
外国語 

NEW HORIZON English Course 2 年間授業時数 140 学年 2 年 学級 ○組～○組 

 

1. 学習の到達目標 

学習の到達目標 

1. はっきりと話されれば，日常的な話題について，話の概要を聞き取ることができる。 

2. 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれたまとまりのある文章の概要をとらえることができる。  

3. 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手から

の質問に答えたりすることができる。 

4. 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用いてまとまりのある内容

を話すことができる。 

5. 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用いてまとまりのある内容

を書くことができる。 

使用教科書，副教材など 
「NEW HORIZON English Course 2 」（英語 801），「NEW HORIZON English Course 基礎の確認 2」（東京書籍），

「NEW HORIZON English Course 魔法の読み書きワーク 2」（東京書籍） 

 

2. 学習指導計画及び評価方法等 

学

期 

月 単元タイトル 

（題材） 

学習のねらい 考

査

範

囲 

評価の観点のポイント 

 

知識・技能 

 

思考・判断・表現 

 

主体的に学習に取り組む態度 

 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 0 

My Spring 

Vacation 

 

[題材内容] 

春休みの経験 

[言語材料] 

過去形や過去進行形を

用いた文，There is 

[are] …. 

[言語の働き] 

発表する，感想を述べ

る 

第

１

学

期

中

間 

考 

査 

 

[知識]過去形や過去進行

形を用いた文，There is 

[are] …. の文の形・意味・

用法を理解している。 

[技能]思い出について，過

去形や過去進行形，There 

is [are] …. の文を使い分

けて，自分が経験したこと

を伝える技能を身につけ

思い出を伝えるために，自

分の経験について，簡単な

語句や文を用いて書いた

り話したりしている。 

思い出を伝えるために，自

分の経験について，簡単な

語句や文を用いて書いた

り話したりしようとして

いる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている。 

Unit 1 

A Trip to 

Singapore 

 

[題材内容] 

海外旅行 

[学習内容] 

be going to や助動詞

will を 用 い た 文 ，

SVOO，SVOC 

[言語の働き] 

質問する，申し出る，

説明する，描写する，

報告する 

 

[知識]be going to や助動

詞 will を用いた文，

SVOO，SVOC の文の形・

意味・用法を理解してい

る。 

[技能]be going to や助動

詞 will，SVOO や SVOC

の文の理解をもとに，予定

や意思，予測などを伝え合

ったり，名所の紹介や旅行

の報告についての英文の

内容を読み取ったりする

技能を身につけている。 

おたがいの予定や観光名

所の特徴，旅行の楽しさな

どを知るために，予定につ

いて伝え合ったり，名所の

紹介文や旅行の報告につ

いての文章の概要を捉え

たりしている。 

おたがいの予定や観光名

所の特徴，旅行の楽しさな

どを知るために，予定につ

いて伝え合ったり，名所の

紹介文や旅行の報告につ

いての文章の概要を捉え

たりしようとしている。 

Let’s Talk 1 

 

 

[学習内容] 

場面に応じて，苦情を

言ったり，それに対し

て謝ったりする。 

[知識]苦情を言うときや

謝罪するときの表現の意

味や働きを理解している。 

[技能]ホテルでのトラブ

ルについて，苦情を言うと

きや謝罪するときの表現

を用いて，状況を伝えた

り，謝ったりする技能を身

につけている。 

 

ホテルでのトラブルを解

決できるように，状況を整

理して，相手が理解しやす

いように伝えたり，謝った

りしている。 

ホテルでのトラブルを解

決できるように，状況を整

理して，相手が理解しやす

いように伝えたり，謝った

りしようとしている。 

Grammar for 

Communication 1 

[学習内容] 

５つの文構造 

 

[知識]５つの文構造の形・

意味・用法を理解してい

る。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[技能]動詞の種類や伝え

たい内容に合わせて，適切

な構造の文を使い分ける

技能を身につけている。 

Learning HOME 

ECONOMICS in 

English  

 

[学習内容] 

海外のおみやげとして

相手に合った商品を選

ぶために，英語で書かれ

た食品表示を理解する。 

[知識]食品や食品表示に

用いられる語彙を理解し

ている。 

[技能]海外の商品につい

て，英語で書かれた食品表

示を理解し，おみやげとし

てだれにあげたいかを考

えて発表する技能を身に

つけている。 

相手に合ったおみやげを

選ぶために，英語で書かれ

た食品表示を理解し，だれ

にあげたいかを考えて理

由とともに発表している。 

相手に合ったおみやげを

選ぶために，英語で書かれ

た食品表示を理解し，だれ

にあげたいかを考えて理

由とともに発表しようと

している。 

Let’s Listen 1 

 

 

[学習内容] 

機内放送を聞き，必要

な情報を聞き取る。 

[知識]予定などを伝える

表現の意味や働きを理解

している。 

[技能]予定などを伝える

表現の意味や働きの理解

をもとに，近い未来の情報

について話される内容を

捉える技能を身につけて

いる。 

飛行機に搭乗している状

況で，機内放送から必要な

情報を聞き取っている。 

飛行機に搭乗している状

況で，機内放送から必要な

情報を聞き取ろうとして

いる。 
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Unit 2 

Food Travels 

around the World 

 

[題材内容] 

食文化 

[言語材料] 

接続詞 when，if，

that，because 

[言語の働き] 

発表する，仮定する,招

待する，質問する，説明

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[知識]接続詞 when，if，

that，because 

を用いた文の形・意味・用

法を理解している。 

[技能]接続詞 when，if，

that，because を用いた文

の理解をもとに，時や条

件，考えや理由など理解し

たり伝えたりする技能を

身につけている。 

料理や食文化について伝

え合うために，好きな食べ

物やレストランとおすす

めの理由などについて書

かれた文章の概要を捉え

たり，自分の考えを表現し

たりしている。 

料理や食文化について伝

え合うために，好きな食べ

物やレストランとおすす

めの理由などについて書

かれた文章の概要を捉え

たり，自分の考えを表現し

たりしようとしている。 

Let’s Talk 2 

 

[学習内容] 

場面や相手に応じて，

ていねいに許可を求め

たり，依頼したりす

る。 

[知識]ていねいに許可を

求める表現や依頼する表

現の意味や働きを理解し

ている。 

[技能]相手にしてほしい

ことについて，ていねいに

許可を求める表現や依頼

する表現を用いて，伝えた

り答えたりする技能を身

につけている。 

相手や場面に応じて，てい

ねいに許可を求めたり，依

頼したりしている。 

相手や場面に応じて，てい

ねいに許可を求めたり，依

頼したりしようとしてい

る。 

 

Grammar for 

Communication 2 

[学習内容] 

接続詞 

 

[知識]接続詞を用いた文

の形・意味・用法を理解し

ている。 

[技能]２つ以上の文の関

係を考えて，適切な接続詞

を使う技能を身につけて

いる。 

  

学び方コーナー① [学習内容] 

音とつづり 

 

第

１

学

  英語の単語を覚えるため

に，音とつづりと意味につ

いての知識を活用しよう

としている。 



期

期

末 

考 

査 

 

 

 Let’s Listen 2 

 

 

[学習内容] 

インタビューを聞き，

質問の内容や答えを聞

き取る。 

[知識]時や理由を伝える

表現の意味や働きを理解

している。 

[技能]時や理由を伝える

表現の意味や働きの理解

をもとに，仕事についての

インタビューを聞いて，そ

の内容を捉える技能を身

につけている。 

職場体験をしている場面

で，自分ならどんな質問を

したいか考えられるよう

に，仕事についてのインタ

ビューを聞いて，要点を捉

えている。 

職場体験をしている場面

で，自分ならどんな質問を

したいか考えられるよう

に，仕事についてのインタ

ビューを聞いて，要点を捉

えようとしている。 

Unit 3 

My Future Job 

 

[題材内容] 

将来の職業 

[言語材料] 

不定詞 

[言語の働き] 

説明する，報告する，

質問する，発表する  

[知識不定詞を用いた文の

形・意味・用法を理解して

いる。 

[技能]不定詞を用いた文

の理解をもとに，何かをす

る目的や感情の原因，大切

だと思うことを伝えたり，

言葉に情報を加えて説明

したりする技能を身につ

けている。 

自分の将来像や夢を考え

て伝え合うために，職業に

ついて書かれた文章の概

要を捉えたり，自分の夢や

夢実現のためにしている

ことなどについて説明し

たりしている。 

自分の将来像や夢を考え

て伝え合うために，職業に

ついて書かれた文章の概

要を捉えたり，自分の夢や

夢実現のためにしている

ことなどについて説明し

たりしようとしている。 

Let’s Write 1 

 

[学習内容] 

留守番電話のメッセー

ジを聞いて内容を理解

し，相手に返信メール

を書く。 

[知識]電子メールの基本

的な構成や表現を理解し

ている。 

[技能]電子メールの基本

的な構成や表現を用いて，

留守番電話のメッセージ

で聞いたことについて，返

留守番電話のメッセージ

で聞いたことについて返

信するために，伝えたい内

容を整理して，返信メール

を書いている。 

留守番電話のメッセージ

で聞いたことについて返

信するために，伝えたい内

容を整理して，返信メール

を書こうとしていている。 



信メールを書く技能を身

につけている。 

 Grammar for 

Communication 3 

[学習内容] 

不定詞 

[知識]不定詞を用いた文

の形・意味・用法を理解し

ている。 

[技能]不定詞を用いて，目

的やしたいことなどを伝

える技能を身につけてい

る。 

  

Learning 

TECHNOLOGY in 

English 

[学習内容] 

情報技術の活用の仕方

を考えるために，その

機能について長所・短

所を整理してまとめ，

考えをやり取りしたり

書いたりする。 

[知識]スマートフォンな

どの情報技術に関係する

語彙を理解している。 

[技能]情報技術の進歩に

ついて，事実や自分の考え

などを整理し，簡単な語句

や文を用いて，やり取りし

たり，書いたりする技能を

身につけている。 

情報技術の活用の仕方を

考えるために，その機能に

ついて長所・短所を整理し

てまとめ，考えをやり取り

したり書いたりしている。 

情報技術の活用の仕方を

考えるために，その機能に

ついて長所・短所を整理し

てまとめ，考えをやり取り

したり書いたりしようと

している。 

7 Stage Activity 1 

A Message to 

Myself in the 

Future 

[学習内容] 

好きなことや得意なこ

とについて話し合い，

自分に合うと思う仕事

について書く。 

[知識]Unit 3 までの学習

事項を用いた文の形・意

味・用法を理解している。

[技能]Unit 3 までの学習

事項を用いて，おたがいの

好きなことや得意なこと，

向いていると思う仕事を

伝え合って整理し，未来の

自分へのメッセージを書

く技能を身につけている。 

10 年後の自分へのメッセ

ージを伝えるために，おた

がいの好きなことや得意

なこと，向いていると思う

仕事を理由とともに伝え

合って整理し，自分に合う

と思う仕事について書い

ている。 

10 年後の自分へのメッセ

ージを伝えるために，おた

がいの好きなことや得意

なこと，向いていると思う

仕事を理由とともに伝え

合って整理し，自分に合う

と思う仕事について書こ

うとしている。 

Let’s Read 1 

History of Clocks 

[学習内容] 

説明文を読み，時計に

ついての歴史を読み取

[知識]時間の経過を表す

語句の意味や働きを理解

している。 

文章の大まかな流れを時

間軸に沿ってまとめるた

めに，時計が発展してきた

文章の大まかな流れを時

間軸に沿ってまとめるた

めに，時計が発展してきた



ったり，説明したりす

る。 

[技能]時間の経過を表す

語句の意味や働きの理解

をもとに，時計がどのよう

な歴史をたどって発展し

てきたかを捉える技能を

身につけている。 

歴史について書かれた文

章の概要を捉えている。 

歴史について書かれた文

章の概要を捉えようとし

ている。 

【課題・提出物など】 

① 準拠教材を家庭学習の課題とする。（各 Unit，小単元） 

②以下の英文を課題で提出する。（各 Unit の Practice 下の Speak and Write, Stage Activity 1） 

おすすめの場所についての質問（Unit 0）／週末の予定，するつもりのこと，写真を見せることの申し出，身のまわりの人やものの呼び方（Unit 

1）／自由時間にすること，週末晴れたらしたいこと，難しいと思う教科，好きな季節とその理由（Unit 2）／よく行く場所とそこですること，

うれしいと感じること，すべきこと，簡単なことや難しいこと（Unit 3）／好きなことや得意なことについての文章（Stage Activity 1） 

【第１学期の評価方法】 

①授業中に生徒の言語活動の取り組み状況を観察する。（思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態度） 

②課題で提出した英文の評価及びインタビューテストをする。（知識・技能） 

おすすめの場所についての質問（Unit 0）／週末の予定，するつもりのこと，写真を見せることの申し出，身のまわりの人やものの呼び方

（Unit 1）／自由時間にすること，週末晴れたらしたいこと，難しいと思う教科，好きな季節とその理由（Unit 2）／よく行く場所とそこで

すること，うれしいと感じること，すべきこと，簡単なことや難しいこと（Unit 3）／好きなことや得意なことについての文章（Stage 

Activity 1） 

③Mini Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（知識・技能） 

④Unit Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（思考・判断・表現） 

⑤本文の音読を教員または生徒同士が評価する。（知識・技能，思考・判断・表現） 

⑥本文の内容について聞いたり読んだりしたことを，筆記テストをする。（知識・技能，思考・判断・表現） 

小テスト／中間・期末考査など 

⑦下記のテーマの説明に用いられる語句や文法事項及び表現を理解しているか筆記テストをする。（知識・技能） 

 休暇でした体験（Unit 0）／海外旅行（Unit 1）／食文化（Unit 2）／職業（Unit 3） 

⑧好きなことや得意なことについてのやり取りのパフォーマンステストをする。（知識・技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態

度） 

 Stage Activity 1 

2 9 

 

 

 

Let’s Listen 3 

 

 

[学習内容] 

天気予報を聞き，必要

な情報を聞き取る。 

第

２

学

期

[知識]未来を表す表現の

意味や働きを理解してい

る。 

[技能]未来を表す表現の

週末の予定を立てるため

に，天気予報やおすすめの

場所の情報を聞いて，必要

な情報を聞き取っている。 

週末の予定を立てるため

に，天気予報やおすすめの

場所の情報を聞いて，必要

な情報を聞き取ろうとし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中

間 

考 

査 

意味や働きの理解をもと

に，天気予報の内容を聞

き取る技能を身につけて

いる。 

ている。 

Unit 4 

Homestay in the 

United States 

 

[題材内容] 

ホームステイ 

[言語材料] 

have to ， 助 動 詞

must，動名詞 

[言語の働き] 

質問する，繰り返す，約

束する，質問する，報告

する，苦情を言う 

[知識 ]have to，助動詞

must，動名詞を用いた文

の形・意味・用法を理解し

ている。 

[技能 ]have to，助動詞

must，動名詞を用いた文

の理解をもとに，する必要

があることやしなければ

ならないこと，事実や気持

ちを伝え合う技能を身に

つけている。 

日米の生活習慣や文化の

ちがいを知り，ともに暮ら

すヒントを考えるために，

習慣やマナーについて書

かれた文章の概要を捉え

たり，アドバイスを伝えた

りしている。 

日米の生活習慣や文化の

ちがいを知り，ともに暮ら

すヒントを考えるために，

習慣やマナーについて書

かれた文章の概要を捉え

たり，アドバイスを伝えた

りしようとしている。 

Let’s Write 2 

 

 

[学習内容] 

お世話になった人に，手

紙で感謝の気持ちを伝

える. 

 

 

 

[知識]手紙を書く際の基

本的な構成と表現を理解

している。 

[技能]手紙を書く際の基

本的な構成と表現を用い

て，お世話になったことな

どについて，感謝の気持ち

を伝える手紙を書く技能

を身につけている。 

ホームステイなどでお世

話になった人に感謝の気

持ちを伝えるために，思い

出や気持ちなどを整理し，

お礼の手紙を書いている。 

ホームステイなどでお世

話になった人に感謝の気

持ちを伝えるために，思い

出や気持ちなどを整理し，

お礼の手紙を書こうとし

ている。 

Grammar for 

Communication 4 

 

[学習内容] 

助動詞 

 

[知識]助動詞を用いた文

の形・意味・用法を理解し

ている。 

[技能]助動詞を用いて，で

きることやしなければな

らないことを伝える技能

を身につけている。 
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学び方コーナー② [学習内容] 

聞き手に内容がよく伝

わるように，英語の文

章を音読する。 

 

  聞き手に内容がよく伝わ

るように，意味の区切りを

意識して英語の文章を音

読しようとしている。 

Let’s Listen 4 

 

 

[学習内容] 

運行情報を聞き，必要

な情報を聞き取る。 

[知識]現在の状況や原因

を伝える表現，路線や行き

先を表す表現の意味や働

きを理解している。 

[技能]現在の状況や原因

を伝える表現，路線や行き

先を表す表現の意味や働

きの理解をもとに，電車の

運行状況を聞いて内容を

聞き取る技能を身につけ

ている。 

電車が遅延している状況

で，目的地に行くために必

要な情報を，運行状況のア

ナウンスから聞き取って

いる。 

電車が遅延している状況

で，目的地に行くために必

要な情報を，運行状況のア

ナウンスから聞き取ろう

としている。 

Unit 5 

Universal Design 

 

 

[題材内容] 

ユニバーサルデザイン 

[言語材料] 

〈疑問詞＋to〉を用いた

文や〈主語＋be 動詞＋

形容詞＋that〉 

[言語の働き] 

質問する，説明する，発

表する，意見を言う 

[知識］〈疑問詞＋to〉を用

いた文や〈主語＋be 動詞

＋形容詞＋that〉の文の

形・意味・用法を理解して

いる。 

[技能]〈疑問詞＋to〉を用

いた文や〈主語＋be 動詞

＋形容詞＋that〉の文の理

解をもとに，使い方ややり

だれもが暮らしやすい社

会について考えるために，

身近なものやことの使い

方ややり方を説明したり，

相手の考えや気持ち，ある

人物の功績について書か

れた文章の概要を捉えた

り，してみたいことを伝え

合ったりしている。 

だれもが暮らしやすい社

会について考えるために，

身近なものの使い方やや

り方を説明したり，相手の

考えや気持ち，ある人物の

功績について書かれた文

章の概要を捉えたり，して

みたいことを伝え合った

りしようとしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方，確信や喜びの気持ちな

どを伝え合う技能を身に

つけている。 

Let’s Talk 3 

 

[学習内容] 

乗り物での行き方をた

ずねたり，答えたりす

る。 

[知識]乗り物での行き方

をたずねる表現や乗りか

えに関する表現の意味や

働きを理解している。 

[技能]電車の乗り換えに

ついて，乗り物での行き方

をたずねたり答えたりす

る技能を身につけている。 

乗り物で目的地に到着で

きるように，行き方につい

てたずねたり，答えたりし

ている。 

乗り物で目的地に到着で

きるように，行き方につい

てたずねたり，答えたりし

ようとしている。 

Let’s Listen 5 

 

[学習内容] 

留守番電話を聞き，主な

内容を理解する。 

[知識]電話での対応で用

いる表現の意味や働きを

理解している。 

[技能]電話での対応で用

いる表現の意味や働きの

理解をもとに，留守番電話

のメッセージの内容を聞

き取る技能を身につけて

いる。 

待ち合わせの約束をした

りしたいことを伝えたり

できるように，留守番電話

のメッセージを聞いて，必

要な情報を聞き取ってい

る。 

待ち合わせの約束をした

りしたいことを伝えたり

できるように，留守番電話

のメッセージを聞いて，必

要な情報を聞き取ろうと

している。 

Unit 6 

Research Your 

Topic 

 

[題材内容] 

映画についての調査 

[言語材料] 

比較表現 

[言語の働き] 

質問する，意見を言う，

礼を言う，発表する，報

告する，褒める 

第

２

学

期

期

末 

考 

査 

[知識]比較表現を用いた

文の形・意味・用法を理解

している。 

[技能]比較表現を用いた

文の理解をもとに，複数の

ものを比べて説明する伝

え合う能を身につけてい

る。 

調査や発表の効果的なや

り方について考えるため

に，複数のものを比べた文

章の概要を捉えたり，特徴

を比較しながら調査の結

果や意見を伝え合ったり

している。 

調査や発表の効果的なや

り方について考えるため

に，複数のものを比べた文

章の概要を捉えたり，特徴

を比較しながら調査の結

果や意見を伝え合ったり

しようとしている。 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Let’s Talk 4 

 

 

[学習内容] 

自分の好みや要望を伝

えながら買い物をする。 

[知識]好みや要望を伝え

る表現の意味や働きを理

解している。 

[技能]好みや要望を伝え

る表現を用いて，買い物の

やり取りをする技能を身

につけている。 

買い物でほしいものを探

すことができるように，自

分の好みや要望を，簡単な

語句や文を用いて伝えて

いる。 

買い物でほしいものを探

すことができるように，自

分の好みや要望を，簡単な

語句や文を用いて伝えよ

うとしている。 

Grammar for 

Communication 5 

[学習内容] 

比較表現 

[知識]比較表現を用いた

文の形・意味・用法を理解

している。 

[技能]複数のものや人に

ついて，形や性質などを比

較して伝える技能を身に

つけている。 

  

Stage Activity 2 

Research and 

Presentation 

 

[学習内容] 

クラスで人気のあるも

のを調べて，その結果

を発表する。 

[知識]Unit 6 までの学習

事項を用いた文の形・意

味・用法を理解している。

[技能］Unit 6 までの学習

事項を用いて，クラスで人

気のあるものについて調

査し，その結果をまとめ

て，発表する技能を身につ

けている。 

聞き手のことを考えてわ

かりやすく伝えるために，

クラスで人気のあるもの

について調査し，その結果

をまとめて発表している。 

聞き手のことを考えてわ

かりやすく伝えるために，

クラスで人気のあるもの

について調査し，その結果

をまとめて発表しようと

している。 
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学び方コーナー③ [学習内容] 

あるテーマについて，

自分の賛成や反対の意

見を述べる。 

  あるテーマについて，自分

の賛成や反対の意見を効

果的に伝えようとしてい

る。 

Let’s Read 2 

A Glass of Milk 

 

 

[学習内容] 

物語を読み，場面や登

場人物の心情の変化を

読み取ったり，気持ち

をこめて音読したりす

る。 

[知識]場面や登場人物の

心情を表す表現を理解し

ている。 

[技能]場面や登場人物の

心情を表す表現の理解を

もとに，物語の流れに沿っ

て登場人物の気持ちを読

み取る技能を身につけて

いる。 

気持ちをこめて音読する

ことができるように，物語

の場面や登場人物の心情

の変化を読み取っている。 

気持ちをこめて音読する

ことができるように，物語

の場面や登場人物の心情

の変化を読み取ろうとし

ている。 

【課題・提出物など】 

① 準拠教材を家庭学習の課題とする。（各 Unit，小単元） 

②以下の英文を課題で提出する。（各 Unit の Practice 下の Speak and Write，Stage Activity 2） 

する必要のあることやしなくてもよいこと，しなければならないことやしてはならないこと，先週末に楽しんだことややり終えたこと，

楽しいと感じたりわくわくしたりすること（Unit 4）／やり方を知っていること，やり方，うれしいこと（Unit 5）／ふたつのものの比較，

一番難しい教科，一番好きなもの，同じくらいのもの（Unit 6）／クラスで人気のあるものについての調査結果を報告する文章（Stage Activity 

2）  

【第 2 学期の評価方法】 

①授業中に生徒の言語活動の取り組み状況を観察する。（思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態度） 

②課題で提出した英文の評価およびインタビューテストをする。（知識・技能） 

する必要のあることやしなくてもよいこと，しなければならないことやしてはならないこと，先週末に楽しんだことややり終えたこと，楽しい

と感じたりわくわくしたりすること（Unit 4）／やり方を知っていること，やり方，うれしいこと（Unit 5）／ふたつのものの比較，一番好き

なもの，同じくらいのもの（Unit 6）／クラスで人気のあるものについての調査結果を報告する文章（Stage Activity 2） 

③Mini Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（知識・技能） 

④Unit Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（思考・判断・表現） 

⑤本文の音読を教員または生徒同士が評価する。（知識・技能，思考・判断・表現） 

⑥本文の内容について聞いたり読んだりしたことを，筆記テストをする。（知識・技能，思考・判断・表現） 

小テスト／中間・期末考査など 

⑦下記のテーマの説明に用いられる語句や文法事項及び表現を理解しているか筆記テストをする。（知識・技能） 



 ホームステイ（Unit 4）／ユニバーサルデザイン（Unit 5）／調査報告（Unit 6） 

⑧クラスで人気のあるものについての調査結果の報告のパフォーマンステストをする。（知識・技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組

む態度） 

 Stage Activity 2 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Listen 6 

 

[学習内容] 

商品のコマーシャルを

聞き，商品の特長を聞き

取る。 

 

学

年

末

考

査 

[知識]２つ以上のものを

比べる表現の意味や働き

を理解している。 

[技能]２つ以上のものを

比べる表現の意味や働き

の理解をもとに，商品につ

いてのコマーシャルの内

容を聞き取る技能を身に

つけている。 

購入する商品を判断でき

るように，新商品について

のコマーシャルを聞いて，

特長などの必要な情報を

聞き取っている。 

購入する商品を判断でき

るように，新商品について

のコマーシャルを聞いて，

特長などの必要な情報を

聞き取ろうとしている。 

Unit 7 

World Heritage 

Sites 

 

 

[題材内容] 

世界遺産 

[言語材料] 

受け身 

[言語の働き] 

説明する，質問する，繰

り返す，発表する 

[知識]受け身の文の形・意

味・用法を理解している。

[技能]受け身の文の理解

をもとに、世界遺産などに

ついて事実などを整理し，

理解したり伝え合ったり

する技能を身につけてい

る。 

世界遺産の特徴を知り、そ

の価値について考えるた

めに、事実などを整理し、

紹介された文章の概要を

捉えたり、調べたことを紹

介したりしている。 

世界遺産の特徴を知り、そ

の価値について考えるた

めに、事実などを整理し、

紹介された文章の概要を

捉えたり、調べたことを紹

介したりしようとしてい

る。 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Talk 5 

 

[学習内容] 

自分の好みや要望を伝

えながら電話で用件を

伝える。 

 

[知識]電話での対応の表

現や好み・要望を伝える表

現の意味や働きを理解し

ている。 

[技能]電話での対応の表

現や好み・要望を伝える表

現を用いて，電話で用件を

伝えたり答えたりする技

能を身につけている。 

電話で待ち合わせの約束

などの相談ができるよう

に，自分の好みや要望を伝

えながら，用件を伝えたり

答えたりしている。 

電話で待ち合わせの約束

などの相談ができるよう

に，自分の好みや要望を伝

えながら，用件を伝えたり

答えたりしようとしてい

る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar for  

Communication 6 

 

 

[学習内容] 

受け身 

[知識]受け身の文の形・意

味・用法を理解している。 

[技能]身のまわりのこと

や人について，受け身の文

を用いて，異なる視点で情

報を伝える技能を身につ

けている。 

  

Let’s Listen 7 

 

 

[学習内容] 

店内のアナウンスを聞

き，イベントなどの情報

を聞き取る。 

 

[知識］イベントの情報な

どを伝える表現の意味や

働きを理解している。 

[技能]イベントの情報な

どを伝える表現の意味や

働きの理解をもとに，アナ

ウンスの内容を聞き取る

技能を身につけている。 

行きたい場所とその理由

を考えられるように，イベ

ント情報についてのアナ

ウンスを聞いて，要点を捉

えている。 

行きたい場所とその理由

を考えられるように，イベ

ント情報についてのアナ

ウンスを聞いて，要点を捉

えようとしている。 

Stage Activity 3 

My Favorite Place 

in Our Town 

[学習内容] 

自分の町のおすすめの

場所について書き，相手

にその場所の特徴やよ

い点を伝える。 

[知識]Unit 7 までの学習

事項を用いた文の形・意

味・用法を理解している。

[技能]Unit 7 までの学習

事項を用いて，自分の町の

おすすめの場所について，

その場所の特徴やよい点

を整理して伝えたり，相手

からの質問に答えたりす

る技能を身につけている。 

ALT の先生に町のおすす

めの場所を紹介するため

に， その場所の特徴やよ

い点を整理して伝えたり，

相手からの質問に答えた

りしている。 

ALT の先生に町のおすす

めの場所を紹介するため

に， その場所の特徴やよ

い点を整理して伝えたり，

相手からの質問に答えた

りしようとしている。 



3 Let’s Read 3 

Pictures and Our 

Beautiful Planet 

[学習内容] 

人物の伝記を読んで，時

系列を整理しながら内

容を理解する。 

[知識]時系列を表す文章

構成や語句を理解してい

る。 

[技能]時系列を表す文章

構成や語句の理解をもと

に，ある人物の生涯につい

て書かれた文章の内容を

読み取る技能を身につけ

ている。 

文章の大きな流れを時系

列に沿ってまとめたり，そ

こからわかる環境問題に

ついて考えを伝え合った

りするために，ある人物の

生涯について書かれた文

章の概要を捉えている。 

文章の大きな流れを時系

列に沿ってまとめたり，そ

こからわかる環境問題に

ついて考えを伝え合った

りするために，ある人物の

生涯について書かれた文

章の概要を捉えようとし

ている。 

【課題・提出物など】 

① 準拠教材を家庭学習の課題とする。（各 Unit，小単元） 

②以下の英文を課題で提出する。（各 Unit の Practice 下の Speak and Write，Stage Activity 3） 

スマートフォンの用途，有名な場所が世界遺産リストに載っているかどうか，誰によって使われるかを伝える文，特定の場所でみられる珍しい

風景や動物（Unit 7）／おすすめの場所の特徴やよい点を伝える文章（Stage Activity 3） 

【第 3 学期の評価方法】 

①授業中に生徒の言語活動の取り組み状況を観察する。（思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態度） 

②課題で提出した英文の評価およびインタビューテストをする。（知識・技能） 

スマートフォンの用途，有名な場所が世界遺産リストに載っているかどうか，あるものが誰によって使われるか，特定の場所でみられる珍し

い風景や動物（Unit 7）／おすすめの場所の特徴やよい点を伝える文章（Stage Activity 3） 

③Mini Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（知識・技能） 

④Unit Activity の活動で使用したワークシートやノートで理解度や取り組み状況などを評価する。（思考・判断・表現） 

⑤本文の音読を教員または生徒同士が評価する。（知識・技能，思考・判断・表現） 

⑥本文の内容について聞いたり読んだりしたことを，筆記テストをする。（知識・技能，思考・判断・表現） 

小テスト／学年末考査など 

⑦下記のテーマの説明に用いられる語句や文法事項及び表現を理解しているか筆記テストをする。（知識・技能） 

 世界遺産（Unit 7） 

⑧おすすめの場所を伝えるパフォーマンステストをする。（知識・技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態度） 

 Stage Activity 3 

 


