
月 単元名 指導目標 指導内容 評価方法 小学校との関連

4
Ｕｎｉｔ０
My Spring Vacation

○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。

○一般動詞の過去形
○canの文、疑問詞

関　表　理

○春休みの思い出について聞き手に伝えようと工夫
をして発表したり，友達の発表内容について質問した
りしている。
○春休みの思い出について書いて，写真などを見せ
ながら発表することができる。
○スピーチを聞いて，概要を理解することができる。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

4
Unit 1
A Friend in
a Sister School

○過去の状態や、過去の
ある時点の動作について
述べることができる。
○自分や友達について、
以前との違いを説明する
ことができる。

○be動詞の過去形
○過去進行形
○動詞(look)＋形容詞

関　表　理　知

○情報を読み取ったり、積極的に伝えようとしてい
る。
○質問に対して、適切に応答する。
○新聞やインターネットの掲示板から概要を理解して
いる。
○英文法の形・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

5
Daily Scene 1
日記

○日記を書くときの文章
構成を知り、４行以上の
英語で日記を書くことが
できる。

○一般動詞・be動詞の過去形
○過去進行形

関　表　知
○英語で具体的に日記を書こうとしている。
○日記を4文以上で書くことができる。
○日記の構成に関する知識を身につけている。

発表
ワークなど

5

Unit 2
A Trip to the U.K.

○自分の予定について
述べることができる。
○休暇や週末の予定に
ついて、たずねたり伝え
たりする。

○未来形（be going to）
○SVOO
○SVOC

関　表　理　知

○紹介されている観光地の情報を読み取ったり、休
暇や週末の予定について，たずねたり伝えたりしよう
としている。
○休暇や週末の予定をたずねたり伝えたりすること
ができる。
○観光地について書かれた紹介文を読んで，その内
容を理解することができる。
○英文法の形・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

5
Daily Scene 2
ていねいにお願い

○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。

○May I …?
○Could you …?
○SVOO

関　表　理　知

○相手に応じて適切な依頼表現を使おうとしている。
○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。
○相手から許可を求められたり，依頼されたりしたと
きに，その内容を理解することができる。 (L)
○May I ...? やCould you ...? の使い方に関する知識
を身につけている。

発表
ワークなど

夢の時間割を作
ろう（小５）

6

まとめと練習１
be動詞のいろいろな
働き

○be動詞の過去形と、未
来形の意味・用法につい
て復習し、理解を確かめ
る。

○be動詞の過去形
○未来形

　　　　　　　　知
○be動詞の過去形と、未来形の意味・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　（飯田・梶原・片岡・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 ２

評価規準

平成３０年度 外国語科≪第２学年≫ 年間指導計画・評価計画

外国語科 第２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）英語をよ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）英語をか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。

（５）第一学年の学習を基礎として、言語の使用場面や言語の働きを更に広げた言語活動を行い、第一学年における学習内容を繰り返して指導し定着を図るとともに、事実を関係を伝えたり、物事につ



6
学び方コーナー１
辞書の使い方

○辞書の使い方について
理解を深める。

○辞書を引く。 関　　　　　　　知
○辞書を活用しようとしている。
○辞書の構成についての知識を身につけている。

行動観察
定期考査など

6
Unit 3
Career Day

○何かをする目的を述べ
たり、夢や希望などにつ
いて述べることができる。
○自分の行きたい場所や
したいことなどについて、
たずねたり伝えたりする
ことができる。

○不定詞(目的を表す副詞的用法)
○不定詞(名詞的用法)
○不定詞(形容詞的用法)

関　表　理　知

○友達の将来の夢について関心を持ち，積極
的に対話をしている。
○将来つきたい職業について述べることがで
きる。
○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。インタビューの概要
を聞きとることができる。
○英文法の形・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
Daily Scene 3
メール

○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
ことができる。

○不定詞
○be going to
○ＳＶＯＯ

関　表　理　知

○自分の気持ちが伝わるようにメールを書いている。
○日常生活での出来事について，友達に4文以上で
メールを書くことができる。
○メールを読んで，その内容を理解することができ
る。(R)
○メールの構成に関する知識を身につけている。

発表
ワークなど

7
まとめと練習２
不定詞

○不定詞の形・意味・用
法について復習し，理解
を確かめる。

○不定詞 　　　　　　　　知
○不定詞の形・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

7
Presentation 1
将来の夢

○Unit3までに学んだこと
を使って、自分の将来の
夢について４文以上で発
表する。

○既習事項の総復習 関　表　理　知

○聞き手にわかりやすいように発表したり，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。
○自分の将来の夢について4文以上で書いて発表す
ることができる。
○スピーチ原稿を読んで，世界の友達の将来の夢に
ついて理解することができる。
○将来の夢を紹介するスピーチの構成に関する知識
を身につけている。既習事項に関する知識を身につ
けている。

定期考査
ワーク
発表など

将来の夢を紹介
しよう（小５）
友達を旅行に誘
おう（小６）

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

9
Let’s Read 1
The Carpenter’s Gift

○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。

○既習事項の総復習
○物語、英語劇

関　表　理

○理解できないところがあっても，挿絵を参考にしな
がら読み続けている。
○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。
○台本形式の物語を読んで，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。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

9

Unit 4
Homestay in the
United States

○人にアドバイスすること
ができる。
○自分の意志を述べた
り、これらのことを予測し
たりすることができる。
○決まりごとについてた
ずねたり伝えたりすること
ができる。

○have to /do not have to
○助動詞will
○助動詞must/must not

関　表　理　知

○しようと思っていることを伝えようとしている。
○自分の意志を相手に伝えることができる。
○ホームステイでの相談とその回答を読んで，内容
を理解することができる。
○助動詞mustの否定形の形・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



10
Daily Scene 4
電話の会話

○電話での応答で，「…さ
んをお願いします」と取り
次ぎをたのむことができ
る。

○May I speak to….,please?
○have to 関　表　理　知

○取り次ぎや伝言をたのむなど，電話の場面での会
話に積極的に取り組んでいる。
○電話での応答で，「…さんをお願いします」と取り次
ぎをたのむことができる。
○電話の会話で，用件を理解することができる。(L)
○May I speak to ...? 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

10
まとめと練習３
助動詞

○助動詞の形・意味・用
法について復習し，理解
を確かめる。

○助動詞 　　　　　　　知
○助動詞の形・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

10
学び方コーナー２
文の読み方

○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。

　　　　　　　知
○英語の語順や文の読み方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 5
Universal Design

○ある条件で何をするの
かを述べることができる。
自分の考えとその理由を
述べることができる。
○身近な話題について自
分の意見を述べ、その理
由を述べることができる。

○接続詞if
○接続詞that
○接続詞when
○接続詞because

関　表　理　知

○感想文やカタログの内容を読み取ろうとしている。
○身近な話題について，自分の意見とその理由を述
べることができる。
○スピーチを読んで，話者の感想を理解することがで
きる。
○接続詞の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

11
Daily Scene 5
道案内

○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。

○Which … goes to ~?
　− Take ….
○接続詞that

関　表　理　知

○乗り物での行き方をたずねたり教えたりする道案
内の場面での会話に積極的に取り組んでいる。
○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。
○道案内の場面で，教えられた行き方がわかる。(L)
○乗り物での行き方をたずね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

道案内をしよう
（小５）

11
Unit 6
Rakugo in English

○何かあるかを述べるこ
とができる。自分の趣味
や特技を述べることがで
きる。
○何があるかをたずねた
り伝えたりすることができ
る。

○There is [are] …
○Is [Are] there …?と応答
○動名詞(目的語)
○動名詞(主語)

関　表　理　知

○落語について関心を持ち，その特徴を理解しようと
している。
○自宅の近くの施設についてたずねたり伝えたりす
ることができる。
○英語落語等を読んで，その内容を理解することが
できる。
○動名詞（目的語）とThere is [are]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 6
詩

○決められたルールの中
で，英語で詩を書くことが
できる。

○5行詩，英語俳句 関　表　理　知

○自分の気持ちを伝えようとして詩を書いている。
○決められたルールに従って英語で詩を書くことがで
きる。
○詩を読んで，その内容を理解することができる。
○5行詩の構成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
Presentation 2
町紹介

○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。

○既習事項の総復習
○スピーチ

関　表　理　知

○聞き手にわかりやすいように発表したり，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。
○自分の町について4文以上で書いて発表すること
ができる。
○友達の発表を聞いて，町の様子について理解する
ことができる。
○町を紹介するスピーチの構成に関する知識を身に
つけている。

発表
行動観察
ワークなど

1

Let’s Read 2
Try to Be the Only
One

○伝記を読んで，場面の
変化や人物の心の動きを
理解したり，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。

○既習事項の総復習 関　表　理

○理解できないところがあっても推測しながら読み続
けている。
○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。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど

1・２

Unit 7
The Movie Dolphin
Tale

○人やものについて、比
べて説明することができ
る。
○あるテーマについて、
資料などを用いて比較し
ながら説明することがで
きる。

○比較表現(…er, the …est)
○比較表現(more, the most)
○比較表現(better, the best)
○比較表現(as … as ~)

関　表　理　知

○映画のあらすじを読み取ろうとしている。
○身近な話題について，何かと比べながら説明する
ことができる。
○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。
○比較級，最上級の形・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

いろいろなものを
数えよう（小５）

2
Daily Scene 7
買い物

○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。

○Shall I …?
○比較表現 関　表　理　知

○自分の要望をわかりやすく伝えながら，買い物の
場面での会話に取り組もうとしている。
○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。
○買い物の場面で，買い手の要望がわかる。
○申し出の表現Shall I ...? 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

ランチメニューを
作ろう（小５）

2
まとめと練習４
比較表現

○比較表現の形・意味・
用法について復習し，理
解を確かめる。

○比較表現 　　　　　　　　知
○比較表現の形・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３
意見の述べ方

○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。

○賛成する，反対する 　　　　　　　　知
○相手の意見に賛成したり反対したりする表現の使
い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

3
Presentation 3
好きなこと・もの

○Unit 7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。

○既習事項の総復習
○スピーチ 関　表　理　知

○聞き手にわかりやすいように発表したり，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。
○自分の好きなこと・ものについて4文以上で書いて
発表することができる。
○好きなこと・ものについての友達の発表を聞いて，
概要を聞き取ることができる。
○好きなこと・ものを紹介するスピーチの構成に関す
る知識を身につけている。

定期考査
ワーク
発表など

好きなものを伝え
よう（小５）
できることを紹介
しよう（小６）

3
Let’s Read 3
Cooking with the Sun

○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。

○既習事項の総復習
○説明文 関　　　　理

○理解できないところがあっても推測しながら読み続
けている。
○説明文を読んで，紹介されているものの特徴や利
点について理解し，筆者の主張などを読み取ること
ができる。

定期考査
発表
行動観察
ワークなど


