
年間指導計画(ｼﾗﾊﾞｽ) 令和２年度

・中学必修テキスト
・システム英単語　

Lesson 1 受動態

Lesson１ be動詞の文１

　 I am ～ / You are ～ / Are you ～?  I am not～  I think (that)・・・      Have you lived in this town for a long time ?

Lesson２　be動詞の文      ー Yes, I have.　／  No, I haven't.

　 This is ～ / Is that ～? / What is this ?  Lesson4　There is/are～の文・動名詞 Lesson 3 現在完了形（完了・経験）

   This is not ～　/ He is ～　/ She is ～   There is～/ There are      I have just finished lunch.

Lesson３　一般動詞の文１     I like playing ・・・      Tom has visited Nara once.

   I have ～. Do you know ～? I do not play ～

Lesson5 第２文型、第４文型の文

 　Miki looks happy. / I will give Koji a book. 

     a book that has beautiful pictures

Lesson6　 不定詞

第12章 不定詞(2)

第13章　動名詞

　taller than… / the tallest 第15章 関係代名詞(1)

  more popular than・・・/ the most popular… 第16章 関係代名詞(2)

  as big as…       I don't know why Amy  is sad 第17章 いろいろな疑問文

Let's Read 1 Dolphin Tale 第19章　接続詞

Lesson8　受動態 Let's Read 2 We Can Change Our World 第20章 前置詞

 The car is washed by… 

 現在完了形１（継続用法）

Further Reading1

  I have visited…once. / Have you ever visited…?

  Tom has just finished… / Tom has not finished … yet

英検準２級対策

読解問題・実践的問題演習

第14章　分詞

・分詞・関係詞の総整理

進学
＜ハイレベル文法事項＞ 既習範囲の復習

第９章　現在完了(1)

第10章　現在完了(2)

第11章 不定詞(1)

１・２年の復習

第１章　動詞

第２章　未来の文・助動詞

第３章　名詞・冠詞

第４章　代名詞

第５章　形容詞・副詞

第６章　比較

第７章　基本文型

第８章　受動態

夏期講習：現在完了の総整理

Lesson1　Aloha  １年の復習(一般動詞の過去形）

Lesson2　Peter Rabbit （be 動詞の過去形・過去進行形）

Lesson3　未来を表す表現

  Have you lived…?

  How long have you lived…?

　something to eat

 The car is washed… / Is the car washed…?

Lesson7　比較級

２学期範囲の復習

　現在完了形2（経験用法・完了用法）

  I have lived…

 It will be ・・・ / I am going to visit・・・

冬休み宿題：これまでの学習内容の復習

発音・アクセント・文の読み方 （２）　関係代名詞what/関係副詞

（３）　現在完了進行形・過去完了進行形

（４）　時制の一致・話法

（５）　分詞構文

（６）　仮定法

コミュニケーション過去進行形

長文総合問題

Lesson 2 現在完了形（継続）

１０ 名詞・冠詞

１１ 代名詞

Lesson 4 第5文型・形式主語構文８  助動詞(2)

９　There is[are]～.の文

７　助動詞(1)

     I have lived in this town for many years.

Lesson5 一般動詞の文3 （疑問文）

     We call the dog Pochi.

     It is important for me to read books every day.

Lesson 5 関係代名詞（主格・目的格）

     the letter that I received yesterday

３　be動詞の過去形

４　過去進行形

６　未来の文(2)＜will＞

第3章 He is ～.  Who is ～?の文

   What do you …?

まとめのテスト①

第5章 名詞・代名詞の複数形

第7章 命令文

第4章 一般動詞（1・2人称）

第6章 形容詞、副詞

・１年の復習

　　　　英語の挨拶　　単語の読みと綴り

春休み 春休みの宿題：１年間の総復習 春休みの宿題：１年間の総復習 春休みの宿題：１年間の総復習 春休みの宿題：１年間の総復習

１　規則動詞の過去形

Lesson8　現在進行形

 Koji cannot play～.

Lesson4  一般動詞の文2 / 複数形
   How many～? / 命令文 / Ｌｅｔ’ｓ～

Further Reading2

冬
休
み

冬休みの宿題：１・２学期の復習

導入　アルファベット

２　不規則動詞の過去形

読解問題

５　未来の文(1)＜be going to do＞

 Who ・・・? / Where …? / When…?

読解問題

１８　文構造（文型）

比較の総整理

２２　比較（２）

読解問題・実践的問題演習

２３　比較（３）

１３　いろいろな疑問文

夏休みの宿題：１学期の内容の復習

１５　不定詞（２）＜副詞用法＞

１６　不定詞（３）＜形容詞用法＞

１７　動名詞

チャレンジ問題（３）・読解問題（３）

１４　不定詞（１）＜名詞的用法＞

１９　接続詞

２０　形容詞・副詞

２１　比較（１）

第12章 疑問詞で始まる疑問文

1

３
学
期

第15章 規則動詞の過去形

第16章 不規則動詞の過去形

理数選抜

夏休み宿題：中学3年間のまとめ

 Tom is playing ・・・ / Is Tom playing ・・・?

第17章 be動詞の過去形

冬休みの宿題：１・２学期の復習

２５　受け身（受動態）

読解問題

Lesson 6 名詞後置修飾

     The girl playing tennis is Miki.

Lesson 7 SVO + to do、 間接疑問文

     This is a book written by Soseki.

     The country I want to visit is France.

     Tom wants me to play the piano.

２４　前置詞

 Ｍｉｋｉ　does not play ～?

 him / her 修学旅行（ホームステイ） 修学旅行（ホームステイ）

夏休みの宿題：１学期の内容の復習

12 命令文

夏休みの宿題：１学期の内容の復習 夏休みの宿題：１学期の内容の復習

夏休み宿題：中学3年間のまとめ

夏期講習：１学期の復習

備考

１．単元の進度は、理数選抜クラスと進学クラスは同じである。
2．各Lessonごとに確認テストを行う。テスト内容・到達目標はコースによって異なる。
3．状況に応じ、進度の変更または教材の変更等がありうる。

Let's Read Alice and Humpty Dumpty
Lesson9 一般動詞の過去形

（１）　知覚動詞・使役動詞 ・不定詞・動名詞の総整理

Let's Read 3 The Story of Nishikori Kei

中学校英語の総復習

2

読解問題・実践的問題演習

3

まとめのテスト⑥

12

夏
休
み

（
夏
期
講
習

）

6
第8章 会話表現

8

9

２
学
期

Lesson6　一般動詞の文4 （３人称単数) 第9章 一般動詞（3人称・単数）

　　一般動詞の文（３単現） 第10章 目的格、所有代名詞

 Miki plays ～. Does Miki play ～? 第11章 時刻、曜日

まとめのテスト④

11
 Tom is not playing・・・

まとめのテスト②

月 英語Ⅰ 英語演習Ⅰ 英語Ⅱ 英語演習Ⅱ 英語Ⅲ 英語演習Ⅲ

10

Lesson7 　助動詞can 第13章 現在進行形

 Koji can play ～ / Can Koji play ～? 第14章 canの文

まとめのテスト③

4

１
学
期

導入　アルファベットと単語

第1章 I am ～.  You are ～.の文　　　　　英文を書くときのルール

第2章 This is ～.  What is ～?の文

5

7

①英検４級以上
②８００語程度の語彙力
③学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）５８以上

①英検４級以上
②６００語程度の語彙力
③学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）５０以上

①英検３級
②１６００語程度の語彙力
③ＧＴＥＣ680点以上
④学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）６0以上

①英検３級
②１２００語程度の語彙力
③ＧＴＥＣ500点以上
④学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）５０以上

①英検準２級
②24００語程度の語彙力
③ＧＴＥＣ880点以上
④学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）偏差値６０以上

①英検準２級
②１８００語程度の語彙力
③ＧＴＥＣ700点以上
④学力推移調査（ベネッセ中高一貫模試）偏差値５０以上

学習内容・進度 学習内容・進度 学習内容・進度

NEW CROWN1 NEW CROWN3
新中学問題集

・復習・自学自習プリントまたはテキスト ・授業プリント　

自己紹介や日本文化など身近な話題から世界各国の文化や社会的な問題へと視野を広げていき、英語への興味を深め
る。

・積極的に言語活動を行い, コミュニケーションを図ろうとする姿勢を養う。また英語を通じて外国文化に対する理解を深める。
・身近な話題について, 自分の意見を表現できたり、論理的な文章が書ける。
・日常的なことがらについて語られる話の要点をつかむことができる。
・平易な英語で書かれたやや長めの英文などの内容をほぼ正確に理解することができる。

・身近な話題について, 自分の意見も含め 複数のパラグラフで表現でき、100words程度の論理的な文章が書ける。
・平易な英語で書かれた長め英文の内容を正確に理解することができる。また英語を通じて外国文化に対する理解を深める。
・基本的な語彙・基本例文を定着させる。２学期までに中学範囲の文法事項をすべて終える。

英語３（英語Ⅲ・英語演習Ⅲ） 5
使用教科書（主教材） 副教材 使用教科書（主教材） 副教材 使用教科書（主教材） 副教材

学年 科目 授業時数/週
中学１年 英語１（英語Ⅰ・英語演習Ⅰ） 5 中学２年 英語２（英語Ⅱ・英語演習Ⅱ） 5 中学３年

学年 科目 授業時数/週 学年 科目 授業時数/週

     The room is cleaned every day.

・復習・自学自習プリントまたはテキスト
・授業プリント　 ・単元サポート
・中学必修テキスト ・中学必修テキスト

理数選抜　 進学 理数選抜 進学 理数選抜 進学

・復習・自学自習プリントまたはテキスト

到達目標 到達目標 到達目標
・復習・自学自習プリントまたはテキスト

新中学問題集発展編　英語１年
NEW CROWN2
新中学問題集


