小学校外国語

＜たん元＞ Unit１－Unit８

（We Can! 1 P.２～P.６５）

５年生 We Can! 1

【教科書 p.100～１２３】

＜めあて＞ これまでに英語で言えるようになったことを確かめよう
１ Unit1

Hello, everyone.

（１） あなたが好きなものを英語で言えるか確かめてみましょう。参考になるのは、４と５ページです。
colors ✏

foods 🥄

TV programs 📺

sports 🏀

あなたの好きなもの
英語で言えたら〇をつけ
ましょう

２ Unit２ When is your birthday?
（１） 次の月の名前を英語で言えたら、☑ をしてみましょう。
□ January □ February □ March □ April □ May □ June □ July □ August
□ September □ October □ November □ December
（２） 下の絵に合う月を、上の英語を参考にしながら書いてみよう。

3 Unit５ She can run fast. He can jump high.
（１） 教材の 34 と 35 ページを見てみましょう。英語で言える動物には、〇をつけてみよう。
（２） 下のことができる動物や人の名前を書いてみよう。名前はローマ字でもいいですよ。

can run fast.
can swim fast.
4 Unit6 I want to go to Italy. Unit8 What would you like?
（１） 教材の 42 と 43 ページを開きましょう。そこには、たくさんの国があります。あなたが行ってみたい
国を英語で説明しましょう。 私が行きたいのは、

と

です。英語でも言え

ました□（言えたら☑ しよう。）４８ページとピクチャーカードを参考にして、行きたい国を２つ書こう。

I want to go to

I want to go to
（2） 教材の６４と６５ページを開きましょう。まず、自分がつくれそうな食べ物に〇をつけましょう。そして、
英語で「私は、～が作れます。」と言ってみましょう。言えた英語を書いてみましょう。

I can cook
＜たん元＞

Unit9 Who is your hero?

（We Can! 1 P.66～P.73）

＜めあて＞ あなたのヒーローを紹介できるようになろう。
（１） 教材の７１ページを開きましょう。
□ 英語で話せるものには、絵は〇をつけましょう。

個英語で話せました。

□ 自分ができることを英語で話してみましょう。私ができることは

個ありました。

また、言えたことを下のお手本と７１ページを参考にして書いてみましょう(お手本もなぞろう)。

I can swim. I
（２） 教材の 7２ページを見ましょう。

まずは、下のお手本をなぞってみましょう。

お手本

This is my hero.
He is Minamo.
He can play badminton.
あなたのヒーローを描こう。

上のお手本を見ながら、書きましょう。自分で考えた文で
もいいですよ。

ヒント：男性の場合には、He を使います。 女性の場合には、She を使います。
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＜たん元＞ Unit１－Unit８

（We Can! 1 P.２～P.６５）

５年生 We Can! 1

【教科書 p.100～１２３】

＜めあて＞ これまでに英語で言えるようになったことを確かめよう
１ Unit1

Hello, everyone.

（１） あなたが好きなものを英語で言えるか確かめてみましょう。参考になるのは、４と５ページです。
colors ✏
あなたの好きなもの

foods 🥄

TV programs 📺

sports 🏀

青 blue

英語で言えたら〇をつけ 〇
ましょう

２ Unit２ When is your birthday?
（１） 次の月の名前を英語で言えたら、☑ をしてみましょう。
□ January □ February □ March □ April □ May □ June □ July □ August
□ September ☑ October □ November □ December
（２） 下の絵に合う月を、上の英語を参考にしながら書いてみよう。

February May

July

January

3 Unit５ She can run fast. He can jump high.
（１） 教材の 34 と 35 ページを見てみましょう。英語で言える動物には、〇をつけてみよう。
（２） 下のことができる動物や人の名前を書いてみよう。名前はローマ字でもいいですよ。

Taro
Taro

can run fast.
can swim fast.

4 Unit6 I want to go to Italy. Unit8 What would you like?
（１） 教材の 42 と 43 ページを開きましょう。そこには、たくさんの国があります。あなたが行ってみたい
国を英語で説明しましょう。 私が行きたいのは、

と

です。英語でも言え

ました□（言えたら☑ しよう。）４８ページとピクチャーカードを参考にして、行きたい国を２つ書こう。

I want to go to Brazil.

I want to go to Spain.
（2） 教材の６４と６５ページを開きましょう。まず、自分がつくれそうな食べ物に〇をつけましょう。そして、
英語で「私は、～が作れます。」と言ってみましょう。言えた英語を書いてみましょう。

I can cook omelet.
＜たん元＞

Unit9 Who is your hero?

（We Can! 1 P.66～P.73）

＜めあて＞ あなたのヒーローを紹介できるようになろう。
（１） 教材の７１ページを開きましょう。
□ 英語で話せるものには、絵は〇をつけましょう。

個英語で話せました。

□ 自分ができることを英語で話してみましょう。私ができることは

個ありました。

また、言えたことを下のお手本と７１ページを参考にして書いてみましょう(お手本もなぞろう)。

I can swim. I
（２） 教材の 7２ページを見ましょう。

can

skate.
まずは、下のお手本をなぞってみましょう。

お手本

This is my hero.
He is Minamo.
He can play badminton.
あなたのヒーローを描こう。

上のお手本を見ながら、書きましょう。自分で考えた文で
もいいですよ。

This is my hero.
She is Minamo.
She can play soccer.
ヒント：男性の場合には、He を使います。 女性の場合には、She を使います。

