
 

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

 Hi, Friends Lesson  単元名 主な表現 

 Pre-Lesson 

 Spring 

 Vacation 

 ●スピーチを中心とした４技能に関わる 

   英語の言語活動を通して，１年で学習 

  した基礎事項を復習する 

 ●春休みまたは最近の自分の体験を３ 

  ～４文程度の文章にまとめることがで 

  きる 

 ●それらをクラスの前で発表することがで 

  きる 

 一般動詞の過去形 

 

 疑問詞 

 I went to Ehime. 

 Did you go there by train? 

 What did you eat there? 

   

 LESSON 1 

 Japanese 

 Sports 

 ●過去形（be動詞）やS+V（≠be）+C 

  の文を用いて，適切に表現したり，応 

  答することができる 

 ●過去形（be動詞）やS+V（≠be）+C 

  の文構造を理解する 

 ●相撲や柔道などを取り上げて，日本文 

  化と世界の異なる文化との関わりにつ 

  いて考える 

 過去形 

 (be動詞) 

 

 

 S+V(be動詞以外)+C 

 (形容詞) 

 I was happy. 

 Maya and Taku were tired. 

 Were you sleepy? 

 -Yes, I was. / No, I wasn't. 

 You look strong. 

 You look like a champion. 

 2  L2  I'm happy. 
  ジェスチャー 

  (Good luck! / Come here. / 

   I don't know. / Good!) 

 Word Tree 

 家族、親類 

 ●家族や親類関係を表す語彙を習得 

  し，適切に運用することができる 

 家族・親類を表す語句  My father is Toru. 

 I have a brother. 

   

 Word Tree 

 辞書を 

 使ってみよう 

 ●英和辞書の基本的な使い方を理解す 

  る 

 ●辞書を引くことに慣れる 

     

 LESSON 2 

 Gestures 

 ●過去進行形や接続詞when, thatを用 

  いて，適切に表現したり，応答すること 

  ができる 

 ●過去進行形，接続詞when, thatを用 

  いた複文の文構造を理解する 

 ●同じ動作でも国によって意味が異なる 

  場合があるなど，ジェスチャーと文化 

  の多様性を理解する 

 過去進行形 

 

 

 複文 

 (接続詞 when) 

 

 

 S+V+O 

 (that節) 

 I was watching TV at 8:30. 

 Were you watching TV at 8:30? 

 -Yes, I was. / No, I wasn't. 

 When Jack called me, 

                 I was sleeping. 

 I was sleeping 

            when Jack called me. 

 I think (that) gestures are 

 important for communication. 

   

 Action! 
 どこに 

 何がある？ 

 ●There is/are ～. を用いて存在を表現 

  したり，その疑問文で存在を尋ねたり， 

  適切に応答することができる 

 ●There is/are ～. やその疑問文，また 

  その答えの文構造を理解する 

 There+be動詞+～  There is a pencil on the desk. 

 There are two pictures on the 

   wall. 

 Is there a clock on the desk? 

 - Yes, there is. / No, there isn't. 

   

 Chapter 1 

 Project 
 日記を書こう 

 ●例文を参考にして，必要な分量の日 

  記を，構成を考えながら過去形を用い 

  て書くことができる 

 ●日付など日記の書き方の知識を得る 

 一般動詞の過去形 

 be動詞の過去形 

 I got up at seven. 

 It was fun! 

 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 3 

 Flight 
 to the U.K. 

 ●willやbe going toを用いて，適切に 

  表現したり，応答することができる 

 ●willやbe going toを用いて，今後の 

  予定を読む／書くことができる 

 ●willやbe going toを用いた未来表 

  現の文構造を理解する 

 ●入国カードや入国審査など，海外旅 

  行に関する知識を得る 

 will 

 

 

 

 

 be going to 

 We will arrive at 9:50. 

 We will serve dinner. 

 Will we arrive at 9:15? 

  -Yes, we will. / No, we won't. 

 I won't have dinner. 

 I'm going to stay at my aunt's 

   house. 

 I'm not going to stay at a hotel. 

 Are you going to stay in London? 

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

   

 Word Tree 

 天気 

 ●天気や寒暖を表す語を用いて，国内 

  外の都市の天気について会話をする 

  ことができる 

 ●天候や寒暖を表す表現を習得し，運 

  用することができる 

 天候・寒暖などを表すit  It's sunny. 

 How's the weather? 

   

 LESSON 4 

 Taku 

 in the U.K. 

 ●Will you ～?，Shall I ～?，May I 

  ～?，Shall we ～?， mustやhave to 

  を用いて，適切に表現したり，応答す 

  ることができる 

 ●助動詞表現を用いた文の文構造を理 

  解する 

 ●食事，買い物，旅行という場面に応じ 

  て会話をすることができる 

 ●イギリスの料理やエジンバラ・フェステ 

  ィバル，ロンドンの交通機関に関する 

  知識を得る 

 依頼の表現 

 

 申し出の表現 

 

 許可の表現 

 

 have to / must 

 Will you explain this, please? 

   - Sure. / Sorry, I can't. 

 Shall I bring tea? 

  - Yes, please. / No, thank you. 

 May I try it on? 

  - Sure. / Sorry, you can't.       . 

 We have to leave early tomorrow 

   morning. 

 You must go to bed now. 

 Do you have to work this 

   weekend? 

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

 I don't have to work this weekend. 

 2  L9  What would you like? 

  What would you like? 

  I'd like a hamburger. 

 Talking Time 

 道案内 

 ●go alongやturn leftなど，道案内の 

  場面特有の表現を用いて道案内をす 

  ることができる 

 道案内の時に用いる表 

 現 

 How can I get to the bank? 

 I'm looking for a bank. 

 Is there a bank near here? 

 Go along this street. 

 Turn left at the corner. 

 The bank is on your right. 

 The hospital is next to the bank. 

 The park is across from the bank. 

 2  L4  Turn right. 
  Where is the station? 

  Go straight. 

  Turn right. / left. 

中２ 
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 Pre-Lesson 

 Chapter 2 

 Project 
 名画が 

 しゃべる!? 

 ●名画の人物が言いそうなことを想像し 

  て，せりふを英語で書くことができる 

 ●名画の人物の心情を想像しながらスキ 

  ットを作ることができる 

 ●作ったスキットを感情豊かに演じること 

  ができる 

 未来表現  (I'm going to clean my house.) 

 (I will read this book again 

 tomorrow.) 

   

 Reading 1 

 Universal 
 Design 

 ●140語程度のユニバーサルデザイン 

  に関する説明文を読んで，概要を把 

  握する 

 ●ユニバーサルデザインに対する知識・理 

  解を深める 

     

 LESSON 5 

 Career 
 Experience 

 ●to不定詞を用いて，適切に表現した 

  り，相手に尋ねたり，適切に応答する 

  ことができる 

 ●to不定詞の3用法（名詞，副詞，形 

  容詞）の文構造を理解する 

 ●現在のロボット技術でどのようなことが 

  できるのかを理解する 

 to 不定詞 

  (名詞、副詞、形容詞と 

 しての用法) 

 I like to use computres. 

 They went to a showroom 

  to see robots. 

 I have many pictures to show. 

 2  L6 

 

 L8 

 I want to go to Italy. 
   I want to go to Italy. / Let's go. 

 What do you want to be?  

   I want to be a singer. 

   What do you want to be? 

 LESSON 6 

 The 3Rs 

 in Germany 

 and Japan 

 ●動名詞やS+V+O+Oの文を用いて，適 

  切に表現したり，相手に尋ねたり，適切に 

  応答することができる 

 ●疑問詞whyを用いて相手に尋ねた 

  り，becauseを用いて適切に応答する 

  ことができる 

 ●動名詞やS+V+O+O，疑問詞whyを 

  用いた疑問文とその答え方の文構造 

  を理解する 

 ●環境問題についてのドイツと日本の取 

  り組みを通して，その社会的な意義に 

  ついて理解する 

 動名詞 

 S+V+O+O 

 疑問詞 why 

 I enjoy learning about Japan. 

 I'll show you some examples. 

 Why did Taku go to the U.K? 

 -Because he wanted to see his 

   aunt. 

   

 Talking Time 

 電話で 

 おしゃべり 

 ●May I speak to ～?, Hold on just a 

  minute. など，電話での応答の場面特 

  有の表現を用いて会話をすることがで 

  きる 

 電話の取り次ぎを頼む 

 ときの表現 

 This is Meg. 

 May I speak to Peter? 

 Hold on just a minute. 

 Is Peter there (,please)? 

 I think you have the wrong 

   number. 

   

 Chapter 3 

 Project 
 将来の夢 

 ●自分の将来の夢と，志望理由を書くこ 

  とができる 

 ●将来の夢や志望理由に具体的な体験 

  を肉付けしながら，５～７文の文章にま 

  とめることができる 

 ●クラスの前で口頭発表をすることがで 

  きる 

  I want to be a confectioner. 

 I want to help sick people. 

 I hope that everyone will love my 

  sweets. 

 2  L8  What do you want to be?  

   I want to be a singer. 

   What do you want to be? 

 Reading 

 Red Demon 

 and 

  Blue Demon 

 ●260語程度の物語を読んで，概要を 

  把握する 

 ●once upon a timeから始まり，one day 

  やthenなど時間の経過を表す言葉を 

  正しく読み取ることができる 

 ●登場人物の心情を理解し，感情を込 

  めて音読することができる 

 ●登場人物へ２～４文程度の手紙を書くこ 

  とができる 

   2  L7  We are good friends. 
  日本の童話 

 LESSON 7 

 World Heritage 

 Site 

 ●形容詞の比較級と最上級を用いて表 

  現したり，相手に尋ねたり，適切に応 

  答することができる 

 ●形容詞の比較級と最上級の文構造を 

  理解する 

 ●世界遺産に関する知識・理解を深める 

 形容詞の比較級と最上 

 級 

 Your computer is newer than 

   mine. 

 Mt.Fuji is the highest moutain in 

   Japan. 

 This book is more interesting than 

   that one. 

 This book is the most interesting 

  of the five. 

   

 LESSON 8 

 Manga, Anime 

 and Movies 

 ●同等比較（as ～ as），副詞の比較級 

  と最上級，接続詞ifを用いて表現し 

  たり，相手に尋ねたり，適切に応答す 

  ることができる 

 ●同等比較（as ～ as），副詞の比較級 

  と最上級，接続詞ifを用いた複文の 

  文構造を理解する 

 ●日本の漫画・アニメ・映画が，日本の 

  みならず世界に影響を与えている事 

  実から，日本文化への理解を深める 

 同等比較 

 

 副詞の比較級と最上級 

 

 

 

 複文 (接続詞 if) 

 Maya is as old as Taku. 

 Maya can run as fast as Taku. 

 Jack sings better than Taku. 

 Ajit can run faster than Maya. 

 Jack sings the best in his class. 

 Ajit can run the fastest in his class. 

 If we leave now, we'll arrive there 

   by noon. 

 We'll arrive there by noon if we 

   leave now. 

   

 Word Tree 

 病気・けが 

 ●自分の体調を表現することができる 

 ●体調不良を示す表現や，不調を訴え 

  る場面特有の表現を理解する 

 痛みや体調不良を訴え 

 る表現 

 I have a fever / cold / headache / 

  toothache. 

 My eye is itchy. 

 My leg hurts. 

 My nose is running. 

   

   

中２ 



 

 

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

 Hi, Friends Lesson  単元名 主な表現 

 Talking Time 

 体調を尋ねる 

 ●相手に体調を尋ねたり，適切に応答 

  することができる 

 ●体調の悪い人に対して適切な助言を 

  することができる 

 体調を尋ねる表現  You don't look well. 

 What's wrong? 

 You should see a doctor. 

 I need something for a cold. 

 Take this medicine after lunch 

   meal. 

 Are you all right? 

 You should rest. 

 Take care. 

 I have (a) pain here. 

 You should see a dentist. 

 My leg still hurts. 

   

 Chapter 4 

 Project 
 私の宝物 

 ●大切なものを紹介する文を書くことが 

  できる 

 ●話し始めや終りの言葉など，Show & 

  Tellの要領を理解しながら１０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をすることがで 

  きる 

  My grandmother gave me this 

   mirror last fall. 

 I'm going to show you my 

   treasure. 

   

 Reading 2 

 Mother Teresa 

 ●350語程度の伝記を読んで，概要を 

  把握する 

 ●in timeやone day，then，at the age 

  ofなど時間を表す言葉を正しく読み 

  取り，マザー・テレサの生涯の出来事 

  を時系列に並べることができる 

 ●強勢や抑揚に気をつけながら音読す 

  ることができる 

     

 Book 2 

 Project 
 自分の町を 

 紹介しよう 

 ●辞書などを活用し，誤りを恐れず町を 

  紹介する文を作ろうとする 

 ●例文を参考にしながら，グループで町 

  を紹介する文章を書くことができる 

 ●紹介する町の名所や名産品，食文 

  化，行事などについて理解を深める 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中２ 


