
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成３０年度小学校外国語教育の配当時数サンプル（３・４年生用） 
～文部科学省「移行期間における学習内容例」から～ 

◇使用教材 

「新３年生」配布 

  文科省から年内公表 

◇主な表現等 

 単元３  

数字(1-20) 

  単元４  

色、スポーツ 

 単元６  

大文字 数字（21-30) 

  単元８・９ 

  動物 

単元名・時数・表現・教材 

１あいさつをして友達になろう 

１時間・Hello!             新３ 

２ごきげんいかが？ 

１時間・How are you?     新３ 

６アルファベットとなかよし 

３時間・ALPHABET       新３ 

新４－７ほしいものは何かな？ 

３時間・What do you want?  新４ 

新４－５おすすめの文房具セットをつくろう 

４時間・Do you have a pen? 新４ 

新４－４今、何時？ 

４時間・What time is it?    新４ 

４すきなものをつたえよう 

４時間・I like blue.       新３ 

新４－３好きな曜日は何かな？ 

３時間・I like Monday.    新４ 

新４－２好きな遊びを伝えよう 

４時間・Let’s play cards.   新４ 

Ｈ３０ ４年生（３５時間） 

単元名・時数・表現・教材 

１あいさつをして友達になろう 

２時間・Hello!             新３ 

２ごきげんいかが？ 

２時間・How are you?     新３ 

４すきなものをつたえよう 

４時間・I like blue.       新３ 

９きみはだれ？ 

５時間・Who are you?      新３ 

８これなあに？ 

５時間・What’s this?       新３ 

７カードをおくろう 

５時間・This is for you.      新３ 

３数えてあそぼう 

４時間・How many?     新３ 

６アルファベットとなかよし 

４時間・ALPHABET        新３ 

５何がすき？ 

４時間・What do you like?   新３ 

Ｈ３０ ３年生（３５時間） 

新４－８お気に入りの場所を紹介しよう 

４時間・This is my favorite place. 

                        新４ 

新４－９ぼく・わたしの一日 

４時間・This is my day. 

                        新４ 

◇使用教材 

「新３年生」※ダウンロード 

「新４年生」配付 

文科省から年内公表 

◇主な表現等 

 単元新４－２ 

  動作(stand、stop) 

  単元新４－８ 

  道案内 

   (Go straight.) 

試案です！各校の実態に合わせ、 

時間数を調整しましょう。 

道案内 

日課 

指導の流れや使用表現を

把握することは、先生方の

安心感につながります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度小学校外国語教育の配当時数サンプル（５年生用） 
～文部科学省「移行期間における学習内容例」から～ 

単元名・時数・表現・教材 

１言語・挨拶 

１時間・Hello!           ＨＦ１ 

２ジェスチャー・感情・様子 

１時間・I’m happy.      ＨＦ１ 

４果物・食べ物・飲み物 

５時間・I like apples.    ＨＦ１ 

新４－６アルファベットで文字遊び 

４時間・Alphabet         新４ 

９食べ物・料理 

４時間・What would you like? ＨＦ１ 

   HF1 

７身の回りの物 

４時間・What’s this?    ＨＦ１ 

３数・身の回りの物 

４時間・How many?    ＨＦ１ 

６アルファベット大文字 

５時間・What do you want? ＨＦ１ 

        新３ 

５色・形 

４時間・What do you like? ＨＦ１ 

Ｈ３０ ５年生（７０時間） 

◇使用教材 

「ＨＦ１」配付 ※ＨＦ１→ハイフレンズ１ 

「新４年生」  ※ダウンロード 

「新５年生」We Can ! ① 配付 

◇主な表現等 

 単元新５－１  What sport do you like ? 

 単元新５－３ I study ～. I want to be ～. 

 単元新５－５ 三人称 

（I 、You＋He、She）can ～. 

単元新５－７ Where is ～? 

              Go straight. Turn ～. 

              身の回りの物、施設・建物 

単元新５－９ 三人称 

（He、She）is good at ～. 

              （He、She）can ～. 

（He、She）is ～. 

状態・気持ち 

新５－１アルファベット・自己紹介 

７時間・Hello, everyone.    新５ 

            ＨＦ１ 
新５－３学校生活・教科・職業 

７時間・What do you have on  

Monday?      新５ 

新５－５できること 

８時間・She can run fast.   

・He can jump high.  新５ 

新５－９あこがれの人 

８時間・Who is your hero?         

新５ 

新５－７位置と場所 

８時間・Where is the treasure?         

新５ 

三人称 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新６－１自己紹介 

５時間・This is me.        新６ 

新５－９あこがれの人 

４時間・Who is your hero?  新５ 

８職業・将来の夢 

４時間・What do you want to be?  

ＨＦ２ 

新６－３人物紹介 

４時間・He is famous. 

・She is great.    新６ 

新６－４自分たちの町・地域 

４時間・I like my town.      新６ 

新６－５夏休みの思い出 

８時間・My Summer Vacation  新６ 

新６－７小学校生活・思い出・行事 

８時間・My Best Memory    新６ 

新６－９中学校生活・部活動 

６時間・Junior High School Life 新６ 

過去形 

語順 

平成３０年度小学校外国語教育の配当時数サンプル（６年生用） 
～文部科学省「移行期間における学習内容例」から～ 

単元名・時数・表現・教材 

１言語・文字 

３時間・Do you have“a”?   ＨＦ２            

ＨＦ２ 
２行事・月・日付 

４時間・When is your birthday? HF2 

.     ＨＦ２ 

新５－５できること 

２時間・She can run fast. 

・He can jump high.  新５ 

６世界の国々、世界の生活 

５時間・What time do you get up?   

ＨＦ２ 

３スポーツ・動作 

４時間・I can swim.    ＨＦ２ 

５世界の国々、世界の生活 

４時間・Let’s go to Italy.   ＨＦ２ 

        新３ 

４＋新５－７建物・道案内 

５時間・Turn right.     ＨＦ２ 

Ｈ３０ ６年生（７０時間） 
◇使用教材 

「ＨＦ２」配付 ※ＨＦ２→ハイフレンズ２ 

「新５年生」  ※ダウンロード 

「新６年生」We Can ! ② 配付 

◇主な表現等 

 ＨＦ２４＋単元新５－７ 

        Where is the school? 

                Go straight. Turn (left、right). 

        You can see it on your (left、right). 

 単元新５－５ Can you ～? 

５－９ Yes, I can. No, I can’t. 

三人称（I、You + He、She）（can、can’t）～. 

   （He、She） is good at ～. 

単元新６－５  過去形 不規則動詞 

６－７  went、enjoyed、saw、ate、was 

＜留意点＞ 

☆部分的に使用する前学年の児童書については、必要に応じて 

ダウンロードします。 

☆デジタル教材に関しては、全学年で使用できます。 

☆今回の試案は、平成３０年度の児童用です。平成３１年度の 

児童に関しては、平成３０年度の学習内容を反映した年間指導

計画が必要となります。 

新５ 

三人称 

位置を表す語句 

 

単元新 ５－５ 

５－９ 

単元新 ６－５ 

６－７ 


