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この資料は，令和3年度中学校教科書の内容解説資料として，一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」に則っております。

中学英語 NEW HORIZON
【移行資料】言語材料の配列表　令和２年９月17日版

平成28年度版 NEW HORIZON ➡ 令和３年度版 NEW HORIZON

本資料は，来年度から中学英語教科書令和３年度版NEW HORIZONをご使用いただく中学2年生と３年生が，新課程の教
科書の改訂を受け，３年間を通してどのような言語材料の配列で英語を学ぶのかについてまとめたものです。ご指導いた
だく先生方に，どの言語材料にご配慮いただく必要があるのかを，移行措置対応のポイントとしてお伝えすることを目的に
作成しています。令和２年９月17日現在の簡易版ではございますが，来年度からのご授業の準備に少しでもお役にたて
るものでありましたら幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

3教 内容解説資料



【令和３年度の中学校２年生の場合】

[今年度] [来年度] [再来年度]

U1-1 I am .... U0 be動詞の過去形，過去進行形，There is .... （復習） U0 受け身（復習）

U1-2 You are .... U1-S1 be going to（肯定文） U1-S1 現在完了形（経験用法，肯定文，一・二人称）

〃 Are you ...? と肯定の応答 〃 be going to（疑問文と応答） 〃 現在完了形（経験用法，肯定文，三人称）

U1-3 Are you ...? と否定の応答 U1-S2 will（肯定文） 〃 現在完了形（経験用法，否定文，三人称）

〃 I am .... の否定 U1-RT1 SVOO (show) U1-S2 現在完了形（経験用法，疑問文と応答）

U2-1 This [That] is .... U1-RT2 SVOC(C=名詞)(call) U1-RT1 make + (代)名詞 + 形容詞

U2-2 Is that ...? と応答 LT1 I have a proble with .... / ... doesn't work. / I apologize for .... U1-RT2 SVOO（that節）

U2-3 He [She] is .... の肯定と否定 GfC1 5つの文構造 U2-S1 現在完了形（完了用法，肯定文）

U3-1 I like [play] .... U2-S1 when節 〃 現在完了形（完了用法，疑問文と応答）

U3-2 Do you play ...? と応答 U2-S2 if節 U2-S2 現在完了形（継続用法，肯定文）

U3-3 I do not play .... U2-RT1 that節 〃 How long have you ...? と応答

U4-1 名詞の複数形 U2-RT2 because節 U2-RT1 現在完了進行形

U4-2 How many ...? と応答 LT2 May I ...? / Could you ...? LT1 Welcome to .... / We've been looking forward to ....

U4-3 Let's .... GfC2 接続詞 GfC1 現在完了形と現在完了進行形

〃 命令文 U3-S1 不定詞（目的を表す副詞的用法） U3-S1 It is ... (for + 人など) + to + 動詞の原形

U5-1 What is ...? と応答 U3-S2 不定詞（原因を表す副詞的用法） U3-S2 want + (人など) + to + 動詞の原形

U5-2 形容詞の叙述用法... is delicious [is not difficult]. U3-RT1 不定詞（形容詞詞的用法） U3-RT1 原形不定詞（let + (人など) + 動詞の原形）

U5-3 What do you ...? と応答 U3-RT2 It is ... + to + 動詞の原形 〃 原形不定詞（help + (人など) + 動詞の原形）

DS1 What's wrong? - I have .... GfC3 不定詞 GfC2 不定詞

U6-1 三人称単数現在形（肯定文） U4-S1 have to U4-S1 間接疑問文

U6-2 三人称単数現在形（疑問文と応答） 〃 do not have to U4-S2 動詞 + (人) + whatなどで始まる節

U6-3 三人称単数現在形（否定文） U4-S2 must U4-RT1 現在分詞

DS2 Hello? - Hello(, Erika)?  This is .... 〃 must not U4-RT2 過去分詞

U7-1 Who ...? と応答 U4-RT1 動名詞（目的語） LT2 Can I help you? / Shall I ...? / Would you like me to ...?

U7-2 What time ...? と応答 U4-RT2 動名詞（主語） U5-S1 名詞を修飾する文（接触節）

U7-3 Which do you ..., A or B? と応答 GfC4 助動詞 U5-S2 関係代名詞who （主格）

U8-1 Where is ...? と応答 U5-S1 疑問詞 + to + 動詞の原形 U5-RT 関係代名詞that [which]（主格）

U8-2 Whose ...? と応答 / mine, yours U5-S2 主語 + 動詞 + (人) + 疑問詞 + to + 動詞の原形 U5-RT 関係代名詞that [which]（目的格）

U8-3 人称代名詞の目的格 U5-RT1 主語 + be動詞 + 形容詞 + that GfC3 後置修飾

U9-1 現在進行形（肯定文） LT3 Could you tell me how to get to ...? - Take .... U6-S1 仮定法（I wish I could ....）

U9-2 現在進行形（疑問文と応答） U6-S1 比較表現(-er) 〃 仮定法（I wish I had ....）

〃 What＋現在進行形? と応答 〃 比較表現(-est) U6-S2 仮定法（If + 主語 + were ..., ～.）

U9-3 否定命令文 U6-S2 比較表現(more) U6-RT 仮定法（If + 主語 + 動詞の過去形, ....）

〃 Be .... 〃 比較表現(the most) U6-RT 主語を説明する関係代名詞

DS5 I'm looking for .... U6-RT1 比較表現(better, best) GfC3 仮定法

U10-1 canの文（肯定文，否定文） U6-RT2 比較表現(as ... as ～)

U10-2 canの文（疑問文と応答） LT4 Shall I ...?

U10-3 When can you ...? と応答 GfC5 比較表現

〃 感嘆文（What …!) U7-S1 受け身（平叙文）

DS6 Can I ...? U7-S2 受け身（疑問文と応答）

〃 Can you ...? U7-RT1 受け身（by つき）

U11-1 規則動詞の過去形（肯定文） U7-RT2 受け身（助動詞つき）

U11-2 不規則動詞の過去形（肯定文） LT4 Do you want to ...? - I'd like to, but I can't.

U11-3 過去形の疑問文と応答・否定文 GfC5 受け身

平成28年度版 NEW HORIZON 1 令和3年度版 NEW HORIZON 2 令和3年度版 NEW HORIZON 3

※ポイント：言語材料の配列の学年別リストを比較して，現1年生が教科書が変わることで今年度中に学んでおくべき文法事項はありませんが，be動詞の過去形，過

去進行形，There is構文が2年のUnit 0のみでの指導時数になってしまうため，来年度に2年生になったときに使用する移行用の補充ワークシートをご用意いたしま

す。 want to不定詞（名詞的用法），look＋補語は本文に何度も登場する表現ですので，注意を喚起して定着を図っていただけますよう，お願いいたします。



【令和３年度の中学校３年生の場合】

[昨年度] [今年度] [来年度]

U1-1 I am .... U1-S be動詞の過去形（肯定文・疑問文と応答） U0 受け身（復習）

U1-2 You are .... U1-D 過去進行形（肯定文） U1-S1 現在完了形（経験用法，肯定文，一・二人称）

〃 Are you ...? と肯定の応答 U1-RT2 動詞(look)+形容詞 〃 現在完了形（経験用法，肯定文，三人称）

U1-3 Are you ...? と否定の応答 U2-S be going to（肯定文・疑問文と応答） 〃 現在完了形（経験用法，否定文，三人称）

〃 I am .... の否定 U2-D SVOO (show) U1-S2 現在完了形（経験用法，疑問文と応答）

U2-1 This [That] is .... U2-RT1 SVOC(C=名詞)(call) U1-RT1 make + (代)名詞 + 形容詞

U2-2 Is that ...? と応答 DS1 May I ...?（許可） U1-RT2 SVOO（that節）

U2-3 He [She] is .... の肯定と否定 〃 Could you ...?（依頼） U2-S1 現在完了形（完了用法，肯定文）

U3-1 I like [play] .... U3-S 不定詞（目的を表す副詞的用法） 〃 現在完了形（完了用法，疑問文と応答）

U3-2 Do you play ...? と応答 U3-D 不定詞（名詞的用法） U2-S2 現在完了形（継続用法，肯定文）

U3-3 I do not play .... U3-RT1 不定詞（形容詞的用法） 〃 How long have you ...? と応答

U4-1 名詞の複数形 U4-S have to, do not have to U2-RT1 現在完了進行形

U4-2 How many ...? と応答 U4-D will LT1 Welcome to .... / We've been looking forward to ....

U4-3 Let's .... U4-RT1 must GfC1 現在完了形と現在完了進行形

〃 命令文 U4-RT2 must not U3-S1 It is ... (for + 人など) + to + 動詞の原形

U5-1 What is ...? と応答 DS4 May I speak to ..., please? U3-S2 want + (人など) + to + 動詞の原形

U5-2 形容詞の叙述用法... is delicious [is not difficult]. U5-S if 節（副詞節） U3-RT1 原形不定詞（let + (人など) + 動詞の原形）

U5-3 What do you ...? と応答 U5-D that節（名詞節） 〃 原形不定詞（help + (人など) + 動詞の原形）

DS1 What's wrong? - I have .... U5-RT1 when節（副詞節） GfC2 不定詞

U6-1 三人称単数現在形（肯定文） U5-RT2 because節 U4-S1 間接疑問文

U6-2 三人称単数現在形（疑問文と応答） DS5 Which … goes to ...? - Take .... U4-S2 動詞 + (人) + whatなどで始まる節

U6-3 三人称単数現在形（否定文） U6-S There is  [are] .... U4-RT1 現在分詞

DS2 Hello? - Hello(, Erika)?  This is .... U6-D Is there ...?と応答 U4-RT2 過去分詞

U7-1 Who ...? と応答 U6-RT1 動名詞（目的） LT2 Can I help you? / Shall I ...? / Would you like me to ...?

U7-2 What time ...? と応答 U6-RT2 動名詞（主語） U5-S1 名詞を修飾する文（接触節）

U7-3 Which do you ..., A or B? と応答 U7-S 比較表現(-er, the -est) U5-S2 関係代名詞who （主格）

U8-1 Where is ...? と応答 U7-D 比較表現(more, the most) U5-RT 関係代名詞that [which]（主格）

U8-2 Whose ...? と応答 / mine, yours U7-RT1 比較表現(better, the best) U5-RT 関係代名詞that [which]（目的格）

U8-3 人称代名詞の目的格 U7-RT2 比較表現(as ... as ～) GfC3 後置修飾

U9-1 現在進行形（肯定文） DS7 Shall I ...? U6-S1 仮定法（I wish I could ....）

U9-2 現在進行形（疑問文と応答） 〃 仮定法（I wish I had ....）

〃 What＋現在進行形? と応答 U6-S2 仮定法（If + 主語 + were ..., ～.）

U9-3 否定命令文 U6-RT 仮定法（If + 主語 + 動詞の過去形, ....）

〃 Be .... U6-RT 主語を説明する関係代名詞

DS5 I'm looking for .... GfC3 仮定法

U10-1 canの文（肯定文，否定文）

U10-2 canの文（疑問文と応答）

U10-3 When can you ...? と応答

〃 感嘆文（What …!)

DS6 Can I ...?

〃 Can you ...?

U11-1 規則動詞の過去形（肯定文）

U11-2 不規則動詞の過去形（肯定文）

U11-3 過去形の疑問文と応答・否定文

※ポイント：言語材料の配列の学年別リストを比較して，現2年生が教科書が変わることで今年度中に学んでおくべき文法事項はありませんが，受け身が3

年のUnit 0のみでの指導時数になってしまうため，来年度に3年生になったときに使用する移行用の補充ワークシートをご用意いたします。

平成28年度版 NEW HORIZON 1 平成28年度版 NEW HORIZON 2 令和3年度版 NEW HORIZON 3


