 

 

 

③◆◎HE3, U10-1&2 

④◆U7-1／◎U2-3, U5-2 

 

（次頁に続く） 

 

  



5/8 

凡例：U=Unit, HE= Hi, English, DS=Daily Scene, Pre=Presentation, LR=Let’s Read 

６年（We Can! 2） 

Unit 単元名 単元目標 We Can! 表現例 NH 1 年との関連 

◆話題・表現関連／◎言語材料関連 

1 This is ME! 

自己紹介 

・自己紹介に関する表現や好きなこと，で

きることなどを聞いたり言ったりするこ

とができる。 

・自己紹介で自分の好きなことやできるこ

となどについて伝え合う。 

・他者に配慮しながら，好きなことやでき

ることなどについて伝え合おうとする。 

①I'm from (Shizuoka).  

②I like (soccer).  

③I can (play soccer well). 

④I am good at (running).  

⑤My birthday is (August 19th). 

⑥My nickname is (Ken). 

⑦What [colors / subjects / fruits / sports / 

animals] do you like? 

⑧What is your favorite [color / subject / fruit / 

sport / animal]? 

⑨When is your birthday? 

①◆◎U1-3 

②◆◎U3-1&3 

③◆HE3／◎U10-1 

④◆U3, Pre1, Pre3 

⑤◆HE3／◎U2-1 

⑥◆U1-1, U3-1／◎U2-1 

⑦◆U1-3(色), HE3(教科), U4-1(果

物), U5-1(動物)／◎U7-3(S&W) 

⑧◆U1-3(色), HE3(教科), U4-1(果

物), U5-1(動物)／◎U5-1 

⑨◆HE3／◎U10-3 

2 Welcome to Japan. 

日本の文化 

・日本の行事や食べ物などについて，聞い

たり言ったりすることができる。 

・日本の行事や食べ物や，自分が好きな日

本文化について伝え合ったり，例を参考

に語順を意識しながら書いたりする。 

・他者に配慮しながら，日本文化について

伝え合おうとする。 

①Welcome to Japan.  

②In (summer), we have (fireworks festival). 

 

③What [food / games] do you have in 

Japan? 

④We have [soba / fukuwarai ]. 

⑤It's [delicious / fun]. 

⑥You can enjoy [rakugo / hanami / tempra ]. 

①◆2 年 Pre2, 3 年 Pre1／◎DS4 

②◆DS4, U11-1, 3 年 Pre1／ 

  ◎U3-1 

③◆U5-3, U11-1, 2 年 U0, 2 年

U1-4, 3 年 Pre1／◎U7-3(S&W) 

④◆U11-1, 2 年 U0／◎U3-1 

⑤◆U5-2／◎U2-2 

⑥◆U11-1, 2 年 U6, 3 年 Pre1／ 

  ◎U10-2 
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3 He is famous. She is 

great. 

人物紹介 

・「主語＋動詞＋目的語」の文の語順に気付

き，自分や第三者について聞いたり言っ

たりすることができる。 

・語順を意識して，自分やある人について

紹介したり，例を参考に紹介する文を書

いたりする。 

・他者に配慮しながら，第三者について伝

え合おうとする。 

①I am (Ken). 

②I [like / play] [the violin / baseball]. 

  I [have / want] a new [recorder / ball]. 

  I eat (spaghetti).  I study (math). 

③I can [swim / cook / skate / ski / sing / dance]. 

  I can (play baseball well).  

④Who is this? 

⑤[He/ She] is [famous / great]. 

①◆◎U1 

②◆U3-1&3, U4-1, U5-3／◎U3-1 

 

 

③◆HE3, Pre3／◎U10-1 

 

④◆U7-1 

⑤◆U7-1／◎U2-3, U5-1 

4 I like my town. 自分たち

の町・地域 

・地域にどのような施設があるのか，また

欲しいのか，さらに地域のよさなどを聞

いたり言ったりすることができる。 

・地域のよさや課題などについて自分の考

えや気持ちを伝え合ったり，地域のよさ

や願いについて例を参考に語順を意識し

ながら書いたりする。 

・他者に配慮しながら，地域のよさなどに

ついて，伝え合おうとする。 

①We have / don't have (a park). 

②We can (see many flowers). 

  We can enjoy [fishing / shopping / swimming]. 

③I want a [library / park]. 

④(Sakura) is nice. 

①◆2 年 Pre2／◎U3-1&3 

②◆U10-1, 2 年 Pre2／ 

  ◎U10-1, 2 年 U6-3 

③◎U4-1 

④◎U5-2 

5 My Summer Vacation 

夏休みの思い出 

・夏休みに行った場所や食べた物，楽しん

だこと，感想などを聞いたり言ったりす

ることができる。 

・夏休みに行った場所や食べた物，楽しん

だこと，感想などについて伝え合う。ま

た，夏休みの思い出について簡単な語句

や基本的な表現を推測しながら読んだ

り，例を参考に語順を意識しながら書い

たりする。 

・他者に配慮しながら，夏休みの思い出に

ついて伝え合おうとする。 

①I went to (my grandparents' house).  

  I enjoyed (fishing). 

  I saw (the blue sea).  I ate (ice cream). 

②It was [fun / exciting / beautiful / delicious]. 

①◆◎U11-2, DS7 

 

 

②◎2-U1-1 
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6 What do you want to 

watch? 

オリンピック・パラリン

ピック 

・国名や競技名等について，聞いたり読ん

だりすることができる。 

・オリンピック・パラリンピックで見たい

競技とその理由などについて伝え合う。 

・他者に配慮しながら，オリンピック・パ

ラリンピックで見たい競技とその理由な

どについて伝え合おうとする。 

①What do you want to watch? 

②I want to watch (wheelchair basketball). 

  I like (basketball). 

③Are you good at (basketball)? 

  Yes, I am. / No, I'm not. 

①◎U5-3, 2 年-U3-2&5 

②◎2 年-U3-2 

 

③◆U1-3, U3-3 

7 My Best Memory 

小学校生活・思い出 

・学校行事について，聞いたり言ったりす

ることができる。 

・学校行事について伝え合ったり，例を参

考に語順を意識しながら書いたりする。 

・他者に配慮しながら，思い出の学校行事

について伝え合おうとする。 

①What's your best memory?  

  My best memory is (sports day). 

②We enjoyed (running). 

  We [went to (Kyoto) / ate (Japanese food) / 

saw (old temples) / enjoyed (the trip)]. 

①◆DS4, Pre3／◎U5-1, 2 年 U7-3 

 

②◆U11-1&2, Pre1, 3 年 Pre2／ 

  ◎2U6-3 

8 What do you want to be? 

将来の夢・職業 

・将来就きたい職業などについて，聞いた

り言ったりすることができる。 

・将来就きたい職業やしたいこと，その理

由などを伝え合 う。また，将来の夢につ

いて簡単な語句や基本的な表現で書かれ

た英語を推測しながら読んだり，例を参

考に語と語の区切りに注意しながら書い

たりする。 

・他者に配慮しながら，将来の夢について

伝え合おうとする。 

①What do you want to be? 

 

②I like (animals). 

③I want to be a (vet). 

④I can (play the piano well). 

⑤I am good at (playing the piano). 

  That's (good).  Good luck. 

①◆2 年 U3, 2 年 Pre1／ 

  ◎U5-3, 2 年 U3-2 

②◆◎U3-1 

③◆◎2 年 U3-2, Pre1 

④◆HE3／◎U10-1 

⑤◎2 年 U6-3 
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9 Junior High School Life 

中学校生活・部活動 

・中学校の部活動や学校行事などについて，

聞いたり言ったりすることができる。 

・中学校の部活動や学校行事などについて

伝え合ったり，中学校生活について書か

れている英語を推測しながら読んだりす

る。 

・他者に配慮しながら，中学校生活につい

て伝え合おうとする。 

①I like (basketball).  

②I want to join the (basketball team).  

③What club do you want to join? 

④I want to enjoy (sports day).  

⑤What event do you want to enjoy? 

⑥I want to [study hard / read many books / 

make many friends]. 

①◆◎U3-1 

②◆U1-2／◎2 年 U3-2 

③◆U1-2／◎2 年 U3-2 

④◆DS4／◎2 年 U3-2 

⑤◆DS4／◎2 年 U3-2 

⑥◎2 年 U3-2 

 


