
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

Unit 0

Countries around the

World

3

興味のある国について紹介する5文程度のスピーチ原
稿を書いて発表できる。

・スピーチの原稿作りについて２学年までの既習の
文法や語句を使って

．興味のある国についてスピーチ原稿を書いて発
表したり，友達が紹介した国について質問したりす
ることができる。

興味ある国についての友達の発表を聞いて概要
を理解することができる。

興味のある国についてのスピーチの構成に関する
知識を身につけている。

・定期テスト

Daily Scene 1  食事の会話
3

食事の場面で，人にものをすすめたり，それに答えたり
することができる。

人にものをすすめながら，食事の場面での会話を
楽しんでいる。

食事の場面で，人にものをすすめたり，それに答
えたりすることができる。

人にものをすすめる表現Would you like ...? の使
い方に関する知識を身につけている。

Presentation 1日本文化紹
介 5

日本文化について5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たりすることができる。㋔

日本文化について，スピーチの構成を意識して発表したり，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。
また修学旅行先で外国人の方と会話を取れるよう準備をしてい
る。

日本文化について5文以上で書いて発表すること
ができる。

．世界の国の文化についてのスピーチ原稿を読ん
で，その内容を理解することができる。

受け身の形・意味・用法に関する知識を身につけ
ている。 ・課題提出

（ノート、ワーク）

・リスニング

・ライティング課題

Daily Scene 2　手紙
4

好きな人物へのファンレターを5文以上の英語で書くこ
とができる。

好きな人物に自分の気持ちを伝えようとして手紙を
書いている。

好きな人物へのファンレターを5文以上の英語で
書くことができる。

ファンレターを読んで，その内容を理解することが
できる。

手紙の構成に関する知識を身につけている。 ・課題提出
（ワークシート）

・定期テスト

Daily Scene 3　さそい
3

人をさそったり，提案したり，約束をしたりすることができ
る。

人をさそう場面での会話に積極的に取り組んでい
る。

人をさそったり，提案したり，約束をしたりすること
ができる。

相手の提案や約束の内容がわかる。 人をさそう表現の使い方に関する知識を身につけ
ている。

まとめと練習１　過去分詞
2

過去分詞の形・意味・用法について復習し，理解を確か
める。

受け身と現在完了形の動詞の形と語順に関する
知識を身につけている。

学び方コーナー１
文章のまとめ方 1

英語の文章の構成を意識し，論理的でまとまりのある文
章を書くことができる。

例を参考にして，論理的でまとまりのある文章を書
くことができる。

自分の考えを整理し，文章の構成を考えながら論
理的な文章を書く手順に関する知識を身につけて
いる。

Presentation 2　　修学旅
行

6

自分の修学旅行について5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。

修学旅行について，スピーチの構成を意識して発
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。

自分の修学旅行について5文以上で書いて発表
することができる。

世界の友達の旅行についてのスピーチ原稿を読
んで，その内容を理解することができる。

●現在完了形の形・意味・用法に関する知識を身
につけている。
●修学旅行についてのスピーチの構成に関する
知識を身につけている。

・授業中の取り組み

Let’s Read 1

A Mother’s Lullaby 7
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。

話の流れを追って読み続け，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，気持ちをこめて音読
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。 ・定期テスト

Unit 4

To Our

Future Generations 10

いざというときの身の守り方が書かれた避難訓練のプリ
ントや，東日本大震災の被災地で集めた流木で作られ
たバイオリンについて紹介する英文を読むことができ
る。

●お知らせに書かれた指示について，絵などを参
考に読み取ろうとしている。
●自分にとって簡単なことや難しいことを話そうとし
ている。
●紹介されているバイオリンについて関心を持ち，
その内容を読み取ろうとしている。

●自分にとって簡単なことや難しいことなどについ
て話すことができる。
●やり方を知っていると伝えることができる。

●指示などを読んで，すべきことについて理解す
ることができる。
●説明文を読んで，その内容を理解することがで
きる。

●「疑問詞＋to＋動詞の原形」の形・意味・用法に
関する知識を身につけている。
●「It is … （for＋（人））＋to＋動詞の原形」の形・
意味・用法に関する知識を身につけている。
●「want＋（人）＋to＋動詞の原形」の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

・小テスト

Daily Scene 4　道案内 乗りかえのあ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。

乗りかえのあ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。

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。

・課題提出
（ノート、ワーク）

Unit 5

Living with Robots

- For or Against 10

ロボットについて紹介する新聞記事を読んで，その内容
を理解することができる。

●題材内容に関心を持ち，話し手の意見に対して
賛否を考えながら読み取ろうとしている。
●自分の知っている表現やジェスチャーを利用し
て，積極的に議論に参加している。

●あることを知っているかどうかなどについて述べ
ることができる。
●相手の意見を受けて自分の考えとその理由を述
べながら，議論をすることができる。

●人やものについて説明す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。
●議論を読んで，その内容を理解することができ
る。

●ロボットの進化と普及の利点と問題点に関する
知識を身につけている。
●名詞を後ろから修飾する現在分詞や過去分詞
の形・意味・用法に関する知識を身につけている。
●間接疑問文の形・意味・用法に関する知識を身
につけている。

・リスニング

Daily Scene 5　　電話の
会話

3
電話での応答で，かけ直しを申し出たり，伝言をたのん
だりすることができる。㋔

かけ直し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，かけ直しを申し出たり，伝言をた
のんだりすることができる。

電話の場面で，相手の申し出や伝言の内容を理
解することができる。

かけ直しを申し出たり伝言をたのんだりする表現の
使い方に関する知識を身につけている。 ・スピーチ

Unit 6

Striving for

a Better World 10

アウンサンスーチーの個人的側面に関するインターネッ
トの記事を読んで，その内容を理解することができる。㋔

●人やものについて詳しい情報を加えて説明しよ
うとしている。
●アウンサンスーチーの政治的側面・個人的側面
について関心を持ち，内容を読み取ろうとしてい
る。

人やものについて詳しい情報を加えて説明するこ
とができる。

●インターネットの記事を読んで，その内容を理解
することができる。
●人物に関する発表を聞いて，概要や要点を聞き
取ることができる。

●接触節の形・意味・用法に関する知識を身につ
けている。
●関係代名詞whoの形・意味・用法に関する知識
を身につけている。
●関係代名詞that [which]（主格）の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

・課題提出
（ノート、ワーク）
・定期テスト

Daily Scene 6　　レポー
ト 4

決められたテーマについて賛成・反対の立場を明らか
にし，理由を述べながら，まとまりのあるレポートを5文以
上の英語で書くことができる。

決められたテーマについて賛成・反対の立場を明
らかにし，理由を述べながら，まとまりのあるレポー
トを5文以上で書くことができる。

まとめと練習２　後置修飾
3

後置修飾の形・意味・用法について復習し，理解を確か
める。

語句や文による名詞の後置修飾の形・意味・用法
に関する知識を身につけている。

学び方コーナー２
5つの文構造 1

5つの文構造の形・意味・用法について復習し，理解を
確かめる。

5つの文構造とそれによる分類に関する知識を身
につけている。

Presentation 3　中学校生
活 6

自分の中学校生活について5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。

自分の中学校生活について，スピーチの構成を意
識して発表したり，質問したり意見を述べたりして
いる。

中学校でこれまで取り組んできたこと，これからした
いことについて5文以上で書いて発表することがで
きる。

中学校生活についての友達の発表を聞いて，そ
の内容を聞き取ることができる。

中学校生活についてのスピーチの構成に関する
知識を身につけている。 ・定期テスト

Let’s Read 2　　The

Green Door 7

物語を読んで，場面の変化や主な内容を読み取った
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。

物語を味わい，自分の感想を伝えようとしている。 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。 ・模試演習結果

Let’s Read 3

An Artist in the Arctic 7

伝記を読んで，人物の生き方や思いを時系列に沿って
整理しながら読み取ったり，自分の感想を添えながら本
文の要約をしたりすることができる。

伝記の内容について自分なりに考えながら，読み
進めようとしている。

人物の伝記を読んで，時系列に沿って整理し，人
物の生き方や思いなどを読み取ることができる。 ・課題提出

（ノート、ワーク）

2
都立入試対策

15
東京都立入試に向けた入試演習をおこない、苦手な分
野を復習することができる。

自分の定着していないポイントを結果から見取り、
最後まであきらめずに復習することができる。

物語や短い会話を読み、問題に正確に答えること
ができる。

140

●ドキュメンタリー映像のナレーションを読んで，そ
の内容を理解することができる。
●フェアトレードに関するメールを読んで，その内
容を理解することができる。
●地図やグラフを参考にしながら対話を聞いて，
概要や要点を聞き取ることができる。

●現在完了形（経験・完了用法）の形・意味・用法
に関する知識を身につけている。
●不定詞の用法に関する知識を身につけている。
●ガーナのカカオ農園の現状とフェアトレードの意
義に関する知識を身につけている。

4

5

6

7
10

Unit 3　　Fair Trade

Event

途上国で作られた作物や製品を適正価格で取り引きす
るフェアトレードの仕組みを学び、それについての自分
の考えを発信することができる。㋔

●友達の経験について積極的にインタビューした
り，発表したりしている。
●ガーナのカカオ農園の現状に関心を持ち，本文
内容を読み取ろうとしている。

●相手が経験したことをたずねたり，自分の経験を
話したりすることができる。
●ある行動をすでにし終えているかどうかについて
述べることができる。
●友達のこれまでの経験についてインタビューを
し，その結果を発表することができる。

●ある場所に住んでいる期間などについて，たず
ねたり答えたりすることができる。
●知人やペットについて友達と対話をし，聞いた
情報をまとめることができる。

学校番号【１４】　東京都板橋区立上板橋第二中学校

●現在完了形（継続用法）の用法に関する知識を
身につけている。
●アマゾンの熱帯雨林の環境問題に関する知識
を身につけている。

Unit 1

Pop Culture Then and

Now

10
伝統・文化：光太は，浮世絵が西洋画家に与えた影響
や，現代の日本文化について調べます。

話題になっているものについて，積極的に相手に
質問したり情報を伝えたりして，会話を続けようとし
ている。

あるものについて，それがどのようなものかを説明
することができる。

雑誌の記事を読んで，その内容を理解することが
できる。

受け身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。

10

　　英語科年間指導計画・評価規準 【第9学年】

●海外の友達の自己紹介のスピーチから，どんな
人かを理解しようとしている。
●知人やペットについて，積極的に紹介したり，た
ずねたりしている。

・授業中の取り組み

評価方法・資料等
各単元の観点別評価規準

●友達の自己紹介のスピーチを聞いて，あること
がいつから続いているかなど，内容を理解すること
ができる。

配当時数合計

月 単元名 時数 学習内容

9

Unit 2

From the Other Side

of the Earth

友達の自己紹介のスピーチを聞いて，あることがいつか
ら続いているかを聞き取ることができる。

11

12

1

10


