
①コミュニケーションへの関心・意欲・態度 ②外国語表現の能力 ③外国語理解の能力 ④言語や文化についての知識・理解

4 3
新聞などから情報を読み取ろうとしている。

以前の値段や友達がいた場所などの情報を伝えることができる。
新聞などに書かれた記事の概要を読み取ることができる。 be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。

3
自分がしていたことを具体的に相手に伝えようとしている。 過去のある時にしていたことを説明することができる。

相手が過去のある時にしていたことを理解することができる。
過去進行形の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 日米の学校の違いに関心を持ち，本文内容を読み取ろうとしている。 人やものがどのように見えるかを伝えることができる。
インターネット上の掲示板に書かれたメッセージを読んで，アメリカの学校
生活に関する内容を理解することができる。

「look + 形容詞」の文の形・意味・用法に関する知識を身につけている。 ・授業中の取り組み

Daily Scene 1　日記 3 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。 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。 ・定期テスト

3 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。
友達の休暇や週末の予定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。 ・小テスト

5 3
入国審査の場面などで，質問に答えようとしている。

入国審査での質問に答えることができる。 入国審査での質問を理解することができる。 ・課題提出（ノート、ワーク）

3
紹介されている観光地であるロンドンに関心を持ち，その情報を読み取ろう
としている。

ものの呼び名を伝えることができる。 観光地ロンドン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。

SVOC（C = 名詞）の文構造・用法に関する知識を身につけている。
・リスニング

3 Tool Boxなどの表現を活用して，自分の旅行の予定表を具体的に書いている。日本の名所を紹介する文をまとめることができる。
観光地オックスフォードについて書かれた紹介文を読んで，その内容を読
み取ることができる。

SVOOの文構造・用法に関する知識を身につけている。
・スピーチ

Daily Scene 2　ていねいにお願い 3 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。
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。

May I ...? やCould you ...? の使い方に関する知識を身につけている。

6 学び方コーナー１　辞書の使い方 3 辞書の使い方について理解を深める。
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。

3
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。 注意書きの内容を読み取ったり，行動の目的を聞き取ったりすることができ

る。
不定詞の目的を表す副詞的用法の形・意味・用法に関する知識を
身につけている。

3
相手が行きたい国について，積極的に質問している。

何かをする目的を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。
不定詞の形容詞的用法の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 仕事についてのインタビューを聞いて，概要を聞き取ることができる。

2

7 Presentation 1　将来の夢 6 自分の将来の夢について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。

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。

将来の夢についての友達の発表を聞いて，内容を聞き取ることができる。
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。

Let’s Read 1  The Carpenter’s Gift 6 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。

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。

2
ホームステイでのコミュニケーションの取り方について理解しようとしてい
る。

自分の意志を相手に伝えることができる。 ガイドブックを読んで，アドバイスの内容を理解することができる。 have toの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

2
家での決まりごとについて，積極的にたずね合っている。

する必要があることについて述べることができる。 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willの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 家での決まりごとについてインタビューし，その結果をまとめて発表するこ
とができる。

天気予報を聞いて，情報の要点を聞き取ることができる。
助動詞mustの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

・授業中の取り組み

3 ・定期テスト　

9 3 ・小テスト

Daily Scene 4  電話の会話 3 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。
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。

May I speak to ...? の使い方に関する知識を身につけている。

学び方コーナー２ 文の読み方 2 文を意味のまとまりによって区切りながら読む。 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。

2 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，自分の考えを伝えることができる。 広告を読んだり，対話を聞いたりして，何が説明されているかを理解するこ
とができる。

接続詞ifの形・意味・用法に関する知識を身につけている。
・リスニング　

2
身近な話題について自分の考えを伝えようとしている。

どんなときに何をするか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whenの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

・スピーチ

10 3
感想文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，話者の主張とその理由を理解することができる。
接続詞becauseの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 ニュースを聞いて，概要や要点を聞き取ることができる。

Daily Scene 5　道案内 2 乗り物での行き方をたずねたり，教えたりする。
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。
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。

2 公演ポスターの内容に興味を持ち，情報を読み取ろうとしてい
る。

部屋にあるものについて説明することができる。 公演ポスターの内容を読み取ったり，ものの所在についての説明の内容
を聞き取ったりすることができる。

There is [are] ... の肯定文の形・意味・用法に関する知識を身につけて

いる。

11 2 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。 落語についての説明を聞いたり読んだりして，落語がどのようなものか理解

することができる。
There is [are] ...の疑問文と否定文の形・意味・用法に関する知識を身に
つけている。

2
落語の海外への広まりについて読み取ろうとしている。

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。 落語の公演パンフレットを読んで，その内容を理解することができる。
動名詞（目的語）の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3
気持ちを伝えるように音読しようとしている。

部屋に何があるかについて正確に伝えることができる。 英語落語の小話を読んで，その内容を理解することができる。
動名詞（主語）の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 英語落語家へのインタビューを聞き，概要や要点を聞き取ることができる。

Daily Scene 6　詩 2 決められたルールの中で，英語で詩を書く。
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。

12 Presentation 2　　町紹介 5
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。

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。
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。

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。

Let’s Read 2
Try to Be the Only One 6 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。

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。 ・授業中の取り組み　　　　　　　　　

2 ●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。

自分の好きなものについて積極的に話したり，友達の意見に対して賛否を
述べたりしている。

2つのものを比べて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（...er），最上級（...est）の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。 ・定期テスト　

1 2 ●映画のあらすじを読んで，その内容を理解する。 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。 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。 比較級（...er），最上級（...est）の形・意味・用法に関する知識を身につけている。・小テスト

3 ●映画のあらすじの続きを読んで，その内容を理解する。 ある商品について，積極的に自分の意見とその理由を述べている。 ある商品について，資料などを用いて比較しながら説明することができる。 映画ヒットチャートのランキングを聞き，概要や要点を聞き取ることができる。better， best ... の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

3 ●映画のランキングを聞き，概要や要点を理解する。
as 原級 asの形・意味・用法に関する知識を身につけている。

2 Daily Scene 7　　買い物 4 自分の好みや要望を伝えながら買い物をする。
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。
・リスニング　

まとめと練習４　　比較表現 3 比較表現の形・意味・用法について復習し，理解を確かめる。
比較表現の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

・スピーチ

学び方コーナー３　　意見の述べ方 2 賛成・反対や自分の意見を述べる表現を理解し，適切に表現する。
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。

3
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。

世界の友達の好きなこと・ものについて関心を持って読んでいる。 スピーチ原稿を読んで，世界の友達の好きなことについて理解することが
できる。

比較表現の形・意味・用法に関する知識を身につけている。

Let’s Read 3　Cooking with the
Sun

6 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。

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。
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●ホームステイ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。㋔
●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。
●咲のホームステイでの相談とその回答を読んで，そ
の内容を理解する。

Unit 7
The Movie Dolphin Tale

Presentation 3　　好きなこと・もの 7

●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。
●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。

未来を表す表現be going toの文の形・意味・用法に関する知識を身につ

けている。

Unit 2
A Trip to the U.K.

Unit 6
Rakugo in English

Unit 5
Universal Design

Unit 4
Homestay in the United States

配当時数合計

Unit 1
A Friend in
a Sister School

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８学年】

月 単元名

・課題提出（ノート、ワーク、
スピーチ原稿）

●入国審査の質問を理解し，適切に答える。
●ロンドンについて紹介する英文を読んで，登場する
名所の名前や特徴を理解する。㋔
●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。
●搭乗案内や機内放送を聞いて，必要な情報を聞き取
る。

●職業体験に行った光太やアレックスたちは，自分の
将来について考える。
●登場人物の職業体験のレポートを読んで，その内容
を理解する。
●仕事紹介のインタビューを聞いて，その内容を聞き
取ることができる。

時
数

学習内容

Unit 3
Career Day

学校番号【１４】　東京都板橋区立上板橋第二中学校

●新聞などに書かれている過去のことについて理解する。
●過去のある時にしていたことについて伝える。
●インターネット上の掲示板に書かれたアメリカの学校生活の紹介文を読
んで，その内容を理解する。㋔
●メッセージへの返信コメントの内容を読み取ったり，感想などを述べたり
する。

●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。
●身近な話題について，考えを述べ合うことができる。
●「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。
●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。

●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。㋔
●落語の会場にあるものや，自宅の近くなどにある施設についてたずねた
り伝えたりする。
●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。
●英語落語の小話を読んで，その内容を理解したり，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。
●英語落語家へのインタビューを聞いて，必要な情報を聞き取る。

・課題提出（ノート、ワーク、
スピーチ原稿）


