
月 単元名 指導目標 指導内容 評価方法 小学校との関連

4
Hi, English!
小学校英語の振り返
り

○一日のあいさつや身の
まわりのものを英語で何
と言うか理解し，言うこと
ができる。
○英語でいろいろなこと
（数字，曜日と時間割，月
日と誕生日，好きな食べ
物・飲み物，できること）を
言うことができる。

○あいさつ，教室英語
○教室で，自宅で，町で
○身のまわりのもの
○あいさつする
○質問する，答える
○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

関　表　理

○積極的に英語であいさつをしようとしている。
○カタカナ英語になっているものを，英語らしく発音す
ることができる
○身のまわりにあるものや町にあるものの英語の単
語を聞き，何のことか理解することができる。

発表
行動観察
ワークなど

あいさつ
（１・２年/５年）
Hi, friends!

4
Unit 0
アルファベット

○英語と日本語の発音
のちがいになれ、アル
ファベットを正しく声にだし
て読むことができる。
○アルファベットを正しく
書くことができる。

○英語と日本語の音のちがい 関　表　理　知

○アルファベットの文字とそれが含まれる単語を発音
しようとしている。
○アルファベットの文字とそれが含まれる単語を発音
することができる。
○さまざまな単語の中でのアルファベットの発音がわ
かる。
○アルファベットの音と文字の関係に関する知識を
身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

アルファベット
（６年）
Hi, friends!

4
学び方コーナー１
単語の書き方

○名前の書き方を知り，
自分の名前を英語で書く
ことができる。

○人名、地名 　　表　理
○英語の単語を、ルールにしたがって書くことができ
る。
○英語の単語を書くときのルールを理解している。

発表
ワークなど

5

Unit 1
はじめまして

○自己紹介をすることが
できる。
○相手のことについてた
ずねることができる。

○I am …
○You are .... / Are you ...?と肯定の
応答
○Are you ...?と否定の応答 / I am
not ....

関　表　理　知

○積極的に自己紹介をしようとしている。
○自己紹介をすることができる。
○自己紹介を聞いてとの内容をききとることができ
る。
○Are you ...? の文に対する否定の答え方・意味・用
法に関する知識を身につけている。

自己紹介をしよう
（１・２年/６年）
Hi, friends!

5
学び方コーナー２
文の書き方

○英文を書くときのルー
ルを理解し、正しく書くこ
とができる。

○文は大文字で書き始める。
○疑問文では、クエスチョンマークを
文の終わりにつける。

　　表　　　　知 ○英語のルールにしたがって文を書くことができる。
定期考査
ワークなど

5
Unit 2
学校で

○近くのものや遠くのも
のについて話したり、た
ずねたりすることができ
る。
○初対面の２人を、たが
いに紹介することができ
る。

○This is ~?   That is~?
○Is that~?
○He [She] is　の肯定と否定

関　表　理　知

○持ち物について積極的に説明しようとしている。
○近くのものや遠くのものについてたずねたり、それ
に答えたりすることができる。
○対話を聞いて、近くのものや遠くのものが何かを聞
きとることができる。
○He [She] is …の文の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

建物・施設（６年）

6
まとめと練習１
be動詞

○be動詞の形・意味・用
法について復習し、理解
を確かめる。

○be動詞 　　　　　　　　知
○be動詞の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
ワークなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　　　　担当　（　片岡・飯田・梶原・仲尾　）

★関…コミュニケーションへの関心・意欲・態度　　表…外国語表現の能力　　理…外国語理解の能力　　知…言語や文化についての知識・理解
 NEW HORIZON ENGLISH COURSE 1

評価規準

平成３０年度 外国語科≪第１学年≫ 年間指導計画・評価計画

外国語科 第１学年の目標目標

（１）初歩的な英語を聞いて話し手の意向を理解できるようにする。

（２）初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができるようにする。

（３）英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理解できるようにする。

（４）英語を書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用いて自分の考えなどを書くことができるようにする。



6
学び方コーナー３
辞書の誓い方１

○英和辞書の見出し語
配列について知り，基本
的な引き方を理解する。

○辞書を引く。 　　　　　　　　知
○辞書の見出し語の見つけ方に関する知識を
身につけている。

行動観察
定期考査など

6
Unit3
わたしの好きなこと

○自分の好きなことにつ
いて話すことができる。
○相手の好きなことにつ
いてたずねることができ
る。

○I like…
○Do you play…
○I do not…

関　表　理　知

○自分が好きなことなどを積極的に話そうとしてい
る。
○習慣的にしていることやしていないことについて話
し合うことができる。
○対話を聞いて，習慣的にしていることやしていない
ことを聞き取ることができる。
○I do not ....の文の形・意味・用法に関する知識を身
につけている

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

6
まとめと練習２
一般動詞

○一般動詞の形・意味・
用法について復習し，理
解を確かめる。

○一般動詞の復習 　　　　　　　　知
○一般動詞の形・意味・用法に関する知識を身につ
けている。

定期考査
ワークなど

6
Listening Activity1
何のCM?

○コマーシャルを聞いて，
その概要や重要な情報を
聞き取ることができる。

○be動詞 / 一般動詞の復習 　　　　　理　　知

○コマーシャルを聞いて，概要や要点を聞き取ること
ができる。
○be動詞や一般動詞の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

定期考査
ワークなど

6・7
Unit 4
ホームパーティー

○ものの数を数えたり、
たずねたりすることができ
る。
○相手に何かを指示した
り、提案したりすることが
できる。

○I want two lemons.
○How many rabbits do you have?
○Take a doggy bag.
○Let's use it.

関　表　理　知

○相手に買いたい物や注文したいものを伝えようとし
ている。
○持ち物などの数についてたずねたり，答えたりする
ことができる。
○対話を聞いて，指示や提案の内容を聞き取ること
ができる。
○Let’s ....の文と命令文の形・意味・用法に関する知
識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

食べ物（４年）

7
学び方コーナー４
辞書の使い方２

○辞書の引き方と辞書で
用いられている記号など
についてさらに理解を深
める。

○辞書を使う。 　　　　　　　　知
○辞書の記号や品詞の見分け方に関する知識を身
につけている。

行動観察
定期考査など

7
Presentation1
自己紹介

○Unit 4までに学んだ表
現を使って，自分の名前
や好きなことについて3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。

○自己紹介する、発表する。 関　表　理　知

○聞き手が理解できるように工夫して発表したり，友
達の発表を聞いて，積極的に質問したり意見を述べ
たりしている。
○自分の名前や好きなことについて，3文以上で書い
て自己紹介することができる。
○友達の自己紹介を聞いて，情報を聞き取ることが
できる。
○自己紹介の構成と，be動詞や一般動詞の使い方
に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

9
Unit 5
学校の文化祭

○自分が知らないものな
どについてたずねること
ができる。
○ものの性質や状態など
について話すことができ
る。

○What is …?
○形容詞を使った文
○What do …?の文

関　表　理　知

○自分が知らないものについて積極的に質問をして
対話を続けようとしている。
○ものの性質や状態などについて話すことができる。
○朝食についての対話を聞いて，その内容を聞き取
ることができる。
○What do you ...? の文とその答え方の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

9
Daily Scene 1
体調をたずねる

○相手の体調をたずねた
り、自分の症状を説明し
たりできるようになる。

○What's Wrong?
○I have a headache.

関　表　理　知

○相手に体調をたずねたり，自分の体の不調を伝え
たりしようとしている。
○相手の体調についてたずねたり，自分の体の不調
について説明したりすることができる。
○相手の体調について聞き取ることができる。
○体調をたずねる表現や，体の不調を伝える表現を
身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど



9・10
Unit 6
オーストラリアの兄

○三単現の肯定文、疑問
文とその応答、否定の用
法を正しく身につけ運用
する。

○Haruki lives in Australia.
○Does he live near a beach?
○He doesn't ~.

関　表　理　知

○自分と相手以外の人の情報を伝えようとしている。
○自分と相手以外の人についてたずねたり，答えた
りすることができる。
○話し手の友達や家族についての対話を聞いて，そ
の情報を聞き取ることができる。
○三人称単数現在形の否定文の形・意味・用法に関
する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

10
Daily Scene 2
電話の会話

○電話で，相手を招待し
たり，さそったりする対話
をすることができる。

○Hello?
○This is Yun-ho.

関　表　理　知

○積極的に電話の会話をしている。
○電話で，相手を招待したり，答えたりすることがで
きる。
○電話でのやり取りを聞いて，その内容を聞き取るこ
とができる。
○電話の会話に特有な表現を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

10
まとめと練習３
三人称単数現在形

○三人称単数現在形の
形・意味・用法について
復習し，理解を確かめ
る。

○三人称単数現在形 　　　　　　　　知
○三人称単数現在形の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

定期考査
ワークなど

10
Listening Activity 2
友達のプロフィール

○簡単な自己紹介のス
ピーチを聞いて，要点を
聞き取ることができる。

○be動詞 / 一般動詞/三人称単数現
在形

　　　　　理　　知

○友達を紹介するスピーチを聞いて，その人につい
ての情報を聞き取ることができる。
○三人称単数現在形の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

定期考査
ワークなど

10
Unit 7
ブラジルから来たサッ
カーコーチ

○「だれ」と人物をたずね
られるようになる。
○時刻をたずねられるよ
うになる。
○「どちら」「どれ」とたず
ねられるようになる。

○Who is this girl?
○What time is it?
○Which do you speak A or B ?

関　表　理　知

○知らない人について積極的に質問をして対話を続
けようとしている。
○時刻についてたずねることができる。
○対話を聞いて，2つのもののうち，どちらなのかを聞
き取ることができる。
○Which ..., A or B? の文とその答え方の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

10
Daily scene 3
グリーティングカード

○目的に合わせて，いろ
いろなカードを書くことが
できる。

○Dear Yun-ho.
○Happy Birthday!

関　表　理　知

○積極的にいろいろなカードを書こうとしている。
○目的に合わせて，いろいろなカードを書くことがで
きる。
○カードに書かれた内容を理解することができる。
○カードの書き方に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

11
Unit 8
イギリスの本

○「…はどこにあります
か」と場所をたずねられる
ようになる。
○所有格のwhoseの表現
を正しく身につけ運用す
る。
○人称代名詞he,sheの目
的格の表現を正しく身に
つけ運用する。

○Where is ~?
○Whose~?
○him/her

関　表　理　知

○積極的に質問をしてどこにあるかを知ろうとしてい
る。
○持ち主がだれかをたずねることができる。
○持ち主がだれであるかを聞き取ることができる。
○人称代名詞の目的格の形・意味・用法に関する知
識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど



11
Daily Scene 4
ウェブサイト

○自分の学校について，
3文以上の英語で書くこと
ができる。

○Our school I in ~?
○It's about ~ years old.

関　表　理　知

○ウェブサイトに載せる自分の学校の紹介文を，わ
かりやすく書こうとしている。
○自分の学校の紹介文を，3文以上で書くことができ
る。
○学校紹介のウェブサイトを読んで，どのような学校
かを理解することができる。
○学校紹介のウェブサイトに載せる英文の構成を理
解している。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

11
まとめと練習４
代名詞

○代名詞の形・意味・用
法について復習し，理解
を確かめる。

○人称代名詞 　　　　　　　　知
○代名詞の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
ワークなど

11
学び方コーナー５
音の変化

○英語の音の変化の特
徴について理解できる。

○「消える音、つながる音」のモデル
を聞かせたうえで生徒に練習させる。

　　　表　理　知

○英語の音の変化に注意して発音することができ
る。
○2語以上の英語が話されるときの，消える音，つな
がる音，変わる音の変化を聞きわけることができる。
○英語の音の変化に関する知識を身につけている。

行動観察
定期考査など

11・12
Unit 9
チャイナタウンへ行こ
う

○今していることについ
て話したり、たずねたりす
ることができる。
○相手に何かを禁止した
り、注意を促したりするこ
とができる。

○Kota is drinking water now.
○What are you doing?
○Don't ask anyone./ Be careful.

関　表　理　知

○現在の状況を伝えようとしている。
○今していることについてたずねることができる。
○掲示や看板が表している英文の意味を理解するこ
とができる。
○現在進行形の疑問文とその答え方の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

12
Daily Scene 5
道案内

○徒歩での道順をたずね
たり、教えたりすることが
できる。

○I'm looking for ~. 関　表　理　知

○道順をたずねたり，道案内をしたりしようとしてい
る。
○徒歩での道順をたずねたり，教えたりすることがで
きる。
○目的地までの道順の説明を聞き，行き先を理解す
ることができる。
○道案内の表現の使い方に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

12
まとめと練習　５
進行形

現在進行形の形・意味・
用法について復習し，理
解を確かめる。

○現在進行形 　　　　　　　　知
○現在進行形の形・意味・用法に関する知識を身に
つけている。

定期考査
ワークなど

12
Listening Activity 3
電車のトラブル発生

交通情報を聞いて，それ
ぞれの路線が現在どのよ
うな状況であるか聞き取
ることができる。

○交通情報 　　　　　理　　知

○交通情報を聞いて，概要や要点を聞き取ることが
できる。
○現在進行形の形・意味・用法に関する知識を身に
つけている。

定期考査
ワークなど

12
Presentation 2
一日の生活

Unit 9までに学んだ表現
を使って、３文以上で一
日の生活について発表し
よう。

○一日の生活パターン
○既習事項の総復習

関　表　理　知

○聞き手が理解できるように工夫して一日の生活に
ついて発表したり，友達の一日の生活についての発
表を聞いて，積極的に質問したりしている。
○自分の習慣や一日の生活について3文以上で書い
て発表することができる。
○友達の一日の生活についての発表を聞いて，概要
や要点を聞き取ることができる。
○一日の生活についてのスピーチ構成と，習慣を表
す現在形の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

一日の行動
（６年）



1
Unit 10
あこがれのボストン

○できることやできないこ
とについて話したり、たず
ねたりすることができる。
○いつできるかをたずね
ることができる。

○助動詞canの肯定文、否定文、疑
問文とその応答
○When can you~?

関　表　理　知

○できることやできないことについて，積極的に相手
に伝えようとしている。
○できることやできないことについて述べることがで
きる。
○旅先の近況について書かれた絵はがきを読んで，
その内容を理解することができる。
○canを用いた文（肯定文・否定文）の形・意味・用法
に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

できること（６年）

1 Daily Scene 6
○身近な人に許可を求め
たり，依頼したりすること
ができる。

○許可を求める、依頼する
○can, may

関　表　理　知

○身近な人に許可を求めたり，依頼したりしようとし
ている。
○身近な人に許可を求めたり，依頼したりすることが
できる。
○許可や依頼の内容を聞き取ることができる。
○身近な人に許可を求める表現や依頼をする表現
の使い方に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

1
まとめと練習６
疑問詞

○疑問詞の形・意味・用
法について復習し，理解
を確かめる。

○疑問詞 　　　　　　　　知
○疑問詞の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
ワークなど

2
学び方コーナー６
発音記号

○発音記号について知
り，英語の音の特徴を理
解することができる。

　　　表　理　知

○発音記号で表される母音と子音のうち，基礎的な
ものを発音することができる。
○発音記号で表される母音と子音のうち，基礎的な
ものを聞き取ることができる。
○英語の発音記号のうち，基礎的なものに関する知
識を身につけている。

行動観察
定期考査など

2
Unit 11
思い出の一年

○過去の出来事につい
て話したり、書いたり、た
ずねたりすることができ
る。

○過去形の肯定文、否定文、疑問文
とその応答

関　表　理　知

○相手が過去に体験したことについて積極的に質問
しようとしている。
○過去に体験したことについてたずねることができ
る。
○対話を聞いて，過去に体験したことの内容を聞き
取ることができる。
○過去形を用いた文（疑問文とその答え方，否定文）
の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

2
Daily Scene 7
絵はがき

○旅先からの絵はがきを
3文以上の英語で書くこと
ができる。

○旅先の近況 関　表　理　知

○体験したことについて，できるだけ具体的に絵はが
きを書こうとしている。
○旅先からの絵はがきを，3文以上で書くことができ
る。
○絵はがきに書かれている内容を読み取ることがで
きる。
○絵はがきの書き方についての知識がある。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

2
まとめと練習７
一般動詞の過去形

○一般動詞の過去形
の形・意味・用法につ
いて復習し，理解を確
かめる。

○一般動詞の過去形
　
知

○一般動詞の過去形の形・意味・用法に関す
る知識を身につけている。

定期考査
ワークなど

3
Listening Activity 4
休暇中の出来事

○ラジオ番組を聞き，要
点を聞き取ることができ
る。

○休暇中にしたこと 　　　　　理　　知

○ラジオ番組を聞いて，概要や要点を聞き取ることが
できる。
○一般動詞の過去形の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

行動観察



3
Presentation 3
思い出の行事

Unit 11までに学んだこと
を使って、３文以上で思
い出の行事について発表
する。

○思い出の行事 関　表　理　知

○聞き手が理解できるように工夫して思い出の行事
について発表したり，友達の思い出の行事について
の発表を聞いて，積極的に質問したりしている。
○自分の思い出の行事について3文以上で書いて発
表することができる。
○友達の思い出の行事についての発表を聞いて，概
要や要点を聞き取ることができる。
○思い出の行事についてのスピーチ構成に関する知
識と，過去形に関する知識を身につけている。

発表
プリント

3

Let’s Read
The Restaurant
with Many Orders

物語を読んで，イラストな
どを参考にあらすじや登
場人物の気持ちを理解す
ることができる。

○日本の文学作品
○既習事項の総復習

関　表　理

○多少わからないところがあっても読み続け，内容を
理解しようとしている。
○登場人物の心情に合わせて，気持ちを込めて音読
することができる。
○物語を読んで，場面の変化や登場人物の心情など
を理解することができる。

行動観察
プリント


