
令和３年度年間指導計画・評価計画（外国語科）          福生第二中学校 第１学年 

月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

4 

Unit 0  

Welcome 

to 

Junior High 

School  

(5)  

初対面の相手と

知り合うために，

小学校で習った

表現を使ったり，

単語を読んだり

書き写したりす

る こ と が で き

る。  

［知識］小学校で習っ

た英語表現の意味・用

法を理解している。  

［技能］小学校で習っ

た英語表現の理解をも

とに，あいさつや好き

なもの，入りたい部活

動などを伝え合った

り，先生の指示を聞き

取ったりする技能を身

に付けている。  

初対面の相手と知り合

うために，好きなもの，

入りたい部活動などに

ついて，小学校で習っ

た英語表現を用いて，

お互いの考えや気持ち

などを伝え合ってい

る。  

初対面の相手と知り合

うために，好きなもの，

入りたい部活動などを

伝え合ったり，先生の

指示を聞き取ってそれ

に合わせて動いたりし

ようとしている。  

Unit 1  

New  

School, 

New 

Friends  

(8)  

お互いのことを

よりよく知るた

めに，自分がふだ

んよくすること

や，できることを

伝えることがで

きる。  

［知識］一人称の be動

詞と一般動詞を用いた

文、助動詞 can を用い

た文の形・意味・用法

を理解している。  

［技能］自分が普段よ

くすることや，できる

ことについて be動詞や

一般動詞，助動詞の can

を用いてコミュニケー

ションを行う技能を身

に付けている。 

お互いのことをよりよ

く知るために，自分が

ふだんよくすること

や，できることについ

て簡単な語句や文を用

いて即興でたずねたり

答えたりしている。  

お互いのことをよりよ

く知るために，自分が

ふだんよくすること

や，できることについ

て簡単な語句や文を用

いて即興でたずねたり

答えたりしようとして

いる。  

5 Unit 2  

Our New  

Teacher  

(9)  

お互いのことを

よりよく知るた

めに，身近な人や

ものについて紹

介したり，たずね

たりすることが

できる。  

［知識］ This [That, 

He, She] is, 疑問詞

what や who, how 

[What] do you …?の文

の形・意味・用法を理

解している。  

［技能］ This [That, 

He, She] is, 疑問詞

what や who, how 

[What] do you …?の文

などを用いて、コミュ

ニケーションを行う技

能を身に付けている。  

お互いのことをよりよ

く知るために，身近な

人やものを紹介した

り，人［もの］がだれ

［何］なのか，また通

学手段や朝食などふだ

んの行動について，簡

単な語句や文を用いて

情報を即興でたずねた

り答えたりしている。  

お互いのことをよりよ

く知るために，身近な

人やものを紹介した

り，人［もの］がだれ

［何］なのか，また通

学手段や朝食などふだ

んの行動について，簡

単な語句や文を用いて

情報を即興でたずねた

り答えたりしようとし

ている。  

 

 

 



令和３年度年間指導計画・評価計画（外国語科）          福生第二中学校 第１学年 

月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

6 Unit 3  

Club  

Activities  

(8)  

疑問に思うこと

を知るために，い

つ・どこなのかを

たずねたり，数を

たずねたりする

ことができる。  

［知識］疑問詞 where

や when，I want to …，

How many …? を用いた

文の形・意味・用法を

理解している。  

［技能］場所や日時，

したいことや夢，相手

の持ち物などについ

て，学習した文を用い

てコミュニケーション

を行う技能を身に付け

ている。 

疑問に思うことを知る

ために，場所や日時，

数をたずねたり，自分

の希望や夢を紹介する

ために，簡単な語句や

文を用いて情報を即興

で伝え合ったりしてい

る。  

疑問に思うことを知る

ために，場所や日時，

数をたずねたり，自分

の希望や夢を紹介する

ために，簡単な語句や

文を用いて情報を即興

で伝え合ったりしよう

としている。 

6 Unit 4  

Friends in  

New  

Zealand  

(8)  

お互いの事を知

るために，相手に

場所や状況を伝

えたり，時刻や好

きなものをたず

ねたりすること

ができる。  

［知識］命令文,What 

time?〈What＋名

詞 …?〉の文の形・意

味・用法を理解してい

る。    

［技能］相手に対する

指示や助言などについ

て，命令文を用いたり，

知りたい時刻につい

て，What time?の文な

どを用いたり，相手が

好きなものについて

〈What＋名詞 …?〉の

文などを用いたりし

て、コミュニケーショ

ンを行う技能を身に付

けている。 

道案内などをするため

に，相手がいる場所や

状況を考えていたり，

現在の時刻や相手が何

かをする時刻を知るた

め，またお互いのこと

をよりよく知るため

に，相手や自分が好き

なことについて，簡単

な語句や文を用いて即

興でたずねたり答えた

りしている。  

道案内などをするため

に，相手がいる場所や

状況を考えていたり，

現在の時刻や相手が何

かをする時刻を知るた

め，またお互いのこと

をよりよく知るため

に，相手や自分が好き

なことについて，簡単

な語句や文を用いて即

興でたずねたり答えた

りしようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度年間指導計画・評価計画（外国語科）          福生第二中学校 第１学年 

月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

７ 

Unit 5  

A  

Japanese  

Summer  

Festival  

(8)  

物の場所や人の

位置を伝えるた

めに，どこにある

か，どこにいるか

を説明したり、お

互いの事を知る

ために，行った場

所や，そこで楽し

んだことなどに

ついて話すこと

ができる。  

［知識］前置詞、

like [enjoy] …ing，

be good at …ingを用

いた文、動詞の過去形

を用いた文の形・意

味・用法を理解してい

る。  

［技能］ものの場所や

人の位置について，場

所を表す前置詞などを

用いたり、自分が好き

なことや楽しんでいる

こと，得意なこと，自

分が体験したことにつ

いて，動詞の過去形な

どを用いたりしてコミ

ュニケーションを行う

技能を身に付けてい

る。 

物の場所や人の位置を

伝えるために，それに

ついてたずねたり，伝

えたり，お互いの事を

知るために，自分が好

きなことや楽しんでい

ること，自分が体験し

たことについて，話す

ことを整理し，簡単な

語句や文を用いて即興

で伝え合っている。  

物の場所や人の位置を

伝えるために，それに

ついてたずねたり，伝

えたり，お互いの事を

知るために，自分が好

きなことや楽しんでい

ること，自分が体験し

たことについて，話す

ことを整理し，簡単な

語句や文を用いて即興

で伝え合おうとしてい

る。 

Stage  

Activity 1  

“All about  

Me”  

Poster 

(4)  

  

自分のことを知

ってもらうため

に，自分の好きな

ことについて，つ

ながりのある文

章を書くことが

できる。  

［知識］Unit 5までの

学習事項を用いた文の

形・意味・用法を理解

している。  

［技能］自分が好きな

ことについて，読んだ

内容を参考に情報を整

理し，Unit 5までの学

習事項を用いて，つな

がりのある文章を書く

技能を身に付けてい

る。 

自分のことを知っても

らうために，自分が好

きなことについて，情

報を整理してつながり

のある文章でポスター

を書き，お互いに読ん

で感想を伝え合ってい

る。  

自分のことを知っても

らうために，自分が好

きなことについて，情

報を整理してつながり

のある文章でポスター

を書こうとし，お互い

に読んで感想を伝え合

おうとしている。  

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度年間指導計画・評価計画（外国語科）          福生第二中学校 第１学年 

月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

9 

Unit 6  

A Speech  

about My  

Brother  

(6)  

家族や身近な人

がどのようなこ

とをしているか

を知るために，自

分と相手以外の

人やものなどに

ついて，たずねた

り伝えたりする

ことができる。  

［知識］三人称単数現

在形の平叙文の形・意

味・用法を理解してい

る。  

［技能］三人称単数現

在形などを用いて，友

達などについて話され

るスピーチの内容を聞

き取ったり，友達の趣

味などについてたずね

合い，わかったことを

整理して書いたりする

技能を身に付けてい

る。 

家族や身近な人がどの

ようなことをしている

かを知るために，その

人についてのスピーチ

を聞いたり読んだりし

て，そのスピーチにつ

いてやり取りしたこと

を整理して紹介文を書

いたりしている。  

家族や身近な人がどの

ようなことをしている

かを知るために，その

人についてのスピーチ

を聞いたり読んだりし

て，そのスピーチにつ

いてやり取りしたこと

を整理して紹介文を書

いたりしようとしてい

る。  

Let’s Talk 1  

お願い  

(3)  

したいことや頼

みたいことを伝

えるために，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。  

［知識］身近な人に許

可を求める表現や依頼

する表現の意味や働き

を理解している。  

［技能］自分がしたい

ことや相手に頼みたい

ことについて，身近な

人に許可を求める表現

や依頼する表現を用い

て伝えたり，答えたり

する技能を身に付けて

いる。 

したいことや頼みたい

ことを伝えるために，

その場の状況を考えな

がら，身近な人に許可

を求めたり依頼した

り，それに適切に応答

したりしている。  

したいことや頼みたい

ことを伝えるために，

その場の状況を考えな

がら，身近な人に許可

を求めたり依頼した

り，それに適切に応答

したりしようとしてい

る。  

10 

Unit 7 

Foreign  

Artists  

in Japan 

(6) 

教科書のキャラ

クター等，自分と

相手以外の人に

ついてよりよく

知るために，自分

と相手以外の人に

ついて話したり，

どちらなのか，だ

れのものかをたず

ねたりすることが

できる。 

［知識］代名詞や疑問

詞 whichを用いた文の

形・意味・用法を理解

している。 

［技能］代名詞や疑問

詞 whichなどを用いて，

人について話される内

容を聞き取ったり，や

り取りをしたり書いた

りする技能を身に付け

ている。 

教科書のキャラクター

等，自分と相手以外の

人についてよりよく知

るために，その情報を

整理して，簡単な語句

や文を用いて，やり取

りをしたり書いたりし

ている。 

 教科書のキャラクタ

ー等、自分と相手以外

の人についてよりよく

知るために，その情報

を整理して，簡単な語

句や文を用いて，やり

取りをしたり書いたり

しようとしている。 
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月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

10 

Let’s Talk 2 

体調 

(3) 

体調不良という

場面に対応する

ために，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。 

［知識］体調をたずね

たり，体の不調を説明

したりする表現の意味

や働きを理解してい

る。 

［技能］相手の体調に

ついてたずねたり，自

分の体調について説明

したりする表現を用い

て，伝え合ったり，指

示をしたりする技能を

身に付けている。 

体調不良という場面に

対応するために，自分

の体調を伝えたり，相

手に声をかけたり，適

切に応答して指示をし

たりしている。 

体調不良という場面に

対応するために，自分

の体調を伝えたり，相

手に声をかけたり，適

切に応答して指示をし

たりしようとしてい

る。 

11 

Unit 8 

A Surprise  

Party 

(9) 

現在の状況を伝

えるために，今し

ていることに 

ついて説明した 

り，たずねたり 

することができ 

る。 

［知識］現在進行形を

用いた文の形・意味・

用法を理解している。 

［技能］今しているこ

とについて，現在進行

形などを用いて，たず

ねたり答えたり，その

状況を書いたりする技

能を身に付けている。 

現在の状況を伝えるた

めに，人が今している

ことについて，簡単な

語句や文を用いてたず

ねたり答えたりしてい

る。 

現在の状況を伝えるた

めに，人が今している

ことについて，簡単な

語句や文を用いてたず

ねたり答えたりしよう

としている。 

Unit 9 

Think  

Globally,  

Act Locally 

(6) 

世界や地域の問 

題を伝えるため 

に，したいこと 

や，する必要のあ 

ることなどにつ 

いて説明したり， 

たずねたりする 

ことができる。 

［知識］不定詞（名詞

的用法）を用いた文の

形・意味・用法を理解

している。 

［技能］行きたい国と

そこでしたいことにつ

いて，おたがいの考え

を，不定詞（名詞的用

法）などを用いてたず

ねたり答えたりする技

能を身に付けている。 

世界や地域の問題を伝

えるために，したいこ

とやする必要があるこ

とについて，自分の思

いを伝え合ったり書い

たりしている。 

世界や地域の問題を伝

えるために，したいこ

とやする必要があるこ

とについて，自分の思

いを伝え合ったり書い

たりしようとしてい

る。 

12 

Let’s Talk 3 

道案内 

(3) 

相手が目的地へ 

たどり着けるよ 

うに，徒歩での道 

順をたずねたり， 

教えたりすること 

ができる。 

［知識］徒歩での道順

をたずねたり，教えた

りする表現の意味や働

きを理解している。 

［技能］地図を見て状

況を整理し，徒歩での

道案内の表現を用い

て，道をたずねたり教

えたりする技能を身に

付けている。 

相手が目的地へたどり

着けるように，地図を

見て状況を整理し，適

切に道案内のやり取り

をしている。 

 

相手が目的地へたどり

着けるように，地図を

見て状況を整理し，適

切に道案内のやり取り

をしようとしている。 
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月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

12 

Stage  

Activity 2 

My Hero 

(4) 

好きな有名人が

どのような人か

を説明したり，好

きな有名人やあこ

がれの人について

たずねたりするこ

とができる。 

［知識］Unit 9までの

学習事項を用いた文の

形・意味・用法を理解

している。 

［技能］好きな有名人

について，Unit 9まで

の学習事項を用いて，

どんな人かを理解した

り，有名人についてた

ずねたり説明したりす

る技能を身に付けてい

る。 

好きな有名人がどのよ

うな人かを説明した

り，好きな有名人やあこ

がれの人についてたず

ねたり，紹介する文章

を書いたりしている。 

好きな有名人がどのよ

うな人かを説明した

り，好きな有名人やあこ

がれの人についてたず

ねたり，紹介する文章を

書いたりしようとして

いる。 

Let’s Read  

1 

Let’s Climb  

Mt. Fuji 

(4) 

書き手の考えを

理解して適切な

助言などができ

るように，図や表

などの情報を参考

に，書き手の考え

を読み取ることが

できる。 

［知識］図や表などの

情報をもとにした文章

の読み方を理解してい

る。 

［技能］図や表などの

情報をもとにして，ま

とまりのある文章の内

容を読み取る技能を身

に付けている。 

 

書き手の考えを理解し

て適切な助言などがで

きるように，図や表な

どの情報をもとに，ま

とまりのある文章の概

要を読み取っている。 

書き手の考えを理解し

て適切な助言などがで

きるように，図や表な

どの情報をもとに，ま

とまりのある文章の概

要を読み取ろうとして

いる。 

1 

・ 

2 

Unit 10 

Winter  

Vacation 

(9) 

冬休みの思い出 

を伝え合うため 

に，過去の出来事 

について説明した 

り，たずねたりす 

ることができる。 

 

［知識］過去形を用い

た文の形・意味・用法

を理解している。 

［技能］最近の出来事

について，自分がした

ことを，過去形などを

用いて伝え合う技能を

身に付けている。 

冬休みの思い出を伝え

合うために，過去の出

来事を，簡単な語句や

文を用いてたずねたり

答えたり書いたりして

いる。 

冬休みの思い出を伝え

合うために，過去の出

来事を，簡単な語句や

文を用いてたずねたり

答えたり書いたりしよ

うとしている。 

Unit 11 

This Year’s  

Memories 

(6) 

１年間の思い出 

を説明するため 

に，過去の状態や 

気持ち，過去のあ 

る時点にしていた 

ことについて説明 

することができ 

る。 

［知識］There is [are] 

… be動詞の過去形、過

去進行形の文の形・意

味・用法を理解してい

る。 

［技能］自分の町にあ

る施設を紹介したり、

過去の出来事や思い出

を伝え合ったり，説明

したりする技能を身に

付けている。 

１年間の思い出を説明 

するために，体験した 

ことや感じたことを， 

簡単な語句や文を用い 

て伝え合ったり，書い 

たりしている。 

１年間の思い出を説明 

するために，体験した 

ことや感じたことを， 

簡単な語句や文を用い 

て伝え合ったり，書こ 

うとしている。 

 

 

 

 

 



令和３年度年間指導計画・評価計画（外国語科）          福生第二中学校 第１学年 

月 
単元・題材名

（時数） 
目標 

評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

2 

Let’s Talk 4 

レストラン 

(3) 

レストランで食

事をすることが

できるように，レ

ストランなどで，

注文をしたり質問

に答えたりするこ

とができる。 

［知識］レストランな

どで注文をしたり質問

に答えたりする表現の

意味や働きを理解して

いる。 

［技能］レストランで

の食事の注文の際に，

注文をしたり質問に答

えたりする表現を用い

て，状況に合わせて食

事の場面の対話をする

技能を身に付けてい

る。 

レストランで食事をす

ることができるよう

に，自分が注文したい

ものを伝えたり，質問

に的確に答えたりして

いる。 

レストランで食事をす

ることができるよう

に，自分が注文したい

ものを伝えたり，質問

に的確に答えたりしよ

うとしている。 

 

3 

Stage  

Activity 3 

My Favorite  

Event This  

Year 

(3) 

自分の思い出を語

るために，思い出

に残った学校行事

について発表する

ことができる。 

［知識］Unit 11までの

学習事項を用いた文の

形・意味・用法を理解

している。 

［技能］思い出に残っ

た学校行事について，

Unit 11までの学習事項

を用いて発表する技能

を身につけている。 

自分の思い出を語るた

めに，思い出に残った

学校行事について，情

報を整理したり感想を

考えたりしながら原稿

を作成し，発表のポイ

ントを意識して話して

いる。 

自分の思い出を語るた

めに，思い出に残った

学校行事について，情

報を整理したり感想を

考えたりしながら原稿

を作成し，発表のポイ

ントを意識して話そう

としている。 

Let’s Read  

2 

City Lights 

(3) 

登場人物の心情

などを理解する

ために，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。 

［知識］時間の経過や

場面の変化を捉えた読

み方を理解している。 

［技能］時間の経過や

場面の変化を捉えた読

み方の知識をもとに，

登場人物の心情などを

読み取る技能を身につ

けている。 

登場人物の心情などを

理解するために，時間

の経過や場面の変化に

注意してまとまりのあ

る文章から成る物語を

読んでいる。 

登場人物の心情などを

理解するために，時間

の経過や場面の変化に

注意してまとまりのあ

る文章から成る物語を

読もうとしている。 

 


