
 

 LESSON 単元  ねらい  文法事項・表現  主な表現  小学校の関連学習内容 

 Hi, Friends  Lesson  単元名 主な表現 

 Pre-Lesson 

 自己紹介をしよう， 

 友達と自己紹介をしよう， 
 あいさつをしよう， 

 身に着けるもの 

 Let's Start 
 The Alphabet 
 教室で使う英語 

 こんなときはこう言おう 

 身の回りの英語 

 あいさつ 

 ●小学校で体験した外国語活動と中学 

  校での英語学習との円滑な接続を図 

  る 

 ●小学校で学んだ英語表現の確認と定 

  着を図る 

 ●自己紹介を通して中学校での英語学 

  習への動機付けを図る 

 ●小学校で体験した外国語活動と中学 

  校での英語学習との円滑な接続を図 

  る 

 ●身の回りの単語やあいさつ表現などを 

  通して，英語の音への意識付けを図る 

 ●アルファベットや簡単な単語の筆記及 

  びその音声指導を通して，英語学習 

  への意識付けを図る 

 自己紹介 

 あいさつ 

 礼を言う 

 

 

 

 学校での学習や活動 

 Hello! My name is Kato Nanami. 

 Nice to meet you. 

 How are you?  I'm fine. 

 I have a blue T-shirt, black pants. 

 alphabet 

 Thank you.  You're welcome. 

 I'm sorry.  That's all right. 

 Excuse me. 

 Here you are. 

 I have a question. 

 How do you say…in English? 

 Pardon? 

 Good morning.  Good afternoon. 

 Good evening. 

 Good-bye.  See you. 

 1  L1 

 

 

 L2 

 

 L6 

 Hello! 
   What's your name? / My name 

  is Ken. / Nice to meet you. 

 I'm happy. 
  How are you? 

 What do you want? 

 アルファベット大文字 

 2  L1  Do you have "a"? 

  アルファベット小文字 

 Lesson １ 

 好きなものは？ 

 I Like Soccer. 

 ●S+V+Oの文を用いて，自分の好き／ 

  嫌いなスポーツ，食べものを相手に正 

  しく伝えることができる 

 ●相手の好きなものについて尋ねたり， 

  適切に応答することができる 

 ●強勢や疑問文と平叙文の語尾の上げ 

  下げに関する知識を身につける 

 S＋V（一般動詞）＋O 

 （名詞）の1・2人称 

 I like soccer. 

 Do you play soccer? 

   Yes, I do. / No, I don't. 

 I don't like soccer. 

 1  L4  I like apples. 
  I like apples. 

  I don't like bananas. 

  Do you like basketball? 

  Yes, I do. /  No, I don't. 

 Word Tree 

 数字 

 ●0～100までの数字を習得し、適切 

  に運用することができる 

 数字  0～100 

 Your phone number, please. 

 Ten plus five.   Fifiteen. 

 Eighty-six minus six.  Eighty. 

 1  L3  How many? 

  One, two, three, ... twenty 

 Lesson 2 

 先生に聞いて 

 みよう 

 Pets and 

 Hobbies 

 ●単数と複数の概念を理解し，a/anや-s 

  を使い分けることができる 

 ●How about you? や What do you 

  ～? を用いて相手に尋ねたり，適切に 

  応答することができる 

 ●How many ～? を用いて数を尋ねた 

  り、適切に応答することができる 

 ●疑問詞whatとHow manyの文構造 

  や接続詞のandとbutの使い方を理 

  解する 

 名詞の複数形 

 疑問詞 what 

 How many 

 I have two dogs. 

 What do you read? 

 I read novels. 

 How many CDs do you have? 

   I have a hundred CDs. 

   I have no CDs. 

 1  L3 

 

 

 L5 

 How many? 

  How many penciles / dogs? 

  One, two, three, ... twenty 

 What do you like? 

  What do you like? 

  What animal / color / fruit do 

   you like? 

  I like rabbits / red / bananas. 

 Action! 
 指示通りに 

 動いてみよう 

 ●命令形の文を用いて，指示もしくは依 

  頼する言い方（「～してください」「～し 

  ないでください」）を身に付ける 

 命令文  Stand up. / Stand up, please. 

 Don't run. / Don't run, please. 

 2  L4  Turn right. 
  Go straight. 

  Turn right. 

 Lesson 3 

 初めまして 

 Hello, 

 Everyone. 

 ●I am ～. You are ～. を用いて，自分 

  や相手のことを表現することができる 

 ●Are you ～? を用いて，相手に尋ね 

  たり，適切に応答することができる 

 ●be動詞（am, are）の文構造や，一般 

  動詞とbe動詞の違いを理解する 

 S+V(am / are)+C(名詞) 

 S+V 

 I am Jack Smith. 

 Are you a rock fan? 

   Yes, I am.  /  No, I'm not. 

 I'm not a very good player. 

 1  L2  I'm happy. 
  I'm fine / happy. 

 Word Tree 

 １週間 

 ●曜日名を習得し，適切に運用すること 

  ができる 

 ●各曜日にすることを聞き取ったり，英 

  語で表現することができる 

 曜日 

 家庭や学校での生活・ 
 活動 

 Sunday, Monday, Tuesday, 

 Wednesday, Thursday,  Friday, 

 Saturday 

 I play the piano on Sundays. 

 1  L8  I study Japanese 

  I study math on Monday. 

  What do you study on Tuesday? 

  Sunday～Saturday 

 Chapter 1 

 Project 
 自分のことを 

 伝えよう 

 ●自分の好きなものや所属する部活動 

  などを１文ずつ書くことができる 

 ●自分のことについて，３～５文程度のま 

  とまった文章を書くことができる 

 ●書いた英語の文章をクラスの前でスピ 

  ーチとして発表する 

 ●友達の発表を聞いて理解する 

  I'm on the baseball team. 

 I'm in the art club. 

 I play the piano on Mondays. 

 1  L4  I like apples. 
  I like apples. 

  I don't like bananas. 

 Lesson 4 

 新しい友達 

 Nice to Meet 

 You 

 ●人を紹介したり，あいさつをしたり，出 

  身地を尋ねたりする表現を用いて会 

  話をすることができる 

 ●be動詞isの用法や，疑問詞whatを 

  用いた文の文構造を理解する 

 S+V(is)+C(形容詞)  Maya is my new friend. 

 Is that a baloon? 

   Yes, it is.  /  No, it isn't. 

 What is this? 

   It's a rice cracker. 

 1  L7  What's this? 

  What's this? 

  It's a piano. 

 Word Tree 

 私の気持ち 

 ●自分の気持ちや状態を表す表現を覚 

  え，活用することができる 

 自分の気持ち・状態を 

 表す表現 

 I'm happy. / sad / angry / excited/ 

 hungry / thirsty / tired / sleepy 

 1  L2  I'm happy. 
  I'm hungry / happy / sleepy / 

  fine. 

 LESSON 5 

 ホール先生の 

 家族 

 Ms. Hall’s 
 Family 

 ●３単現の-sや-esを用いて，相手にわ 

  かるように説明することができる 

 ●Does she/he ～? を用いて尋ねたり， 

  適切に応答することができる 

 ●疑問詞whoを用いて会話をすること 

  ができる 

 ●３単現と疑問詞whoを用いた文の文 

  構造や人称代名詞he/sheの使い方を 

  理解する 

 一般動詞の三人称単数 

  現在時制 

 疑問詞 who 

 My father works in a library. 

 Does your mother like swimming? 

 Yes, she does.  /  No, she doesn't. 

 My father doesn't like swimming. 

 Who is this boy? 

   That is my brother Tom. 

   

 

 

中１ 



 

 LESSON 単元  ねらい  文法事項・表現  主な表現  小学校の関連学習内容 

 Hi, Friends Lesson         単元名 主な表現 

 Action! 
 何時ですか? 

 ●What time ～? を用いて会話をするこ 

  とができる 

 ●時刻に関する表現を理解する 

 ●時差に関する知識を得る 

 時刻を尋ねる 

  What time 

 What time is it? 

   It's four thirty. 

 What time do you get up every 

                         day? 

 I get up at seven o'clock. 

 2  L6  What time do you get up?  

  I get up at seven. 

  What time do you go to bed? 

 Lesson 6 

 アメリカの 

 中学校 

 Junior High 

 School 

 in America 

 ●複数主語を用いて，相手にわかるよう 

  に説明することができる 

 ●疑問詞whereやS+V+O（代名詞）を 

  用いて，相手に尋ねたり，適切に応答 

  することができる 

 ●複数主語，疑問詞whereを用いた 

  文，S+V+O（代名詞）の文構造や代 

  名詞they, weの用法を理解する 

 ●アメリカの中学校生活を理解する 

 複数主語 

 疑問詞 where 

 S+V+O(代名詞) 

 Nana and Taku are good friends. 

 They go to Jack's house. 

 Where is your aunt's room? 

   It is near the library. 

 Where do you keep your 

 textbook? 

   In my locker. 

 Tell us about lunch time. 

 １  L8  I study Japanese. 
  外国の学校生活 

 2  L4 

 

 L5 

 Turn right. 
  Where is the school? 

 Let's go to Italy 

  Where do you want to go? 

 Talking Time 

 校舎を 

 案内しよう 

 ●道案内の場面で使われる特有の表現 

 を用いて会話をすることができる 

 道案内の表現  Excuse me. 

 Where is the library? 

   It's on the third floor. 

 Go straight. 

 Go up / down the stairs. 

 Turn right / left. 

 2  L4  Turn right. 
  Where is the school? 

  Go straight. 

  Turn right / left. 

 Chapter 2 

 Project 
 ○○さんを 

 紹介しよう 

 ●人を紹介するときの表現を習得する 

 ●人を紹介する５～６文程度のまとまっ 

  た文章を書くことができる 

 ●クラスの前で口頭発表することができ 

  る 

 ●スピーチの初めと終わりの表現を知る 

  This is Hiroto. 

 She lives in ～. 

 She is good at table tennis. 

 She is ～ years old. 

   

 Reading 

 ホール先生の 

 １日 

 ●日常生活を表す文を読んで，内容を 

  正しく理解し，時系列に並べることが 

  できる 

 ●１人称の文を３人称に書き換えることが 

  できる 

 一日の行動を表す表現  I get up . 

 I take a bath. 

 I go home by train. 

 I get dressed. 

 2  L6  What time do you get up? 

  get up / play basketball / eat 

 dinner ... 一日の行動を表す表現 

 Lesson 7 

 日本のお正月 

 New Year 

 ●can, can'tを用いて，できることとでき 

  ないことを相手に正しく伝えることがで 

  きる 

 ●canや疑問詞whenを用いて相手に 

  尋ねたり，適切に応答することができる 

 ●canや疑問詞whenを用いた文の文 

  構造を理解する 

 ●日本の伝統文化である書き初めや日 

  本とアメリカの正月の食文化について 

  理解する 

 助動詞 can 

 疑問詞 when 

 I can write some kanji. 

 I can't write any kanji. 

 Can you read this word? 

   Yes, I can. / No, I can't. 

 When do you eat special food? 

   At Thanksgiving and 

 Christmas. 

 2  L3  I can swim. 
  I can / can't swim. 

  Can you cook? 

  Yes, I can. / No, I can't. 

 Action 

 だれのもの? 

 ●疑問詞whoseを用いて会話をすること 

  ができる 

 ●疑問詞whoseと所有代名詞を用いた 

  会話を理解する 

 ●様々な独立所有代名詞を正しく理解 

  する 

 疑問詞 whose  Whose notebook is this? 

   It's mine / yours / Kenta's. 

   

 Word Tree 

 季節と月／ 

 月日の言い方 

 ●行事が行われる時期を説明する文の 

  内容について，正しく聞き取る／読み 

  取ることができる 

 ●日付の言い方や書き方，月名や序数 

  を理解する 

 月 序数 季節  In Japan, school starts in April. 

 What's the date today? 

   January 23rd. 

 When's your birthday? 

  August 22nd. 

 We have our school festival on 

 November 7th. 

 2  L2  When is your birthday? 

  When is your birtheday? 

  My birthday is March eighteenth. 

  月、序数 

 Lesson 8 

 初めての点字 

 Braille 

 ●現在進行形を用いて日常生活の行動 

  を表現することができる 

 ●現在進行形や疑問詞whichを用いて 

  尋ねたり答えたりすることができる 

 ●現在進行形と疑問詞whichを用いた 

  文の文構造を理解する 

 ●電話でよく使う表現を理解する 

 ●シャンプーボトルの刻みの意味と，点 

  字の仕組みを理解する 

 現座進行形 

 疑問詞 which 

 I am playing soccer. 

 Are you playing soccer? 

 Yes, I am. / No, I'm not. 

 Which bottle is the shampoo? 

 Which book do you want? 

   

 Talking Time 

 ファストフード 

 店で 

 ●ファストフード店の客と店員になったつ 

  もりで，買い物の会話をすることができ 

  る 

 ●ファストフード店での注文時によく使わ 

  れる語句や， How much ～? の表現 

  を理解する 

 食べ物を注文する表現  Can I have a hamburger? 

 Large or small French fries? 

 For here or to go? 

 Here you are. 

 How much is it? 

 1  L9  What would you like? 

   What would you like? 

   I'd like a hamburger. 

 Chapter 3 

 Project 
 フォトニュース 

 を作ろう 

 ●When, Who, Where, What can, What 

  isの疑問文に答える形で写真に関す 

  る文を書くことができる 

 ●それらを５～７文程度の文章にまとめ 

  ることができる 

 ●まとめた英文をフォトニュース形式にし 

  て，クラスの前で発表する 
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 LESSON 単元  ねらい  文法事項・表現  主な表現  小学校の関連学習内容 

 Hi, Friends  Lesson 単元名 主な表現 

    Action! 
    Reading 

 An All-purpose 

     Cloth 

 ●120語程度の伝統文化に関する説明 

  文を読んで，概要を把握する 

 ●風呂敷の用途や利便性を理解する 

     

 Lesson 9 

 オーストラリア 

 からの手紙 

 A letter From 

 Australia 

 ●過去形を用いて自分のことを表現した 

  り，相手に尋ねたり，適切に応答する 

  ことができる 

 ●過去形を用いた文の文構造を理解す 

  る 

 ●過去形を用いた手紙文の内容につい 

  て，正しく読み取ることができる 

 ●オーストラリアの地理，自然や動物の 

  生態を理解する 

 過去形（規則動詞、 

  不規則動詞） 
 I played basketball yesterday. 

 Did you study English yesterday? 

  Yes, I did. / No, I didn't. 

 I didn't watch TV yesterday. 

 I went to the library yesterday. 

   

 Talking Time 

 会話を 

 つなげよう 

 ●英語の言語活動を通して，会話をつ 

  なぐ表現を理解し，それを実際に活用 

  することができる 

     

 Chapter 4 

 Project 
 Show &Tellを 

 しよう 

 ●好きなものや大切なものを紹介する文 

  を書くことができる 

 ●それらを６～８文程度の文章にまとめ 

  ることができる 

 ●クラスの前で口頭発表することができ 

  る 

 ●友達の発表内容を正しく聞き取る 

     

 Reaidng 

 Who Is Joey's 

 Favorite Girl? 

 ●200語程度の物語を読んで，概要を 

  把握する 

 ●登場人物の関係性を正しく理解し，感 

  情を込めて音読することができる 

   2  L7  We are good friends. 
  日本の昔話 

 Book 1 

 Project 
 

 手紙を書こう 

 ●例を参考にしながら，外国人の先生に 

  手紙を書くことができる 

 ●英語で手紙を書くという活動を通して， 

  英文手紙の書き方を学び，これまでに 

  学んだ語彙，表現方法，文法などに 

  ついての理解と定着を深める 

 お礼の手紙（過去形） 
 封筒の書き方 
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