
山口市立大殿中学校 第１学年英語科 年間指導計画 NEW HORIZON English Course 

話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと 

学習到達目標（１年） 学習到達目標（１年） 学習到達目標（１年） 学習到達目標（１年） 

S1(Pr):身近な人や物について、相手に伝わ

りやすいように工夫しながら口頭で伝え

ることができる。 

W1:文字や符号を正しく用いながら、書き方の

ルールに従って文を書くことができる。 

 

W2:身近な人や物について、語と語のつながり

に注意して文章を書くことができる。 

L1:教師やALTの指示や質問を正しく理解

し、適切に応じることができる。 

 

L2:身近な人や物についての紹介を、内容

を確認しながら聞き、理解することが

できる。 

R1:身近な人や物についての英文を読み、内

容を理解できる。 

 

R2:簡単な英文を、内容が表現されるように

気を付けて音読することができる。 

S2(In):相手に質問したり、質問に答えたり

することができる。 

 

月 
単 元 名 

○題材・内容 時

数 
パ
ー
ト 

◆言語材料、表現   ◇主な復習事項   ●言語の使用場面    
★話題、テーマ    ▼言語の働き 

CAN-DO リストとの関連 

・単元の目標（S）話す（W）書く（L）聞く（R）読む 

【評価方法】 

 
４ 
 

 
Hi, English! 

〇小学校の振り返り 3 

1
2 

◆あいさつ、教室英語 ●教室で、町で ★身のまわりのもの 
▼あいさつする、質問する、答える S2 

・時間帯に応じたあいさつのやりとりをする。(S) 
【インタビュー】 3 

◆I like…. /  I can….など ●教室で  
★数字、曜日と時間割、月日と誕生日、食べ物、スポーツ、楽器 

 
Unit 0 

アルファベット 
3 

1 ◆アルファベット L2 
・日本語との音のちがいに注意しながらアルファ

ベットを聞きとる。(L) 
【リスニングテスト】 

2 
★英語と日本語の音のちがい 

学び方コーナー１ 単語の書き方 1 1 ★人名、地名  

 
Unit 1 

はじめまして 

〇学校生活：新学期、ＡＬＴの 
ベーカー先生と出会う。 

 
6 

 

1 ◆I am….  ●ALT との初対面 ▼あいさつをする、自己紹介する 
S2 
・名前や部活動、出身地について口頭で問答を 

する。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆You are.… / Are you…?と肯定の応答 ●ALT との初対面   
▼相手を確かめる、質問する、答える 

3 
◆Are you…?と否定の応答 / I am not.…  ●ALT との初対面  
★出身地 ▼質問する、答える 

５ 

学び方コーナー２ 文の書き方 1  英文を書くルール  

 
Unit 2 学校で 

○学校生活：咲はベーカー先生と 
校内を歩く。 

6 

1 ◆This [That] is.… ●教室で ★持ち物 ▼呼びかける、礼を言う 
S2 
・持ち物や知人を口頭で伝えたり、問答をしたり

する。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆Is this [that]…?と応答 ●校内の案内 ★校内のもの、建物 
▼質問する、答える、くり返す 

3 
◆He [She] is….の肯定と否定 ●友達の紹介 ★出身国 
▼紹介する、あいさつする、ほめる、礼を言う 

まとめと練習１ be 動詞 1  ◇be 動詞の形・意味・用法  

６ 
 

学び方コーナー１  辞書の使い方１ 1  英和辞書の使い方  

 
Unit 3  わたしの好きなこと 

○日常生活：インドからの転校生、 
ディーパが自己紹介をする。 6 

1 
◆I like [play]….  ●教室で ★出身国、年齢、教科、音楽 
▼あいさつする、自己紹介する S1 

・自分が好きなことや習慣について口頭で伝える。

(S) 
【スピーチ】 

2 
◆Do you play…?と応答 ●教室で ★音楽 
▼質問する、答える、相づちをうつ 

3 
◆I do not play….  ●教室で ★スポーツ、部活動  
▼質問する、答える 

まとめと練習２ 一般動詞 1  ◇一般動詞  

Listening Activity 1 
何のＣＭ？ 1  

 
◇be 動詞 / 一般動詞 ●コマーシャル ▼宣伝する 

L2 
・コマーシャルの要点を聞きとる。(L) 
【リスニングテスト】 

７ 

 
Unit 4 ホームパーティー 

○日常生活：ベーカー先生宅で 
ホームパーティーが開かれる。 

6 

1 ◆名詞の複数形 ●買い物 ▼注文する、礼を言う 
S2 
・口頭で提案や指示をする。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆How many…?と応答 ●先生宅で ★ペット  
▼質問する、答える、相づちをうつ 

3 
◆命令文 / Let’s….  ●パーティーで ★ドギーバック 
▼指示する、提案する、繰り返す 

学び方コーナー４  辞書の使い方２ 1  辞書の引き方  

Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ １ 

自己紹介 
 

3 
 

 

 
◇既習事項の復習  ★教科、スポーツ、部活動、食べ物 
▼自己紹介を書く 

W1 
・自分の名前や好きなことについて、自己紹介の

英文を書く。(W) 
【ワークシート】 

９ 
 

 
Unit 5 学校の文化祭 

〇異文化理解：文化祭で、インドの 
カレーや世界の朝食について知る。 

6 

1 
◆What is…?と応答 ●文化祭で ★カレーのレシピ  
▼質問する、答える S2 

・自分が知らないものについて、口頭で問答する。

(S) 
【インタビュー】 

2 
◆…is delicious. / … is not difficult. ●文化祭で ★インドカレー 
▼質問する、答える、感想を述べる、褒める、礼を言う、確認する 

3 
◆What do you …?と応答 ●文化祭で ★毎日の朝食 
▼質問する、答える 

Daily Scene １ 体調をたずねる 

○新学期、体調を崩したエリカに 
父親が声をかける。 

2  

◆What’s wrong? – I have …. ◇一般動詞 / 命令文  ●家で 
★体調の不調 ▼質問する、答える、説明する、礼を言う 

S2 
・体調について口頭で問答をする。(S) 
【インタビュー】 

 
Unit 6 オーストラリアの兄 

○異文化理解：文化祭で、咲は兄の春樹に 
ついてスピーチ発表する。 

 

6 

1 
◆三人称単数現在形（肯定）   
★居住地、言語 ▼発表する、紹介する W2 

・身近な人を紹介する文を書く。(S) 
【ワークシート】 

2 
◆三人称単数現在形（疑問文と応答）   
★習慣、趣味 ▼質問する、答える 

3 
◆三人称単数現在形（否定文） ★オーストラリアの動物 
▼質問する、答える、説明する 

 

「外国語表現の能力」  「外国語理解の能力」 
 

学習した語句や表現を用いて、自分のことや自分の考えについて英語で相手に伝えるとともに、 
相手の考えや思いを英語で理解することができる。 

 

 



10 

Daily Scene ２ 

○ユンホは元気のないエリカを 
誕生パーティーに招待する。 

2  

◆Hello(, Erika)?  This is ….  ◇三人称単数現在形 ●電話で 
★誕生日パーティー ▼招待する、約束する 

S2 
・電話で相手を招待する。(S) 
【インタビュー】 

まとめと練習３ 三人称単数現在形 1  ◇三人称単数現在形  

Listening Activity 2 
友達のプロフィール 1  

◇be 動詞、一般動詞 ◇三人称単数現在形  
★出身国、年齢、居住地、好きなこと、自己紹介する 

L2 
・友達の紹介について、要点を聞きとる。(L) 
【リスニングテスト】 

Unit 7  ブラジルから来た 

サッカーコーチ 

○異文化理解：光太は、サッカー 
コーチからブラジルの話を聞く。 

6 

1 ◆Who is …?と応答 ★家族、年齢 ▼質問する、答える、紹介する S2 
・知らない人や時刻について、口頭で問答をする。

(S) 
【インタビュー】 

2 
◆What time …?と応答 ★ブラジルの時刻、季節 
▼質問する、答える、説明する 

3 ◆Which …, A or B?と応答 ★ブラジルの言語 ▼質問する、答える 

 
 

11 
 
 

 Daily Scene 3  
グリーティングカード 

○エリカはユンホにカードを送る。 
2  

 
●グリーティングカード ▼祝う、礼を言う 

W1 
・目的にあったカードを書く。(W) 
【ワークシート】 

Unit 8  イギリスの木 
○異文化理解：光太たちは、 

イギリス在住の光太の姉や彼女の 
友達とインターネット電話で話す。 

6 

1 ◆Where is …?と応答 ●家で ★さがしもの ▼質問する、答える 
S2 
・物の置き場所や持ち主について、口頭で問答を

する。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆Whose…? と応答、mine / yours  ●インターネット電話で 
★持ち物 ▼苦情を言う、謝る、質問する、答える 

3 
◆人称代名詞の目的格 ●インターネット電話で  
★イギリスの文学作品 ▼質問する、答える、説明する 

Daily Scene 4  
ウェブサイト 

○エリカは学校紹介の HP を作る。 
2  

●ホームページ作り ★学校名、所在地、生徒・教員数、学校行事  
▼紹介する、説明する 

W2 
・自分の学校の紹介文を書く。(W) 
【ワークシート】 

まとめと練習４ 代名詞 1  ◇人称代名詞  

学び方コーナー５ 音の変化 1    

 
12 
 
 
 
 

 
Unit 9 チャイナタウンへ行こう 

○異文化理解：ベーカー先生の弟が働く 
中国料理店を訪れた咲たちは、 
さまざまな中国文化に出会う。 

6 

1 
◆現在進行形（肯定文） ●チャイナタウンで ●ビデオ撮影 
★いろいろな動作 ▼描写する S2 

・今していることについて、口頭で伝えたり問答

をしたりする。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆現在進行形（疑問文と応答） ●チャイナタウンで ★変面 
▼質問する、答える、描写する 

3 
◆Don’t…. / Be….  ●チャイナタウンで ★漢字 
▼質問する、指示する 

Daily Scene 5  
道案内 

○エリカは町中で道案内をする。 
2  

◆I’m looking for….  ◇現在進行形 ●道案内 ★徒歩での行き方 
▼質問する、答える、聞き直す 

S2 
・道順について、口頭で問答をする。(S) 
【インタビュー】 

まとめと練習５ 進行形 1  ◇現在進行形  

Listening Activity 3 
電車のトラブル発生 

 
1  

 
◇現在進行形 ●駅で ★交通情報 ▼伝える、報告する、説明する 

L2 
・交通情報の要点を聞きとる。(L) 
【リスニングテスト】 

 
Presentation ２ 一日の生活 

 
3  

 
◇既習事項の総復習    ★一日の生活パターン 
▼発表する、紹介する 

W2 
・自分の習慣や一日の生活について書いて伝える。 
(W) 
【ワークシート】 

１ 

Unit 10 あこがれのボストン 
○異文化理解：伝統・文化：咲は 
冬休みに家族とボストンを訪れた。 

ベーカー先生の友人の案内で 
観光名所を巡る。 

6 

1 
◆can の文（肯定文、否定文） ●絵はがき ★旅先の近況  
▼伝える、報告する、説明する W2 

・自分の特技について書いて伝える。(W) 
【ワークシート】 

2 
◆can の文（疑問文と応答） ●観光地で ★ボストンコモン 
▼質問する、答える、提案する、説明する 

3 
◆When …?と応答 ●観光地で ★ボストン美術館、浮世絵 
▼礼を言う、質問する、答える、説明する、感想を述べる 

Daily Scene ６  
ちょっとお願い 

○エリカは、父親に宿題を手伝って 
くれるよう、お願いする。 

2  

 
◆Can I …? / Can you …?  ◇現在進行形 ●家で  

▼許可を求める、依頼する、応じる、断る 

S2 
・口頭で依頼する。(S) 
【インタビュー】 

まとめと練習６ 疑問詞 1  ◇疑問詞  

学び方コーナー６ 発音記号 1    

２ 

 
 

Unit 11 思い出の一年 
○日常生活：咲たちは 

一年の思い出を文集にまとめる。 
6 

1 

◆規則動詞の過去形（肯定文） ●文集  
★一年の思い出、年末年始の過ごし方  
▼伝える、報告する、説明する S2 

・過去に体験したことについて、口頭で伝えたり、

問答をしたりする。(S) 
【インタビュー】 

2 
◆不規則動詞の過去形（肯定文） ●文集 ★一年の思い出、部活動 
▼質問する、答える、感想を述べる 

3 
◆過去形の疑問文と応答、否定文 ●町で ★一年の思い出  
▼質問する、答える、感想を述べる 

Daily Scene ７ 絵はがき 

○エリカはユンホに絵はがきを送る。 
2 
 

 

 
◇一般動詞の過去形 ●絵はがき ★旅先の近況 ▼報告する 

W1 
・旅先からの絵はがきを書く。(W) 
【ワークシート】 

まとめと練習７ 一般動詞の過去形 1  ◇一般動詞の過去形  

Listening Activity 4 
休暇中の出来事 1  

◇一般動詞の過去形 ●ラジオ ★休暇中にしたこと  
▼伝える、報告する 

L2 
・休暇中の出来事の要点を聞きとる。(L) 
【リスニングテスト】 

３ 

Presentation ３ 
思い出の行事 3  

◇既習事項の総復習  ★思い出の行事  
▼発表する、紹介する 

W2 
・自分の思い出の行事について書く。(W) 
【ワークシート】 

Let’s Read   
The Restaurant with Many Orders 
○宮澤賢治作「注文の多い料理店」の 

翻案を読む。 

3  

 
◇既習事項の総復習  ●物語  
★日本の文学作品（『注文の多い料理店』） 

R1 
・場面の変化や登場人物の心情を読みとる。(R) 
【ペーパーテスト】 

 


