
① 　関心・意欲・態度 ② 　表現 ③ 　理解 ④ 　知識・理解

Hi, English! 積極的に英語であいさつをしようとしている。 時間帯に応じたあいさつのやり取りができる。

○小学校英語のふり返り

Unit 0 ・授業中の取り組み

アルファベット ・定期テスト

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。 ・小テスト

Unit 1 相手に興味を持ち積極的に質問しようとしている。相手の名前や部活動をたずねることができる。 ・課題提出（ノート、ワーク）

はじめまして ●自分の名前を紹介する 相手の出身地をたずねることができる。 対話を聞いて，出身地などを聞き取ることができる。 ・リスニング

●相手の名前や部活動を確認する ・スピーチ

●相手の出身地をたずねる

Unit 2
●英文を書くときのルールを理解し，正しく書
く

持ち物について説明することができる。

学校で

知人を別の知人に紹介しようとしている。

持ち物について積極的に説明しようとしている。知人を別の知人に紹介することができる。

Unit 3 自分の好きなことなどを話すことができる。 ・授業中の取り組み　　　　　　　　　

わたしの好きなこと ・定期テスト　

・小テスト

Unit 4 ホームパーティー

・リスニング　

・スピーチ

自己紹介

Unit 5  学校の文化祭

Unit 6 ●友達や家族などについて紹介する
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話すことができ
る。

オーストラリアの兄

Unit 7 知らない人についてたずねることができる。

ブラジルから来たサッカーコー
チ

●時刻をたずねたり，時刻を伝えたりする 時刻についてたずねることができる。

Unit 8 持ち主がだれかをたずねることができる。 ・授業中の取り組み　　　　　　　　　

イギリスの本 ・定期テスト　

・小テスト

Unit 9 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話すことができる。

チャイナタウンへ行こう ・リスニング　

・スピーチ
掲示や看板の表す意味を理解しようとしてい
る。

Unit 10　あこがれのボストン ●できるかどうかをたずねたり，答えたりする㋔

●いつできるかをたずねたり，答えたりする　㋔

●身近な人に許可を求めたり，依頼したりする㋔
できることやできないことについて，積極的に
たずねようとしている。

いつできるかをたずねることができる。
対話を聞いて，いつできるかを聞き取ることが
できる。

canを用いた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。

2 Unit 11　　思い出の一年 11
●過去に体験したことについて話したり，書い
たりする

過去に体験したことについて積極的に伝えよう
としている。

過去に体験したことについて話したり書いたり
することができる。

過去に体験したことについて聞いたり読んだり
して，その内容を理解することができる。

規則動詞の過去形を用いた文（肯定文）の形・
意味・用法に関する知識を身につけている。

3
Presentation 3 思い出の出来

事
5

●自分の思い出について3文以上の英文を書い
て発表する

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。

配当時数合計 140

I like [play] .... の文の形・意味・用法に関する
知識を身につけている。

Do you ...? の文とその答え方・意味・用法に関
する知識を身につけている。

7

6

○日常生活：インドからの転校生
ディーパが自己紹介をします。

9

This [That] is ....の文の形・意味・用法に関す
る知識を身につけている。

5

●自分の好きなことなどの情報を含めて，簡単
な自己紹介をする 　㋔

●アルファベットの大文字・小文字をブロック
体で正しく書き，それが含まれる単語も書く。

11

教室で使われる先生の英語の指示を理解
することができる。

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。

アルファベットの文字とそれが含まれる単語を
聞き取ることができる。

相手に興味を持ち，積極的に質問したり，答え
たりしようとしている。

●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

9

11

●相手に何かを禁止したり，注意を促したりす
る

●自分と相手以外の人が「…しない」というこ
とを説明する

4

8
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14

10

○学校生活：新学期，ALTのベー
カー先生と出会います。

○学校生活：咲はベーカー先生と
校内を歩きます。

●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。

●アルファベットの「名前」と「音」を理解
し，声に出して単語を読み上げる。
●オリンピック参加国の英語読みを知る。

○異文化理解，伝統・文化：咲は
冬休みに家族とボストンへ旅行に
出かけました。ベーカー先生の友
人の案内で，観光名所をめぐりま
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12
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○異文化理解：光太は，サッカー
チームのコーチであるパウロから
ブラジルの話を聞きます。

○異文化理解：ベーカー先生の弟
が働く中国料理店に訪れた咲た
ち。チャイナタウンでさまざまな
中国文化に出会います。

●近くにあるものや遠くにあるものがだれの持
ち物であるかを説明する

●近くにあるものや遠くにあるものについてた
ずねたり，答えたりする

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。

I am .... の文の形・意味・用法に関する知識を
身につけている。

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。

自己紹介を聞いて，その内容を聞き取ることが
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。

Is this [that] ...? の文とその答え方・意味・用
法に関する知識を身につけている。

評価方法・資料等
各単元の観点別評価規準

　　英語科年間指導計画・評価規準 【第７学年】

月 単元名
時
数

学習内容

学校番号【１４】　東京都板橋区立上板橋第二中学校

●知らない人がだれなのかをたずねたり，質問
に対して答える。　㋔

●「どちらが…か？」ということをたずねた
り，質問に答えたりする

○異文化理解：光太たちは，イギ
リスに住む光太の姉や彼女の友人
とインターネット電話で話しま
す。

●人や物語の主人公などについて，「彼を」
「彼女を」などと言いかえながら対話を続ける

●店でほしいものを注文したり，支払いのやり
取りをしたりする

店でほしいものを注文したり，支払いのやり取
りをしたりすることができる。

他の人が持っているものの数をたずねたり，自
分が持っているものの数を答えたりする

○異文化理解：文化祭で，咲は兄
の春樹についてスピーチ発表しま
す。

○日常生活：ベーカー先生宅で
ホームパーティーが開かれます。

10

●今していることについてたずねたり，答えた
りする　㋔

近くのものや遠くのものが何かを積極的にたず
ねたり，答えたりしている。

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，持ち主がだれかを聞き取ること
ができる。

対話を聞いて，近くのものや遠くのものが何か
を聞き取ることができる。

友達を紹介する対話を聞いて，どんな人かを聞
き取ることができる。

●だれの持ち物なのかをたずねたり，答えたり
する　㋔

●自分が知らないものについて，何かをたずね
たり，たずねられたものについて答えたりする

●自分と相手以外の人についてたずねたり，答
えたりする　㋔

●料理の味や教科のおもしろさなどについて感
想を言う㋔

10

相手が習慣的にすることを積極的にたずねた
り，答えたりしようとしている。

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。

自分が好きなことなどを積極的に話そうとして
いる。

自己紹介を聞いて，その内容を聞き取ることが
できる。

対話を聞いて，習慣的にしていることを聞き取
ることができる

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。

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質問をして対話を続け
ようとしている。

買い物での対話を聞いて，その内容を聞き
取ることができる。

名詞の複数形の意味・用法に関する知識を
身につけている。

対話を聞いて，持ち物の数などの情報を聞
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。

対話を聞いて，何について話されているかを
聞き取ることができる。

What is ...? 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。

料理の味や教科のおもしろさなどについて，積
極的に自分の感想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
たりしようとしている。

自分が知らないもの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。

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。

話を聞いて，相手がどう感じているかを聞き取
ることができる。

話し手の友達や家族についての紹介を聞いて，
その情報を聞き取ることができる。

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肯定文の形・意味・用法に
関する知識を身につけている。

三人称単数現在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。

買い物での注文や支払いのやり取りができる。

自分と相手以外の人の情報を伝えようとしてい
る。

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。

時刻について積極的に質問をして対話を続けよ
うとしている。

ある人についての対話を聞いて，その人の情報
を聞き取ることができる。

世界の各都市の時刻についての対話を聞いて，
そこの時刻を聞き取ることができる。

be動詞＋補語（形容詞）の肯定文と否定文の
形・意味・用法に関する知識を身につけてい
る。

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。

積極的に質問をしてどこにあるかを知ろうとし
ている。

話題に上っている人について，積極的に対話を
続けようとしている。

目の前の状況について積極的にたずねようとし
ている。

自分と相手以外の人について対話を続けること
ができる。

今していることについてたずねることができ
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。

対話を聞いて，だれが何をしているのかを聞き
取ることができる。

今していること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。

Who ...? 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。

What time ...? 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。

Whose ...? 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。

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。

現在進行形の文（肯定文）の形・意味・用法に
関する知識を身につけている。

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。

○異文化理解：文化祭で，インド
のカレーや世界の朝食の文化につ
いて理解を深めるとともに、オリ
ンピックの参加国についても関心
を持つ。

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。

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。

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。

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

・課題提出（ノート、ワーク、
スピーチ原稿）

・課題提出（ノート、ワーク、
スピーチ原稿）

自分と相手以外の人についての対話を聞いて，
その人についての情報を聞き取ることができ
る。

持ち主がだれであるかを聞き取ることができ
る。


