
6

教えやすく、学びやすい

外国語活動に楽しく取り組んでいる

子供たちの姿に元気をもらう一方で、

教科になったらどう教えたらよいだろうか、

英語の発音は大丈夫だろうか、

子供たちは英語嫌いにならないだろうか、と

不安を抱いている先生もいらっしゃるかもしれません。

私たちは、先生がたも子供たちも

安心して授業に向かえるような教科書づくりを

第一に心がけました。

1

7

教科書をめざしました。

1-1 HOP，STEP，JUMPで学ぶプロセスを「見える化」
1-2 授業づくりがイメージできるわかりやすい紙面構成



Part 3

Talk to Friends

A B C

①どの人物のことを言っているか，（　　）に番号を書こう。

②家族や友だちのとくいなことを紹
しょう

介
かい

しよう。　　　

4人の話を聞こう。参考にして，友だちに伝えよう。

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

Listen & Talk

He can fly.
He is good at baseball.

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）

（a） （c） （d）（b）

（a） （b）

「ダンクシュート」は英語ではslam dunkと言います。46

Lesson 3

①どんな話をしていましたか。どんなことばが聞こえましたか。

②もう一度聞こう。

Enjoy Listening
どんなことを言っているかを聞こう。

（c） （d）

47

Part 2

Word Chant

① ふたりの人が写真を見ながら話しています。会話を聞いて，だれのことを言っている 

か，（　　）に番号を書こう。

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）

A B CIs he a magician?

②人物あてクイズをしよう。　　　

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

Listen & Talk

teacher doctor / nurse police officer
police stationschool hospital

（a） （c） （d）（b）

No, he is not.
He is a bus driver.

44

①文字を追いながら，英語を聞こう。どんな話でしたか。

②文字を追いながら，読めるところは声に出して読もう。

Look at the pan.

It is big.

It is hot, too.

Lesson 3

Enjoy Reading
どんなことが書かれているかな。読んでみよう。

baker farmer fire fighter
bakery farm fire station

45

Hello, Mr. Sano!
教えて，先生のこと

1 2

だれに

どんなことを

クラスの友だちになりきって，“Who am I?”クイズをしてみましょう。

ゆうたさんが佐野先生とサントス先生にインタビューをしました。インタビュー

を聞きましょう。その後，人物あてクイズに答えましょう。

， ，  を通して，インタビューをして，その人のことを紹
しょう

介
かい

で

きるようになります。だれに，どんなことを質
しつ

問
もん

したいかを書きましょう。

人物あてクイズ

HOP
Get Ready 2

39

Part 1

Sound Chant

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

①40・41ページのパノラマの人物あてクイズや職
しょく

業
ぎょう

あてクイズをしよう。

②人物紹
しょう

介
かい

を聞いて，（　　）に番号を書こう。

（a） （c） （d）（b）

（　　　　）（　　　　） （　　　　） （　　　　）

Listen & Talk

A B C

She is a farmer.

peach pineapple pie basketballbaseball

He is a baker.

   日本語と英語との言い方のちがいに気をつけよう。42

2

43

Story Twelve Months（1）
12月の寒い日，マルーシカは母と姉に森へ出かけるよう言いつけられます。

①どんなお話でしたか。どんなことばが聞こえましたか。

②もう一度聞こう。

Lesson 3

1

Twelve Monthsはスロバキアの民話です。お話は53ページに続きます。

boat hothungryhappy

Thank you!I want strawberries.

43

絵を見て英語を聞こう。

STEP
Lesson 3

She is a cook.

florist

photographer

storekeeper

cook

baseball player

40

あの人はだれ？
● 友だちや家族，知っている人のことを説明しよう。

baker

carpenter

fire fighter

captain

astronaut

41

わたしのヒーロー

日本語とちがって，

単語と単語の間は

少し空けるよ。

これは「ピリオド」。

日本語の「。」と

同じだよ。

HeとSheをなぞろう。

Write & Speak
①音声を聞いて，HeとSheのどちらかを4線に書こう。

（a）

（b）

（c）

（d）

 HeHeHe is a teacher.is a teacher is a teacher.

SheSheShe is a fire fighter.is a fire fighter is a fire fighter.

        is a nurse.is a nurse       is a nurse.

        is a police officer.is a police officer       is a police officer.

48

8

HOP，STEP，JUMPで学ぶプロセスを
●見通し➡習得➡活用のスモールステップで、指導がしやすいつくりです。
●各小単元のねらいが明確なので、評価がしやすくなっています。

1-1

■各学年にHOP～STEP～JUMPの大単元を3つずつ配置しています。

4～7月

大単元の流れ

9（8）～12月 1～3月

学びの見通しを立てる コミュニケーション活動を通して基礎的・基本的な知識・

STEPでは、場面を通して表現や語彙に出合い、それらを使いながら身につけます。
「聞く」「話す」を中心に、「読む」「書く」活動にも慣れていきます。複数技能を統合
した活動で、運用力を強化します。

➡pp.10-11, pp.18-25参照

HOPでは、大単元の全体像を把握し
ます。子供が自身の力を確認する活動
をおこない、JUMPでどのようなこと

を言えるようになりたいか、学びの見
通しを立てます。

➡p.12, p.17参照

① 先生のとくいなことを知るため

にインタビューをします。グルー

プで次のことを考えて，  

に書こう。
　◉だれに聞く？

　◉どんなことを？

②英語の表
ひょう

現
げん

をおさらいしよう。

①質
しつ

問
もん

メモを作ろう。
　◉ みんなが知りたいことは

　　どんなことか，考えよう。

② メモをもとに，英語でどう言う

かを考えよう。

見通しをもち，じゅんびする

MEMO

MEMO

Keita

Shiho

野球はできるかな

singing

グループで先生にインタビューをしよう。

He is a music teacher.JUMP
Presentation 2

音楽の先生にインタ

ビューをしたいな。

先生にどんなこと

を聞こうかな。

考えよう 質
しつ

問
もん

メモを用意しよう

I am good at singing.  
How about you?

Can you play baseball?

目的・場面・じょうきょうを理解する

72

① 先生役を決めて，リハーサルを

　しよう。
　◉聞きたいことを質

しつ

問
もん

できましたか。

②もう一度やってみよう。

先生にインタビューをしよう。

あいづちを打てば，話もはずみますね。

▷Wow!　（わあっ！）

▷Really?　（そうなんですか？）

▷Great!　（すごいですね！）

あいづちも大切！

コミュニケーション

Yes!

◉  は達成できましたか。よかったところはどこですか。

◉先生にインタビューをするとき，質
しつ

問
もん

の順番で，どんなくふうをしましたか。

◉  では先生あてクイズを作ります。どんなくふうをしたいですか。

知ってる？　先生のこと
● 先生にインタビューをして，わかったことを伝えよう。

リハーサルをしよう インタビューをしよう

Hello.
May I ask you a question?

73

どんな順番でヒントを出すと，楽しいクイズにできるかな？
ヒント1 ヒント2 ヒント3

先生あてクイズをして，先生のことを伝えよう。

情
じょう

報
ほう

を整理して，スリーヒントクイズを作ろう。どんなクイズを作りたいか，
 に書こう。ヒントの順番を考えて，下のらんに書こう。

ヒントカードを作ろう。

グループで練習をしよう。

さあ本番。先生あてクイズをしよう。

Please listen.

Hint number 1.

He is good at cooking.

Hint number 2.

He can’t eat natto.

Hint number 3.

He is a music teacher.

Who is he?

◉  （39ページ）で立てた目標（  ）は達成できましたか。

◉次は，どんなくふうをして活動したいですか。

74

わたしのヒーロー

日本語とちがって，

単語と単語の間は

少し空けるよ。

これは「ピリオド」。

日本語の「。」と

同じだよ。

HeとSheをなぞろう。

Write & Speak
①音声を聞いて，HeとSheのどちらかを4線に書こう。

（a）

（b）

（c）

（d）

 HeHeHe is a teacher.is a teacher is a teacher.

SheSheShe is a fire fighter.is a fire fighter is a fire fighter.

        is a nurse.is a nurse       is a nurse.

        is a police officer.is a police officer       is a police officer.

48

姓
せい

と名，どちらも書こう。

単語と単語の間は少し空けて書こう。

（姓
せい

） （名）

（しょくぎょう）

Lesson 3

②あなたのヒーローについて書こう。HeかSheは，どちらかを選んでなぞろう。

③あなたのヒーローをクラスの友だちに紹
しょう

介
かい

しよう。

This is This is

 HeHeHe SheSheShe is my hero.is my hero is my hero.

 HeHeHe SheSheShe isis is

Word Bank

a doctor a nursea fire fighter a teacher

a baseball player

a soccer playera singer

an actor

a police officer

a cartoonist

女優（じょゆう）はactressとも言いますが，最近は男女ともactorを使うことが多くなっています。 49

9

「見える化」 コミュニケーション力の基礎を身につけるため、『CROWN Jr.』では、2学年で6

つの大きな言語活動の目標を設定し、それらに向けて学びを深める大単元構成と
しました。大単元は、新学習指導要領の3つの柱「知識及び技能」、「思考力、判断力、
表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の育成を図れるよう、ねらいの異なる小
単元を、段階を追って配置する構成としました。

学習の進度を表すアイコン

技能を習得する 実際の場面で表現する（活用） ふりかえり

JUMPでは、経験した表現や語彙を、場面や目的の明確な言
語活動の中で、思考力を働かせながら使います。JUMP  、
JUMP  の2つの活動を配置し、一度活動した後に修正し
てやり直すことで、子供が達成感を得られるようにしました。

➡p.12, pp.26-27参照

スモールステップで、

小さな成功体験を重

ねられるので、学び

たい気持ちを保つこ

とができるね。

指導書などでワー
クシートや子供の
言語活動を見取る
ルーブリック（評価
基準）を提供。



絵を見て英語を聞こう。

STEP
Lesson 3

She is a cook.

florist

photographer

storekeeper

cook

baseball player

40

あの人はだれ？
● 友だちや家族，知っている人のことを説明しよう。

baker

carpenter

fire fighter

captain

astronaut

41

Part 1

Sound Chant

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

①40・41ページのパノラマの人物あてクイズや職
しょく

業
ぎょう

あてクイズをしよう。

②人物紹
しょう

介
かい

を聞いて，（　　）に番号を書こう。

（a） （c） （d）（b）

（　　　　）（　　　　） （　　　　） （　　　　）

Listen & Talk

A B C

She is a farmer.

peach pineapple pie basketballbaseball

He is a baker.

   日本語と英語との言い方のちがいに気をつけよう。42

2

43

Story Twelve Months（1）
12月の寒い日，マルーシカは母と姉に森へ出かけるよう言いつけられます。

①どんなお話でしたか。どんなことばが聞こえましたか。

②もう一度聞こう。

Lesson 3

1

Twelve Monthsはスロバキアの民話です。お話は53ページに続きます。

boat hothungryhappy

Thank you!I want strawberries.

43

Part 2

Word Chant

① ふたりの人が写真を見ながら話しています。会話を聞いて，だれのことを言っている 

か，（　　）に番号を書こう。

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）

A B CIs he a magician?

②人物あてクイズをしよう。　　　

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

Listen & Talk

teacher doctor / nurse police officer
police stationschool hospital

（a） （c） （d）（b）

No, he is not.
He is a bus driver.

Is he a magician? の終わりの部分を聞いて，気づいたことを話し合おう。He is a bus driver.とくらべよう。44

10

授業づくりがイメージできるわかりやすい
●パターン化された紙面構成で授業が組みやすくなっています。
●どこに何があるか、何の活動なのか、子供にもわかりやすい紙面構成です。

インプット（パノラマ）

焦点化したインプットを経てア

●楽しいイラストで、会話の場面と状況を提示。
●気づきを促す豊富なインプット。

●ターゲット表現を経験するボトムアップ型の活動。
●推測して理解する力を育成するトップダウン型の活動。
●英語の音や語句に慣れ親しむ楽しいチャンツ。

◆5年
pp.40-49

各Partとも下段は語句や表現の練習。
Sound Chant　英語の音に慣れ親しむチャンツです。
Word Chant　いろいろな語句に親しむチャンツです。
Talk to Friends　Enjoy Listeningの文章の異なる例を提示します。

1-2

Part 1

6時間配当
各パートの詳細➡　
pp.18-25 参照
授業展開例➡　
pp.28-29参照

Part 2

Word Chant

① ふたりの人が写真を見ながら話しています。会話を聞いて，だれのことを言っている 

か，（　　）に番号を書こう。

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）

A B CIs he a magician?

②人物あてクイズをしよう。　　　

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

Listen & Talk

teacher doctor / nurse police officer
police stationschool hospital

（a） （c） （d）（b）

No, he is not.
He is a bus driver.

Is he a magician? の終わりの部分を聞いて，気づいたことを話し合おう。He is a bus driver.とくらべよう。44

①文字を追いながら，英語を聞こう。どんな話でしたか。

②文字を追いながら，読めるところは声に出して読もう。

Look at the pan.

It is big.

It is hot, too.

Lesson 3

Enjoy Reading
どんなことが書かれているかな。読んでみよう。

baker farmer fire fighter
bakery farm fire station

45

Part 3

Talk to Friends

A B C

①どの人物のことを言っているか，（　　）に番号を書こう。

②家族や友だちのとくいなことを紹
しょう

介
かい

しよう。　　　

4人の話を聞こう。参考にして，友だちに伝えよう。

Spotlight どんなことを言っているかを聞こう。

Listen & Talk

He can fly.
He is good at baseball.

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）

（a） （c） （d）（b）

（a） （b）

「ダンクシュート」は英語ではslam dunkと言います。46

Lesson 3

①どんな話をしていましたか。どんなことばが聞こえましたか。

②もう一度聞こう。

Enjoy Listening
どんなことを言っているかを聞こう。

（c） （d）

47

わたしのヒーロー

日本語とちがって，

単語と単語の間は

少し空けるよ。

これは「ピリオド」。

日本語の「。」と

同じだよ。

HeとSheをなぞろう。

Write & Speak
①音声を聞いて，HeとSheのどちらかを4線に書こう。

（a）

（b）

（c）

（d）

 HeHeHe is a teacher.is a teacher is a teacher.

SheSheShe is a fire fighter.is a fire fighter is a fire fighter.

        is a nurse.is a nurse       is a nurse.

        is a police officer.is a police officer       is a police officer.

48

姓
せい

と名，どちらも書こう。

単語と単語の間は少し空けて書こう。

（姓
せい

） （名）

（しょくぎょう）

Lesson 3

②あなたのヒーローについて書こう。HeかSheは，どちらかを選んでなぞろう。

③あなたのヒーローをクラスの友だちに紹
しょう

介
かい

しよう。

This is This is

 HeHeHe SheSheShe is my hero.is my hero is my hero.

 HeHeHe SheSheShe isis is

Word Bank

a doctor a nursea fire fighter a teacher

a baseball player

a soccer playera singer

an actor

a police officer

a cartoonist

女優（じょゆう）はactressとも言いますが，最近は男女ともactorを使うことが多くなっています。 49

11

紙面構成 STEPでは、Lessonの構造を同じにすることで、どこに何があ
るかがわかりやすく、 1レッスン、1時間の授業の組み立てがし
やすい構成を実現させました。子供たちも、安心して楽しく活
動に取り組むことができます。

まとめの活動（Write & Talkなど）

ウトプットへ（Part 1～3）

★5つの領域を示すアイコンで、どんな力を
　育成するかを明確にしました。

聞く 読む 書く 話す
（やり取り）

話す
（発表）

●レッスンのまとめの活動。
●経験したターゲット表現で「発表」「やり取り」「書く」活動。

次に何をやるかわか

るので、英語が多少

わからなくても、つ

いていけそうだ。

各Partとも右ページ上段は各種活動。
Story　なじみのある物語を英語で味わいます。
実世界の英語　教室の外の世界で出合う英語に親しみます。
Enjoy Reading　お話を聞きながら、文字に親しみます。
Enjoy Listening　各パートで経験した表現を、まとまりのある文で確認します。

各Partとも左ページ上段は
 Listen & Talk
ターゲットの表現を学びます。

Write & Talk /
Write & Speak /

Listen & Write
「書く」活動も取り入
れながら、ターゲッ
ト表現を使って自己
表現をします。

Part 2 Part 3



6~8時間配当
詳細➡

pp.26-27 参照
授業展開例➡　
pp.28-29参照

1時間
配当

Hello, Mr. Sano!
教えて，先生のこと

1 2

だれに

どんなことを

クラスの友だちになりきって，“Who am I?”クイズをしてみましょう。

ゆうたさんが佐野先生とサントス先生にインタビューをしました。インタビュー

を聞きましょう。その後，人物あてクイズに答えましょう。

， ，  を通して，インタビューをして，その人のことを紹
しょう

介
かい

で

きるようになります。だれに，どんなことを質
しつ

問
もん

したいかを書きましょう。

人物あてクイズ

HOP
Get Ready 2

39

① 先生のとくいなことを知るため

にインタビューをします。グルー

プで次のことを考えて，  

に書こう。
　◉だれに聞く？

　◉どんなことを？

②英語の表
ひょう

現
げん

をおさらいしよう。

①質
しつ

問
もん

メモを作ろう。
　◉ みんなが知りたいことは

　　どんなことか，考えよう。

② メモをもとに，英語でどう言う

かを考えよう。

見通しをもち，じゅんびする

MEMO

MEMO

Keita

Shiho

野球はできるかな

singing

グループで先生にインタビューをしよう。

He is a music teacher.JUMP
Presentation 2

音楽の先生にインタ

ビューをしたいな。

先生にどんなこと

を聞こうかな。

考えよう 質
しつ

問
もん

メモを用意しよう

I am good at singing.  
How about you?

Can you play baseball?

目的・場面・じょうきょうを理解する

72

① 先生役を決めて，リハーサルを

　しよう。
　◉聞きたいことを質

しつ

問
もん

できましたか。

②もう一度やってみよう。

先生にインタビューをしよう。

あいづちを打てば，話もはずみますね。

▷Wow!　（わあっ！）

▷Really?　（そうなんですか？）

▷Great!　（すごいですね！）

あいづちも大切！

コミュニケーション

Yes!

◉  は達成できましたか。よかったところはどこですか。

◉先生にインタビューをするとき，質
しつ

問
もん

の順番で，どんなくふうをしましたか。

◉  では先生あてクイズを作ります。どんなくふうをしたいですか。

知ってる？　先生のこと
● 先生にインタビューをして，わかったことを伝えよう。

リハーサルをしよう インタビューをしよう

Hello.
May I ask you a question?
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どんな順番でヒントを出すと，楽しいクイズにできるかな？
ヒント1 ヒント2 ヒント3

先生あてクイズをして，先生のことを伝えよう。

情
じょう

報
ほう

を整理して，スリーヒントクイズを作ろう。どんなクイズを作りたいか，
 に書こう。ヒントの順番を考えて，下のらんに書こう。

ヒントカードを作ろう。

グループで練習をしよう。

さあ本番。先生あてクイズをしよう。

Please listen.

Hint number 1.

He is good at cooking.

Hint number 2.

He can’t eat natto.

Hint number 3.

He is a music teacher.

Who is he?

◉  （39ページ）で立てた目標（  ）は達成できましたか。

◉次は，どんなくふうをして活動したいですか。
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12

授業づくりがイメージできるわかりやすい紙面構成

目的・場面・
状況の理解

見通し、準備 コミュニケーション活動
でできなかったこと

を修正して再チャレンジ

目標設定
ゴールへの見通しを

もつ。

動機づけタスク
JUMPで目指す姿を

確認。

診断タスク
今の力でできることを

やってみる。

HOPで目標設定したことが，
JUMPに結びついているんだね。
STEPも目標をもって取り組め
そうだ。

1-2

◆5年 p.39

◆5年 pp.72-74

HOPでは、子供たちは活動
をやってみて、それまでに経
験した力でできること、でき
ないことを確かめ、JUMPに
向けて目標を設定します。


