
山口市立大殿中学校 第３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（３年） 学習到達目標（３年） 学習到達目標（３年） 学習到達目標（３年） 

S1(Pr):さまざまなテーマについて、自分の考

えや思いをわかりやすく説明することが

できる。 

W1:さまざまなテーマに対する自分の意見につ

いてまとまりのある文章で書くことができる。 

 

W2:聞いたり読んだりしたことについて要点をま

とめるとともに、自分の意見を加えることがで

きる。 

L1:話し手に聞き返すなどして内容を確認し

ながら理解したり、適切に応じたりするこ

とができる。 

L2:自然な口調で話されたり読まれたりする英語

を聞いて、情報を正確に理解できる。 

R1:ある程度の長さの文章を読んで、あらすじ

や大切な部分をつかむことができる。 

 

R2:文章の内容を考えながら、感情を込めて音

読することができる。 

S2(In):相手の考えに対して応じたり、自分の

意見を述べたりできる。 

 

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 
 

Unit 0 
Countries around the world 

〇興味のある国について紹介する 
５文程度のスピーチをする。 

2 
 

 

◇be going to  ◇比較表現  ◇There is[are]…  ◇不定詞 
●スピーチ  ★世界の国々 
▼発表する、紹介する  ▼質問する、答える 

S1 
・興味のある国についてスピーチをする。 

(S) 
【スピーチ】 

 
 
 

Unit 1 
Pop Culture Then and Now 

〇伝統・文化：光太は、浮世絵が 
西洋画家に与えた影響や、 

現代の日本文化について調べる。 
 

 
8 

 

S 
◆受け身（平叙文）、動詞の過去分詞  ●絵画の解説   
★ゴッホと浮世絵  ▼紹介する、説明する 

W1 
 
・あるものについてそれがどのようなもの

かを書いて伝える。(W) 
 

【ワークシート】 

D 
◆受け身（疑問文と応答）  ●対話  ★ゴッホと歌川広重    ▼

質問する、答える  ▼情報や意見を求める 

R

1 

◇受け身  ●雑誌の記事  
★日本のマンガとアニメ、kawaii カルチャー   
▼紹介する、説明する 

R

2 

◆SVOC（C＝形容詞）  ●日記 
★ポップカルチャー今昔、日本文化の広まりと深まり   
▼感想や意見を述べる 

A 
◇受け身 ●美術館にて、オーディオガイド  ★絵画    
▼説明する  ▼質問する、答える 

5 

Daily Scene 1 食事の会話 

〇エリカは、友人のメグの家の 
夕食に招待される。 

2  

◆Would you like…?   ○受け身  ●食卓で   
★料理、ミートローフ   
▼すすめる  ▼依頼する  ▼承諾する、断る 

S2 
・人にものを勧めたりそれに答えたりする。

(S) 
【インタビュー】 

 
Presentation 1 
日本文化紹介 

4  

◇既習事項の総復習   ★日本文化、有田焼  
▼発表する、紹介する  ▼質問する、答える 

W1 
・日本文化について５文以上の英文を書い

て伝える。(W) 
【ワークシート】 

◇既習事項の総復習      ★アロハシャツと日本の着物 
▼紹介する 

 
 

Unit 2 
From the Other Side of the Earth 
○環境、自然科学：ブラジルの 

アマゾン川や、熱帯雨林から受ける 
自然の恩恵について、ブラジル人 
転校生リカルドが発表する。 

 

8 

S 
◆現在完了形（継続用法、平叙文）  ●教室で  ★ブラジル   
▼自己紹介をする 

W1 
 
・ずっと続けていることについて、書いて

伝える。(W) 
 

【定期テスト】 

D 
◆現在完了形（継続用法、疑問文と応答）  ●対話  ★サッカー   
▼呼びかける、同意を求める  ▼質問する、答える 

R

1 

◆現在完了形（been の文）  ●発表  ★アマゾン川の水力発電   
▼発表する、紹介する  ▼説明する 

R

2 

◇現在完了形（継続用法）  ●発表 
★アマゾンの熱帯雨林  ▼発表する、紹介する  ▼説明する 

6 

A 
◇現在完了形（継続用法）、SVOC（C＝形容詞）   
●テレビ中継とインタビュー   ▼質問する、答える  ▼紹介する 

Daily Scene 2 手紙 

〇エリカは、メジャーリーグの選手に 
ファンレターを書く。 

2  

◇現在完了形（継続用法）  ●手紙  ★ファンレター 
▼自己紹介する  ▼感想を述べる  ▼質問する 

W1 
・ファンレターを５文以上の英語で書く。 

(W) 
【ワークシート】 

 
 
 

Unit 3  Fair Trade Event 
○国際理解：途上国で作られた作物や 

製品を適正価格取り引きする 
フェアトレードの仕組みを学ぶ。 

8 

S 
◆現在完了形（経験用法）  ●アンケート  ★フェアトレード 
▼質問する、答える  ▼さそう 

S2 
 
・経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】 

D 
◆現在完了形（完了用法）  ●イベントで  ★フェアトレード商品▼

質問する、答える  ▼たずね返す 
R

1 

◇受け身  ◇現在完了形（経験用法）  ●ドキュメンタリー映像 
★ガーナのカカオ産業  ▼紹介する、説明する 

R

2 

◆不定詞（原因を表す副詞的用法）  ●メール  ★フェアトレード▼

報告する  ▼感想や意見を述べる 

A 
◇現在完了形  ◇不定詞  ●授業で   
★ガーナの地理、気候、産業  ▼説明する  ▼質問する、答える 

Daily Scene 3 さそい 

〇エリカの友人のユンホが家族と 
ニューヨークに遊びに来た。観光名所に

行くユンホは、エリカをさそう。 

2  

◆Would you like to…?  ◇現在完了形  ●対話 
★ニューヨークの名所   
▼さそう、提案する  ▼約束する  ▼くり返す 

S2 
・人を口頭でさそったり、提案をしたり、

約束をしたりする。(S) 
【インタビュー】 

７ 

まとめと練習１ 過去分詞 1  ◇過去分詞  

学び方コーナー１  文章のまとめ方 1  文章のまとめ方  

 
Presentation 2 修学旅行 

 
4  

◇既習事項の総復習    ●修学旅行記  ★京都、金閣寺 
▼感想を述べる          W2 

・修学旅行記を５文以上で書く。(W) 
【ワークシート】 

◇既習事項の総復習   ★フィンランド、オーロラ 

「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。 

 



9 

Let’s Read 1  A Mother’s Lullaby 
〇平和：広島に原爆が落とされた日の 
夜の出来事から、平和について考える。 

4  

 
◇既習事項の総復習  ●物語  ★平和 

R2 
・場面の変化や登場人物の心情を考えなが

ら音読する。(R) 
【ペーパーテスト】 

 
 
 

Unit 4 
To Our Future Generations 

○防災・安全：いざというときの身の 
守り方が書かれた避難訓練の 

プリントや、東日本大震災の被災地で 
集めた流木で作られたバイオリンに 

ついて紹介する英文を読む。 

8 

S 
◆疑問詞+不定詞（how to…）  ●お知らせのプリント 
★避難訓練  ▼指示する 

W1 
 
・自分にとって簡単なことや難しいことに

ついて書いて伝える。(W) 
 
【定期テスト】 

D 
◆It is … for～to―  ●対話 
★防災、災害対策  ▼質問する、答える  ▼説明を求める 

R

1 

◇受け身  ◇疑問詞+不定詞（how to…）  ●新聞記事の伝聞 
★津波の流木で作られたバイオリン 
▼説明する 

R

2 

◆want … to～  ●新聞記事の伝聞     
★災害の記憶を未来に伝えること 
▼説明する 

A 

◇疑問詞+不定詞（how to…）  ◇It is … for～to― 
◇want … to～  ●緊急放送  ●アンケート結果の発表 
▼説明する、発表する  ▼報告する  ▼質問する、答える 

10 

Daily Scene 4  道案内 

○エリカは地下鉄構内で電車の 
乗り継ぎについてたずねられる。 

2  

◆SVO1O2（O2＝how to …）  ◇how to …   ●道案内 
★乗りかえのある乗り物での行き方 
▼質問する、答える  ▼説明する 

S2 
・乗りかえのある乗り物での行き方を口頭

で伝えたり、問答をしたりする。(S) 
【インタビュー】 

 
 
 

Unit 5 Living with Robots 
-For or Against 

〇技術・情報化：咲や光太たちは、 
授業で「ロボットとの暮らし」を 

テーマに議論する。 

8 

S 
◆現在・過去分詞の後置修飾  ●新聞記事 
★ロボット  ▼紹介する、説明する 

S2 
 
・身近な話題について、グループでディベ

ートをする。(S) 
 

【インタビュー】 

D 
◆間接疑問文  ●対話  ★日本のロボット 
▼質問する、答える  ▼同意する 

R

1 

◇現在・過去分詞の後置修飾  ●授業での議論   
★ロボットとの暮らし  ▼意見を述べる  ▼賛成する、反対する 

R

2 

◇間接疑問文  ●授業での議論  ★ロボットとの暮らし 
▼意見を述べる  ▼賛成する、反対する 

A 

◇It is … for～to―  ◇現在・過去分詞の後置修飾  ◇間接疑問文 ●
授業での議論  ★電車の優先席  ★紙の辞書と電子辞書 
▼意見を言う  ▼賛成する、反対する 

Daily Scene 5 電話での会話 

○週末、エリカは友人のメグに 
電話をかける。 

2  

 
◆want[tell] … to call～  ●電話で    ▼申し出る   
▼依頼する、引き受ける  ▼くり返す   ▼礼を言う 

S2 
・電話の応答で、かけ直しを申し出たり、

伝言を頼んだりする。(S) 
【インタビュー】 

11 

 
 
 

Unit 6 Striving for a Better World 
○人権：ミャンマーの政治家、 

アウンサンスーチーの半生を通して、 
人権や平和への意識を高める。 

8 
S 

◆接触節（名詞を修飾する文）  ●授業で   
★ノーベル平和賞受賞者  ▼紹介する、説明する  ▼質問する           

W1 
 
・人やものについて、詳しい内容情報を書

いて伝える。(W) 
 
【定期テスト】 

D 
◆関係代名詞 who  ●対話  ★アウンサンスーチー   
▼質問する、説明する  ▼確かめる、相づちをうつ 

 

R

1 

◆関係代名詞 that[which]（主格）  ●インターネットの記事  
★アウンサンスーチー  ▼説明する、紹介する 

R

2 

◆関係代名詞 that[which]（目的格）  ●インターネットの記事 
★アウンサンスーチー  ▼説明する、紹介する 

A 

◇関係代名詞  ●レポートの発表  ★ジョン・レノン、山中信弥、オ

ードリー・ヘップバーン、バラク・オバマ 
▼発表する、説明する  ▼質問する、答える 

 
Daily Scene 6 レポート 

○エリカは、学校の制服について 
自分の意見をレポートにまとめる。 

2  

◇疑問詞+不定詞（what to …）  ●レポート   
★学校の制服の是非  ▼意見を述べる  ▼賛成する、反対する 
▼説明する  ▼理由を述べる 

W2 
・制服の是非についての英文を読んで、 

賛成・反対どちらかの意見を５文以上で

書いて伝える。(W) 
【ワークシート】 

まとめと練習２ 後置修飾 1  ◇後置修飾  

学び方コーナー２ ５つの文構造 1  ５つの文構造  

12 

 
 

Presentation 3 中学校生活 

 
4  

◇既習事項の総復習  ●スピーチ   
★中学校生活の思い出と今後の抱負 
▼発表する、説明する  ▼質問する、答える 

S1 
・中学校で取り組んできたこと、これから

したいことについて口頭で伝える。(S) 
【スピーチ】 

◇既習事項の総復習  ●スピーチ 
▼発表する 

1 

Let’s Read 2 The Green Door 
〇物語：オー・ヘンリー原作。 

ある１枚のカードをきっかけに、 

青年ルドルフは不思議な体験をする。 

5  

◇既習事項の総復習  ●物語  ★文学作品 R1 
・物語を読んで、場面の変化や登場人物の

心情を理解する。(R) 
【ペーパーテスト】 

2 

Let’s Read 3 An Artist in the Arctic 
○環境：写真家、星野道夫が写真を 
通して伝えた地球環境の大切さに 

思いをはせる。 
6  

◇既習事項の総復習  ●伝記  
★星野道夫 

R1 
・人物の伝記について時系列に沿って整理

し、人物の生き方や思いなどを読みとる。 
(R) 

【ペーパーテスト】 

 


