
平成30年度　英語科　年間指導計画　第2学年 担当 馬越恭平

コミュニケーションへの関心・意欲・態度 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての知識・理解

4

・Unit 0　My Spring Vacation
・Unit １　A Friend in a Sister School

2
8

・一般動詞の過去形
・canの文
・be動詞の過去形
・過去進行形
・動詞(look＋形容詞）

・友達が今好きなものと以前好きだった
ものなどについてインタビューすること
ができる。

・具体的なものを紹介しながら、体験し
たことについてたずねたり伝えたりする
ことができる。
・ 感想などを述べたりすることができ
る。

・新聞などに書かれている過去のことに
ついて理解することができる。
・インターネット上の掲示版に書かれた
アメリカの学校生活の紹介文を読んで、
その内容を読み取ることができる。
・メッセージへの返信コメントの内容を読
み取れる。
・休暇の思い出についてのスピーチを聞
いて、概要を聞きとることができる。

・過去のある時にしていたことについて
伝えることができる。
・既習事項の総復習
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・Daily Scene 1　日記
・Unit 2 　　A Trip to the U.K.
・Daily Scene 2　丁寧にお願い
・まとめと練習１　Be動詞のいろいろな
働き
・学び方コーナー１　辞書の使い方

2
8
2
1
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・一般動詞の過去形
・be動詞の過去形
・過去進行形
・be going to
・SVOO
・SVOC
・May I   ?
・Could you    ?

・休暇や週末の予定について、たずね
たり伝えたりすることができる。
・場面や相手に応じて、ていねいに許可
を求めたり、依頼したりすることができ
る。

・日記を書くときの文章構成を知り、４文
以上の英語で日記を書くことができる。
・夏休みの旅行計画を書き、それについ
てたずねたり、伝えたりすることができ
る。

・ロンドンについて紹介する英文を読ん
で、登場する名所の特徴を理解すること
ができる。                 ・オックスフォード
について紹介する英文を読んで、その
場所の情報や話者の感想を理解するこ
とができる。                                  ・搭
乗案内や機内放送を聞いて、必要な情
報を聞きとることができる。

・入国審査の質問を理解し、適切に答え
ることができる。
・be動詞の過去形と、予定や未来を表
すbe going toの形、意味、用法について
復習し、理解を確かめる。
・辞書の構成について理解を深める。
・既習事項の総復習

ある行動について、その目的を述べるこ
とが出来る。
・将来つきたい職業についてたずね合う
ことができる。

・行きたい国やそこでしたいことについ
てインタビューをし、聞いた情報をまとめ
ることができる。
・日常生活での出来事について、友達
に４文以上の英語でメールを書くことが
出来る。また発表したり、友達の発表を
聞いて、質問し合ったりすることができ
る。

・アレックスの職業体験のレポートを読
んで、その内容を理解することができ
る。　　       　・光太の職場体験のレ
ポートを読んで、その内容を理解するこ
とができる。                 ・仕事紹介のイ
ンタビューを聞いて、その内容を聞きと
ることができる。                       ・アメリ
カ人のケビンが自分の夢について書い
たスピーチ原稿を読んで、その内容を
理解することができる。

・不定詞の形、意味、用法について復習
し、理解を確かめる。
・既習事項の総復習

評価資料・評価方法等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

学習態度、コミュニケーションテスト、提
出物など

発表、提出物、コミュニケーションテス
ト、定期考査など

小テスト、定期考査（読解・リスニング）
など

提出物、小テスト、スぺコンなどの単語
テスト、定期考査など
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11

・Let's Read 1 The Carpenter's Gift
・Unit 4 Homestay in the United States
・Daily Scene 4 電話の会話
・まとめと練習３　　助動詞
・学び方のコーナー２文の読み方

4
8
2
1
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・既習事項の総復習
・have to / do not have to
・助動詞will,must,must not
・May I speak to ～, please?

・電話での応答で、「～さんをお願いしま
す。」ととり急ぎをたのむことができる。

・物語を読んで、場面の変化や主な内
容を理解したり、登場人物の心情に合
わせて気持ちを込めて音読したりするこ
とができる。　　・これからしようと思って
いることについて述べたり、翌日の天気
予報の情報を伝えたりすることができ
る。                                  ・家での決ま
りごとについて、たずねたり答えたりす
ることができる。                             ・文
を意味のまとまりによって区切りながら
読むことができる。

・ホームスティなどのガイドブックに書か
れたアドバイスを読み取ったり、自分の
家や学校などでの決まりごとについて伝
えたりすることができる。
・咲やカルロのホームスティでの相談と
その回答を読んで、その内容を理解す
ることができる。
・天気予報や天気に関する会話を聞い
て、必要な情報を聞きとることができる。

・助動詞の形、意味、用法について復習
し、理解を確かめる。
・既習事項の総復習

・身近な話題について、考えを述べ合う
ことができる。
・乗り物での行き方をたずねたり、教え
たりすることができる。
・落語の会場にあるものや、自宅の近く
になどにある施設についてたずねたり
伝えたりすることができる。

・交通手段について、自分の意見とその
理由を言ったり、書いたりすることがで
きる。　　　　　・落語の内容のおもしろさ
が相手に伝わるように音読したりするこ
とができる。　　　       ・Unit 6までに学
んだ表現を使って、自分の町について４
文以上の英文を書いて発表したり、友
達の発表を聞いて質問し合ったりするこ
とができる。

・「車いす体験」の感想文を読んで、体
験を通して感じたことについて理解する
ことができる。
・商品のカタログを読んで、興味がある
場合はどのようにすればよいかを理解
することができる。
・ユニバーサルデザインについて書か
れた英文を読んで、話者の主張とその
理由を理解することができる。
・ニュースを聞いて、必要な情報を聞き
とることができる。
・英語落語の公演ポスターを読んで、日
時・場所や掲載写真について描写する
英文の内容を理解することができる。
・英語落語の公演パンフレットを読ん
で、落語の海外への広まりについて理
解することができる。
・英語落語の小噺を読んで、その内容を
理解できる。
・英語落語家へのインタビューを聞い
て、必要な情報を聞きとることができる。
・部屋の様子について説明したり、説明
の内容を正しく理解したりすることがで
きる。　　      ・中国人のメイリンが自分
の街を紹介したスピーチ原稿を読んで、
その内容を理解することができる。

・決められたルールの中で、英語で詩を
書くことができる。
・既習事項の総復習
・接続詞

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

学習態度、コミュニケーションテスト、提
出物など

発表、提出物、コミュニケーションテス
ト、定期考査など

小テスト、定期考査（読解・リスニング）
など

提出物、小テスト、スぺコンなどの単語
テスト、定期考査など

・自分のすきなものについて、何かと比
べながら話し合うことができる。
・自分の好みや要望を伝えながら買い
物をすることができる。
・説明文を読んで、紹介されているもの
の特徴や利点、筆者の主張などを理解
したり、各段落のキーワードを見つけ、
本文の要約をしたりすることができる。

・ピクチャーカードなどを使って、あらす
じを英語で発表したりすることができる。
・ある商品の比較資料をよみとり、その
内容について説明したり、自分の意見を
述べたりすることができる。
・賛成・反対や自分の意見を述べる表
現を理解し、適切に表現できる。
・Unit7までに学んだ表現を使って、自分
の好きなこと・ものについて４文以上の
英文を書いて発表したり、友達の発表を
聞いて質問し合ったりすることができ
る。

・電気を読んで、場面の本化や人物の
心の動きを理解できる。
・人やものについて比べる英文を聞いた
り読んだりして、その内容を理解するこ
とができる。
・映画のあらすじを読んで、その内容を
理解することができる。
・映画のランキングを聞き、概要や要点
を理解することができる。
・ベネズエラ人のアニータが自分の好き
なことについて紹介したスピーチ原稿を
読んで、その内容を理解することができ
る。

・比較表現の形、意味、用法について復
習し、理解を確かめる。
・既習事項の総復習

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

学習態度、コミュニケーションテスト、提
出物など

発表、提出物、コミュニケーションテス
ト、定期考査など

小テスト、定期考査（読解・リスニング）
など

提出物、小テスト、スぺコンなどの単語
テスト、定期考査など

評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

※英語の学習内容は英語を理解し、英語で表現できる実践的な運用能力を養うため、言語活動を３年間
を通して行う。

学

期
月 単元名

時

数
学習内容

・不定詞（副詞的用法、名詞的用法、形
容詞的用法）
・既習事項の総復習

１

学

期

4
8
2
1
1
4
4

・既習事項の総復習
・助動詞Shall I ～？
・比較表現

11

12

Let's Read 2　Try to Be the Only One
・Unit 7　　The Movie Dolphin Tale
・Daily Scene 7　買い物
・まとめと練習④　比較表現
・学び方コーナー③　意見の述べ方
・Presenntation 3　好きなこと・もの
・Let's  Read 3　　Cooking with the Sun

8
2
8
1
1

・接続詞　if,that, when, because
・既習事項の総復習

(12)

1

2

3

・Unit 5 　Universal Design
・Daily Scene５　道案内
・Unit 6　Rakugo in English
・Daily Scene 6　詩
・Presentation 2　町紹介

8
2
1
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・Unit 3　Career Day
・Daily Scene 3　メール
・まとめと練習２　不定詞
・Presentation 1　将来の夢

6
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学
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３
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