
時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 日本の文化／地域 好きなもの・こと

・「大型連休の思い出」 ・「入りたい部活動とその理由」 ・「私の家族」 ・「今年のお花見」 ・「好きな食べ物」
・「好きな動物」
・「好きな天気」

・説明する
A: I went to Tokyo.
B: What did you do there?
A: I enjoyed shopping. …

・説明する( I want to join the ～ club. /
Because I like ～.）

・紹介する（This is my father, Takeshi. He
is a baseball fan. He likes The Yellow
Sox.）

・話し掛ける（Did you go to ohanami  this
year? / Do you want to go to ohanami
next year?）

・繰り返す
A: I like apples.
B: Oh, apples.

・相づちを打つ（That's nice.）
・繰り返す（You went to ～.）
・聞き直す（Excuse me?）

・繰り返す（The badminton club? / Oh, you like
sports.）
・相づちを打つ（Great. / Really? / That's nice. /
That's cool. / Wow.）
・質問する（The art club? / Why? / Are you good at
～? / Is it exciting for you?）

・反応を示す(Oh, I see. / Me, too.)
・繰り返す
A: This is my father, Takeshi.
B: Oh, this is your father, Takeshi.

・褒める、賛成する（Nice.）
・説明する（I like ohanami .）

・相づちを打つ(Oh, I see.)
・質問する(Why?)

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?
・What did you do?
・I went to ～. / I enjoyed ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・Which club ( team ) do you want to join?
・Are you good at ～?
・Is it exciting for you?

【トピックに関わる基本的な表現】
・This is ～.
・He/She is ～.
・He/She likes ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you ～?
・Do you want to ～?

【トピックに関わる基本的な表現】
・What ～ do you like?
・Do you like?
・ I like ～.

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・kick

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・guess　・painting　・drawing
・excellent　・maybe ・exercise

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・strict  ・introduce　・funny

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・bright  ・delicious  ・dry　 ・shy
・slow  ・smart

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第１学年

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。

５～６月

１４コマ程度

トピック

対話を継続
するための

基本的な表現



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 好きなもの・こと

・「週末にしたこと」
・「夏休みの思い出」

・「暑い季節に食べたいもの」
・「オリンピック・パラリンピック」

・「好きなスポーツ選手」
・「好きな歌手」

・「好きな教科」
・「好きな季節」

・説明する
A: I went to the sea.
B: What did you do?
A: I enjoyed swimming, and I ate fresh fish.
…

・説明する（I want to eat ～. They're ～. / I want
to watch ～. Because it's ～. ）

・紹介する（My favorite singer is ～. She is
from ～. Her songs are excellent. I listen to
her songs every day.）

・繰り返す
A: I like summer.
B: You like summer!  Me, too.

・相づちを打つ（That's good.）
・繰り返す（You enjoyeｄ ～.）
・聞き直す（Sorry?)
・質問する（What did you do?）

・繰り返す（Oh, you want to eat ice creams. / You want to
watch tennis. / Five players. )
・相づちを打つ( That's good. /That's nice, / Oh, really? / Oh, I
see. ）
・質問する（Do you like ～? / Why do you like it? / How many
players?）

・質問する（Who is your favorite ～? / Do
you like ～? / Do you know ～? / How about
you?）

・相づちを打つ（Oh, I see.）
・質問する（Why?）

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?
・What did you do?
・What did you do in ～?
・I went to ～. / I enjoyed ～.
・I saw ～.
・I ate ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What food do you want to eat in summer?
・Which ice cream flavor do you like?
・What sport do you want to watch?
・Why do you want to watch it?

【トピックに関わる基本的な表現】
・Who is your favorite～?
・My favorite ～ iｓ ～.
・He/She is ～.　・He/She likes ～.
・He/She can ～. ・Do you know ～?

【トピックに関わる基本的な表現】
・What ～ do you like?
・Do you like?
・I like ～.

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。

・lovery　・delicious　・pick
・jump　・boring

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。

・healthy　・sweet　・guess
・excellent　・delicious  ・Okay
・lovely  ・gold  ・judge  ・imagine
・smart  ・correct  ・hurt ・key

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。

・introduce

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。

・bright  ・excellent  ・miss

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第１学年

７～９月

１６コマ程度

トピック

対話を継続
するための

基本的な表現

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 好きなもの・こと

・「運動会の思い出」
・「合唱祭の思い出」

・「クリスマスプレゼントに欲しいもの」
・「冬休みにしたいこと」

・「私のヒーロー」
・「私の好きなアニメキャラクター」

・「好きな秋の食べ物」
・「秋にする好きなこと」

・説明する
A: I enjoyed listening to many songs.
B: Which song did you like the best?
A: I like "Believe" the best.  …

・説明する（I want～. / I want to ～. /
Because I like ～. / Because it's ～.）

・説明する
A: Who is your hero?
B: ～ is my hero. She is always brave.

・質問する、説明する
A: Why?
B: It's ～.

・相づちを打つ（That's great.That's a shame.）
・繰り返す（Listening to music.）
・聞き直す（Say that again, please?）
・質問する（Why do you like it?）
・褒める（Congraturations!）

・繰り返す（You want to study with a PC. / Oh, do
you? / Oh, is it?）
・相づちを打つ（Sounds [ nice. / good / great]. /
That's great. / Oh, really? / Of course.）
・質問する（What color?/ Why? / Where? / Why do
you like [ want ] it?）

・説明する（I'll give you a quiz and  I'll give
you some hints.）
・質問する（Can you guess?）

・相づちを打つ(Oh, I see.)

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?
・What did you do?
・Why do you like ～?
・I went to ～. / I enjoyed ～
.・We played/sang 〜.
・It was 〜.   ・I was 〜.　・Because ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you want for Christmas?
・Why do you like [ want ] it?
・What do you want to do during winter
holidays?

【トピックに関わる基本的な表現】
・Who is your ～?
・Can you guess?

【トピックに関わる基本的な表現】
・What ～ do you like?
・Do you like?
・Why do you like ～?
・I like ～(～ing).

・
・【繰り返しの使用が期待できる語彙】

※教師は意識して使用することが望まし
い。

・celebrate　・guess　・everyday

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・funny　・boring　・guess　・pink
・lovely  ・Okay　・correct　・tonight   ・
broken　・expensive　・own
・bright　・foggy　・terrible
・excellent　・thick　・pray

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・brave　・fat　・guess

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。

・delicious  ・expensive  ・healthy
・lovely  ・sweet

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第１学年

１０～１２月

１６コマ程度

トピック

対話を継続
するための

基本的な表現

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 日本の文化／地域 好きなもの・こと

・「冬休みの思い出」
・「１年間の思い出」
・「１年間の思い出+来年度の抱負」

・「週末にしたいこと」
・「将来したいこと(職場体験に向けて)／
職場体験でしたいこと(職場体験に向け
て)」

・「クラスの友達」
・「あこがれの先輩」

・「立春」
・「ひな祭り・端午の節句」

・「自由時間の好きな過ごし方」
・「勉強するのが好きな教科」
・「好きな学校行事」

・説明する（We practiced singing hard.
At first, our song was not good, but in
the chorus festival, it was great! So, I
was moved! …）

・説明する（I want to ～. / Because
～.）

・紹介する（Keiko is a member of the
brassband. She likes Mozart. She
plays the piano. And she can play the
drums very well.）

・説明する（I want to play outside.  I want
to see cherry blossoms. / You will be
cute.  You will have a happy life.)

・質問する、説明する
A: Why do you like ～?
B: Because it's ～.

・相づちを打つ（That's wonderful.）
・繰り返す（You practiced a lot.）
・聞き直す（Could you say that again,
please?）
・質問する（What do you want to do next
year? / Anything else?）

・繰り返す（Fire fighters are so cool. / A librarian? ）
・相づちを打つ（That's [ great / wonderful]. /
Sounds interesting. / Oh, really?）
・質問する（Can you ～? / Why do you want to
be?）

・反応を示す（Wow, sounds nice. /
Oh, I see. / That's nice(great). / I
didn't know that. / Oh, really? / Oh,
is she?）
・質問する（What does she play?)

・薦める（Let's go to ohanami .）
・聞き直す（How about you?）

・相づちを打つ（Oh, I see.）

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?　・What did you do?
・Why do you like～?　・What do you want to do?
・I went to/enjoyed/ate/saw ～.
・It was 〜.   ・I was 〜.
・I want to enjoy/study/practice　～.
・Because ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you want to do this weekend?
・What do you want to be in the future?
・Which place do you want to visit?

【トピックに関わる基本的な表現】
・He/She is a member of ～.
・He/She is ～. ・He/She likes～.
・She can ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you want to do?
・I want to ～.
・You will ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What ～ do you like?
・Do you like?
・Why do you like ～?
・I like ～(～ing).

・
【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。

・miss

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。

・Okay  ・funny　・laugh　・guess
・jump  ・strict  ・excellent　・solve

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。

・shy ・sweet ・introduce ・practice
・excellent

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。

・celebrate ・healthy　・outside
・rich　・imagine

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。

・excellent 　・funny  ・laugh
・successful

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第１学年

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。

１～３月

２４コマ程度

トピック

対話を継続
するための

基本的な表現



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 日本の文化／地域 好きなもの・こと

・「大型連休の思い出」
・「週末の思い出１」

・「お気に入りのサンドイッチ」 ・「私の家族」
・「偉人・有名人」

・「今年のゴールデンウィーク」 ・「誕生日の食事」

・説明する
A: You enjoyed a lot!  Please tell me
more.
B: OK.  I went to ～.

・説明する（I put ham and lettuce
tomatoes,onions and cucumbers. It's
healthy and delicious.）

・紹介する （Do you know Kerry? She is a
famous writer. Her stories are very
interesting. She built schools in some
countries to help poor children.）

・説明する（I watched TV all day. / I went
to Okayama.）

・説明する
A: You like sushi.   Tell me more.
B: OK. I like salmon.  I like temakizushi.

・繰り返す（You enjoyed cycling.）
・質問する（Did you have a good time? /
What did you enjoy? / How was it?）

・褒める（Sounds Nice.）
・質問する（What do you put on healthy
sandwich?）

・反応を示す（I see. Oh, really?）
・質問する
A: Do you know ～?
B: Sorry, I don't know ～. Please tell me.
/ Where is she from?

・質問する（How about you? / Did you
have a good time? / And why?）

・繰り返す（You like sushi.）
・質問する（What food do you like? /What
sushi do you like?/Why do you like it?）

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?
・Where did you go?
・What did you enjoy?
・I went to ～. / I enjoyed ～.
・How was it? / It was ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you put on ～?
・I put ～.
・It's healthy and delicious.

【トピックに関わる基本的な表現】
・I'm going to introduce～.
・I have 5 people in my family.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What was the best day?
・I went to ～.
・I watched ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What food do you like/eat ～?
・I like ～.
・What sushi do you like?
・Why do you like it?
・Because it's  ～.

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。
（聞くこと）
・outside  ・foggy  ・heavy  ・rain
・funny  ・boring  ・great  ・pray
・awake  ・delicious

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。
（聞くこと）
・healthy　・delicious

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。
（聞くこと）
・healthy　・miss　・introduce
・strict　・maybe　・everyday
・add

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。
（聞くこと）
・outside　・funny　・choose

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望まし
い。
（聞くこと）
・favorite  ・delicious  ・healthy
・sweet　・expensive  ・cheep
・blow

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第２学年

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。

対話を継続
するための

基本的な表現

５～６月

１４コマ程度

トピック



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 日本の文化／地域 好きなもの・こと

・「宿泊研修の思い出」
・「夏休みの思い出」

・「夏休みにしたいこと」
・「オリンピック・パラリンピックで見たい競技」

・「私たちの県」
・「私たちの街」

・「夏に好きな食べ物」
・「夏にする好きなこと」

・説明する
A: You enjoyed a lot!  Please tell me more.
B: OK.  I went to ～.
・褒める(What a nice day!)

・説明する
A: Can you describe your ideal dream
vacation?
B: Stay at home and eat ice cream all day.

・描写する（Apples are famous. They are very
delicious.）
/ They are very beautiful.

・説明する
A: You like to eat BBQ there. Tell me more.
Anything else?
B: I like to see fireworks at nigjht, too.

・繰り返す(You enjoyed swimming in the pool.)
・質問する(Did you have a good time? /
Where did you go? / How was it?)

・褒める（Sounds interesting.）
・質問する（Focusing on the Paralympic
games, can you pick one event that you want
to watch?）

・賛成する（I think so,too. / I know that, too.）
・聞き返す（What do you think?）
・薦める（Why don't you ～?）

・繰り返す（You like to eat BBQ.）
・質問する（What do you like to do in
summer? / Why do you like it? / What festival
do you like? / With who?）

【トピックに関わる基本的な表現】
・Did you enjoy ～?
・Where did you go?
・What did you enjoy?
・I went to ～. / I enjoyed ～.
・How was it? / It was ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・How to ～?
・There is ～.
・I can ～.
・Can you ～?

【トピックに関わる基本的な表現】
・What are some PR points of ～?
・We can ～.
・I often go there.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you like to do ～?
・I like to ～.
・Why do you like it?
・Because ～.
・What festival do you like～?

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・imagine  ・blow  ・draw  ・guess
・set  ・step  ・breathe  ・jump
・dry  ・carefully

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・kill  ・ideal  ・describe  ・imagine
・focus  ・pick

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・delicious

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・delicious  ・sweet  ・all right
・outside  ・real  ・dirty

対話を継続
するための

基本的な表現

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第２学年

７～９月

１６コマ程度

トピック

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 日本の文化／地域 社会的なこと

・「週末の思い出２」
・「秋の思い出」

・「学校に来てほしい有名人」
・「冬休みにしたいこと」

・「学校行事」
・「秋祭り」

・「ジョン・レノンと彼の歌」
・「職場体験」

・描写する（I went to my cousin's house.
He lives near my house.  He likes karuta .
So we enjoyed karuta  together.）

・説明する（I am going to visit my
grandparents' house to celebrate New
Year's Day.）

・説明する（We praｃtice singing.） ・説明する（For example, I like John
Lennon's song,"Happy Christmas." It has a
great message,"War is over if you want it."）

・繰り返す(You enjoyed a lot.)
・質問する(What's new? / Did you have a
good time? / Where did you go? / How was
it?)

・褒める（That's a wonderful idea.）
・質問する（Do you have anyone you want
to invite to come and talk to our class? /
Why?）

・質問する（Do you like singing? / What do
you recommend? / Why?）

・繰り返す（You cleaned the store.）
・質問する（Do you think that～?/Where did
you go? / What did you do? / How was it? /
Why do you think so? / What did you learn from
it?）

【トピックに関わる基本的な表現】
・What did you enjoy?
・I went to ～. / I enjoyed ～.
・Are you interested in ～?
・What's new?
・What happened?

【トピックに関わる基本的な表現】
・I welcome ～.
・I respect him/her.
・Could you tell me ～?
・Which do you like better ～ or ～?

【トピックに関わる基本的な表現】
・I practice ～ing.
・Do you like ～ing？

【トピックに関わる基本的な表現】
・Do you think that～?
・Where did you go?
・What did you do?
・How was it?/ It was ～.
・What did you learn from it?

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・arrive  ・pick  ・pay  ・happen
・delicious  ・rich  ・sweet
・healthy  ・terrible

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・jump  ・kick  ・lovely  ・smart
・handsome  ・successful
・celebrate  ・outside  ・inside
・healthy

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・practice　・funny　・maybe  ・pray

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望ましい。
（聞くこと）
・happen　・kill　・terrible　・okay
・successful  ・practice  ・greet

対話を継続
するための

基本的な表現

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第２学年

１０～１２月

１６コマ程度

トピック

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。



時期

配当コマ数

思い出 ～したいこと／予定 人紹介 好きなもの・こと 社会的なこと

・「冬休みの思い出」
・「私の印象的な授業」
・「１年間の思い出」

・「修学旅行先」
・「飼いたいペットは？」

・「クラスの友達」
・「あこがれの人物」

・「冬休みにする好きなこと」
・「好きな教科と理由」

・「制服・私服」
・「学校派・家派、学ぶ理由」
・「私たちにできること」

・描写する（I went to my cousin's
house.  He lives near my house.  He
likes karuta .  So we enjoyed karuta
together.）

・説明する（He is clever because he
knows when I come back home.）

・紹介する（I'm going to introduce
Naoto. He is my best friend. I think
that he is ～ because ～. I want to
be ～ like him in the future.）

・描写する（I like Nakata. Because
she is a great player. She is short,
but she has great leadership. I
respect her.）

・説明する（Because I like studying
and I can focus on studying.  I can
read books there, too.）

・繰り返す(You enjoyed English.)
・質問する(Do you think so, too? /
Why do you think so?)

・承諾する（Of course. / Anytime.）
・質問する（If you could plan a school
trip to a foreign country, where
would you visit first and what would
you do next?）

・反応を示す（I see.）
・質問する（What movie do you like?
/ What kind of ～ do you ～?）

・繰り返す（You like PE.）
・質問する（What subject do you like?
/ Why do you like it? / Who is your
favorite volleyball player? / Why do
you like her?）

・繰り返す（You like studying at
school.）
・質問する（Which do you like, A or
B? / Why do you think so? / What
can we do for the people?）

【トピックに関わる基本的な表現】
・What did you enjoy?
・I went to ～. / I enjoyed ～.
・What happened?
・What class was the most
impressive for you?

【トピックに関わる基本的な表現】
・What do you think?
・Do you have any pets?
・Can I go with you?
・I always welcome you.

【トピックに関わる基本的な表現】
・I'm going to introduce ～.
・I think that ～.
・I wanto to be ～ like ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・What subject do you like?
・I like ～.
・Why do you like it? / Because ～.
・Why do you like her? / Because ～.

【トピックに関わる基本的な表現】
・Which do you like better, A or B?
・I like A better than B.
・Why do you think so? / Because ～.
・What can we do for the people?

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。
（聞くこと）
・pray  ・celebrate  ・draw  ・paint
・greet  ・jump  ・laugh
・solve  ・exercise  ・note
・bright  ・strange  ・expensive
・lazy  ・lonely  ・alone
・everywhere  ・correct  ・wrong
・personal  ・real  ・successful

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。
（聞くこと）
・clever  ・lovely
・every day

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。
（聞くこと）
・introduce  ・strict  ・smart
・practice

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。
（聞くこと）
・celebrate　・favorite　・excellent
・practice　・every day　・solve
・handsome ・clever　・smart　・jump

【繰り返しの使用が期待できる語彙】
※教師は意識して使用することが望
ましい。
（聞くこと）
・expensive　・pay　・practice
・maybe　・lonely　・focus　・own
・guess　・happen　・terrible

対話を継続
するための

基本的な表現

主な
言語材料

帯活動　年間指導計画　　第２学年

※週４コマ中２コマの帯活動の時間を使って実施することを想定。２コマ×３５週＝７０コマ分の年間計画　トピックの内、太字のものは展開案を提供。

１～３月

２４コマ程度

トピック


