カラオケEnglish カリキュラム【小学６年英語コース】
対象： 小学６年生

収録教材： 全 70 UNITS + EXTRA 56

概要： 文部科学省 We Can! 2 に対応

学習方式： 1.Listen (見て聞く) 2.Repeat (真似する)
3.Record (録音する)
UNIT

章
1

This is me.
自己しょうかい

UNIT

章

(代表例文)
1-1 好きなことから、自己しょうかいしよう

7

Hello, I am Orange. I like walking.

My Best Memory
小学校の思い出

1-2 スポーツの話で、自己しょうかいしよう

(代表例文)
7-1 思い出の学校行事を言おう１

My best memory is my swimming meet.

章
EX What time do you get up?
5 自分の日課を伝えよう

7-2 思い出の学校行事を言おう２

Hi, I am Green. I can kick a ball high.

EX 学校でする日課を言おう
5-2 What time do you arrive at school?

I enjoyed fishing.

1-3 好きな教科の話で自己しょうかいしよう

7-3 過去の行事で感じたことを伝えよう

My name is Red. I like Math.

EX 家でする日課を言おう
5-3 What time do you eat snacks?

Yes, it was exciting.

1-4 誕生日を言って、友だちになろう

7-4 過去に感じたことを言おう

My birthday is April 8th.

EX 夜にする日課を言おう
5-4 What time do you watch TV?

I enjoyed reading this book.

1-5 友だちは何が好きか聞こう

7-5 自分たちが行った場所と感想を言おう

What food do you like?

EX 日課をどの位するのか聞こう
5-5 No, I don't. I sometimes go and get the

We went to the aquarium. It was cool.

1-6 自分ができることを言おう

7-6 学校行事で感じたことを言おう

I am good at dancing.

EX 家の手伝いをどの位するか聞こう
5-6 Do you sometimes take out the

I enjoyed the school trip.

1-7 自分についてくわしく言おう１

7-7 自分が行った場所と感想を言おう

I like spaghetti.

UNIT
(代表例文)
EX 朝にする日課を言おう
5-1 What time do you get up?

EX 何時に何をするか伝えよう
5-7 I usually go to sleep at 10:00 p.m.

I went to the museum. It was exciting.

My birthday is July 13th.
1-8 自分についてくわしく言おう２

7-8 一番の思い出の話をしよう

I love shopping.

EX 一日の行動を伝えよう
5-8 I always wake up at 7:00 a.m.

My best memory is the summer camp.

My birthday is March 3rd .
2

Welcome to Japan.
日本へようこそ

2-1 季節の楽しみを伝えよう

8

You can see butterflies in spring.

What do you want to be? 8-1 いろいろな職業を英語で言おう
将来の夢と職業

2-2 季節の行事を伝えよう

8-2 将来なりたい職業を言おう

We have Hanami in spring.

I want to be a pilot.

2-3 日本の食べ物の話をしよう

EX 行動パターンを伝えよう
5-9 I always walk my dog.

soccer player / baseball player
EX I want to go to Italy.
6 行きたい国はどこかな？

8-3 なりたい職業と理由を言おう

I like tempura donburi.

EX 行きたい国を聞こう
6-2 I want to go to Brazil.

I want to be a farmer. I like

2-4 日本の食べ物が好きか、聞こう

8-4 得意なこととなりたい職業を言おう

Do you like Dorayaki?

EX 世界遺産 (いさん) の話をしよう
6-1 You can see Big Ben in London.

EX その国で何をしたいか聞こう
6-3 Where do you want to go?

I can cook spaghetti well.
I want to be a cook.

2-5 日本の伝統の遊びや行事を伝えよう

8-5 将来の夢を伝えよう

I enjoy Hanetsuki on New Year’s Day.
2-6 日本の食べ物で、好きなものを聞こう

8-6 なりたい職業やその理由を聞こう

What Japanese food do you like?

What do you want to be?

2-7 日本の伝統文化で、好きなものを聞こう

8-7 なりたい職業を発表してみよう

Do you like traditional Japanese art?

自分、彼、彼女のこと

3-1 「私」がだれかを当ててもらおう

I like soccer. Who am I?

EX 行きたい理由を発表しよう１
6-6 I want to eat Chinese food.

8-8 かなえたい夢をみんなに話してみよう

We have four seasons in Japan.
I am/He is/She is famous.

EX その国でしたいことを伝えよう
6-5 I want to climb the mountains.

I want to be a zookeeper.

2-8 日本の四季の話をしよう
3

EX おすすめの理由を伝えよう１
6-4 This is the Middle East.

I want to be a dancer.

EX おすすめの理由を伝えよう２
6-7 You can enjoy Indian curry.

Someday, I want to be a doctor.
9

Junior High School Life
中学校生活・部活動

9-1 先ぱいの年れいや部活を聞き取ろう

EX 行きたい理由を発表しよう２
6-8 I want to go to Europe.

I am thirteen years old.
We have many clubs in our school.

3-2 楽器や音楽について話そう

9-2 中学の行事について聞こう、言おう

I play the violin. This is my violin.

I want to enjoy the sports day.

3-3 自分のことを伝えよう１

9-3 中学の先生をしょうかいしてもらおう

Hi, I'm Lily. I like fashion.

9-4 中学で楽しみなことを伝えよう

Hi, I'm Gai. I like camping.

9-5 中学の学校生活の話を聞こう

I have a big head.

9-6 自己しょうかいの練習をしよう

I can dance well. Who am I?

Hello, everyone. I am Keiko.

3-7 かれのことをしょうかいしよう

9-8 中学でしたいことをスピーチしよう２

She can dress well.
We have an amusement park.

EX 物のねだんを聞いてみよう
8-3 How much is this water?

I want to join the baseball team.
EX I am hungry.
1 ものの様子や形容詞

EX 家族のために注文しよう
8-1 For my father, soda, please.
EX please を使って、注文しよう
8-2 I'd like fried chicken, please.

I want to join the orchestra.

3-8 かの女のことをしょうかいしよう
4-1 自分たちの町の施 (し) 設を言おう

EX What would you like?
8 料理・ねだん・注文

9-7 中学でしたいことをスピーチしよう１

He can fish.

自分の町をしょうかい

EX たから物の場所を伝えよう
7-4 Where is your treasure?

We wear school uniforms at school.

3-6 Who am I? クイズををしよう

I like my town.

EX 迷っている人を道案内しよう
7-3 Where do you want to go?

I want to join the baseball club.

3-5 体の特徴 (ちょう) を言おう

EX 地図を使って、道案内をしよう１
7-1 Go straight and keep going.
EX 地図を使って、道案内をしよう２
7-2 Turn right at the first corner.

She is our English teacher, Ms.Bee.

3-4 自分のことを伝えよう２

4

EX Where is the treasure?
7 道案内

EX 気持ちを聞こう 1
1-1 How are you?

EX 100円から900円まで言ってみよう
8-4 Milk is 200 yen.

I am hungry.
4-2 あなたの町の施 (し) 設を聞こう

EX 気持ちを聞こう 2
1-2 How are you?

Do you have an aquarium in your town?

EX ハンバーガー店で注文してみよう
8-5 I'd like a hamburger and orange juice,

I am cold.
4-3 住んでいる地域に何があるか言おう

We have a nice park.
4-4 自分の町に欲しい施 (し) 設を言おう

I want a stadium in my town.

EX 何の動物か当てよう
1-3 It is a tiger.

EX 機内食を注文してみよう
8-6 I'd like spaghetti, please.

EX だれか聞いてみよう１
1-4 Who are you?

EX レストランで注文してみよう
8-7 I'd like green tea, please.

I am a frog.
4-5 自分の町をしょうかいしよう

EX 「わたし」を当てさせよう１
1-5 Who am I?

We have a ski resort.
4-6 町の施 (し) 設を覚えよう

EX 「わたし」を当てさせよう２
1-6 Are you Blue?

park / library / bank
4-7 町にある/ないものを言おう

EX だれか聞いてみよう２
1-7 Who are you?

We have an amusement park.

EX 自分のメニューをしょうかいしよう
8-8 This is my breakfast menu.
EX Phonics
9 アルファベットの音

EX アルファベットを学ぼう１ (A〜D)
9-1 A / B / C / D
EX アルファベットを学ぼう２ (E〜H)
9-2 E / F / D / H

I see something cute.
4-8 町にないから欲しい施 (し) 設を言おう

We don't have a new movie theater.
5

My Summer Vacation
夏休みの思い出

EX What time is it?
2 何時かな?

5-1 夏に行った場所を言おう１

I went to the mountain in summer.
5-2 夏に行った場所を言おう２

I went to the zoo in summer.
5-3 夏に食べたものを言おう

I ate watermelon.
5-4 夏に見たものを言おう

I saw a rainbow in the sky.

EX ALPHABET→Alphabet
3 大文字小文字を書こう

5-5 夏に楽しんだことを言おう

I enjoyed fireworks.

5-7 夏の思い出を聞こう１

What sport do you like?
スポーツについて語ろう

6-1 どんなスポーツが好きか聞こう

What sport do you like?
6-2 いろんなスポーツを英語で言おう

soccer / basketball / volleyball / rugby
6-3 テレビで見たいスポーツを言おう

What sport do you want to watch?
6-4 なぜ、そのスポーツをしたいか聞こう

Why do you want to play?

EX アルファベットを学ぼう４ (M〜P)
9-4 M / N / O / P

EX 何時にどの日課をするのか聞こう
2-3 What time is your “Wake-up Time”?

EX アルファベットを学ぼう５ (Q〜T)
9-5 Q / R / S / T

EX 好きな日課とその時間を聞こう
2-4 It’s “Breakfast Time”.

EX アルファベットを学ぼう６ (U〜X)
9-6 U / V / W / X

EX 町でアルファベットをさがそう １
3-1 Three letters. B-u-s.

EX アルファベットを学ぼう７ (Y〜Z)
9-7 Y / Z

EX アルファベットで色を当てよう
3-4 Four letters. B-l-u-e.

How was your summer vacation?

6

EX 世界の友だちに時間を聞こう
2-2 What time is it in Japan?

EX アルファベットでお店を当てよう
3-3 C-a-f-e. It's a cafe.

I went to Africa.

I enjoyed swimming with my girls.

EX アルファベットを学ぼう３ (I〜L)
9-3 I / J / K / L

EX 町でアルファベットをさがそう２
3-2 Five letters. P-i-z-z-a.

5-6 夏にやったことを言おう

5-8 夏の思い出を聞こう２

EX 何時かを聞こう
2-1 What's time is it?

EX What do you want?
4 野菜や果物の名前

EX ほしい野菜とほしい数を聞こう
4-1 What do you want?
EX 好みの果物でパフェを作ろう１
4-2 I want oranges.
EX 好みの果物でパフェを作ろう２
4-3 I want a big strawberry.
EX 好みのピザを注文しよう
4-4 I want onions for my pizza.
EX お気に入りのピザを発表しよう
4-5 This is my special pizza.

6-5 いつスポーツを見たいかを聞こう

When do you want to watch?
6-6 いつスポーツをしたいかを聞こう

When do you want to play sports?
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