
外国語

単元・題材名 小単元名 学習内容（目標）
動画

コンテンツ名
ＵＲＬ キーワード検索

３　英語でいろいろ
なことを言おう

　数字、曜日と時間割、誕生日、好き
な食べ物飲み物、できることを表す英
語を言うことができるようにしよう

NHK for Kids
https://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/?das_id
=D0005140147_00000

おうちで学ぼう
先生が選んだプレイリスト
新中１　基礎英語０
フィンランドの授業を調査せよ！

４　英語でいろいろ
なことを言おう

　数字、曜日と時間割、誕生日、好き
な食べ物飲み物、できることを表す英
語を言うことができるようにしよう

NHK for Kids
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_
g7_april.html

おうちで学ぼう
先生が選んだプレイリスト
新中１　基礎英語0
バースデーケーキを届けよ

Unit0　アル
ファベット

１　アルファベットを
声に出して読もう

　アルファベットを正しく声に出して読
むことができるようにしよう

NHK for Kids
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_
g7_april.html

おうちで学ぼう
先生が選んだプレイリスト
新中１　基礎英語０
ケリーを探せ！

Unit1 はじめ
まして

１　自己紹介をしよ
う

　自分の名前を紹介し合うことができ
るようにしよう

NHK for Kids
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_
g7_april.html

おうちで学ぼう
先生が選んだプレイリスト
新中１　基礎英語０
かっこいいニックネームをつけよ
う

Unit2　学校で
１　持ち物を説明し
よう

　近くのものや遠くのものについて話
したり、尋ねたりできるようにしよう

NHK for Kids
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_
jhs_april.html

おうちで学ぼう
先生が選んだプレイリスト
新中１　基礎英語0
絵の正体を探れ！

Unit3 私の好
きなこと

Part2　質問をしよう 　Do you～?の文構造を理解しよう
NHK for
School

https://www.nhk.or.jp/eigo/girl-
boy/?das_id=D0005140313_00000

知りたガールと学ボーイ
第13回　借り物競走対決～お土
産を貸してください～

Hi, English!～
Unit２

　英語特有の音声を聞き分け、必要な
情報を聞き取ることができるようにしよ
う

東京書籍HP
https://www.tokyo-
shoseki.co.jp/subject/english/nhlisteningcd/

東京書籍
リスニングCD
音声
Unit0～2

Unit1 はじめ
まして

○ 英語で自己紹介することができる
よう にしよう
○ 相手の自己紹介を聞いて、質問が
できるようにしよう

東京書籍HP
http://taiken.tokyo-
shoseki.co.jp/webxp/msample/c_eigoNH/ind
ex.html

東京書籍
NEW HORIZON
English Course1
文法学習　Unit1

Hi, English!～
Unit3

東京書籍HP
https://ten.tokyo-
shoseki.co.jp/ten_download/2020/202005424
1.htm

東京書籍
『NEW HORIZON』編集委員
自宅学習用の授業動画　Unit0～
3

Hi, English!

中学校１年
※　内容に関するお問い合わせは、名古屋市教育委員会
     指導室（０５２－９７２－３２３２）にご連絡ください。
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Hi, English! 3
～Unit 1

　英語特有の音声に意識しながら教
科書を読めるようにしよう

東京書籍HP
https://ten.tokyo-
shoseki.co.jp/ten_download/2020/202005425
3.htm

東京書籍
New Horizon
English Course1
ペック先生の音読教室

Unit7
○　疑問詞who,what,wichを用いた文
の構造を理解しよう

NHK for
School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005140315_00000知りたガールと学ボーイ　第15回

Unit7
○　疑問詞who,what,wichを用いた文
の構造を理解しよう

NHK for
School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangu
mi.cgi?das_id=D0005140329_00000

知りたガールと学ボーイ　第１回
地理クイズ

Unit8
○　場所や持ち主について尋ねる疑
問詞who.whose,について理解しよう

NHK for
School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangu
mi.cgi?das_id=D0005140337_00000

知りたガールと学ボーイ
めざせ！５W１H完全マスター

Unit8 ○　代名詞を理解しよう
British
Council HP

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/g
rammar/beginner-grammar/personal-
pronouns-possessives

ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens
personal pronouns, posessives

Unit9
○現在進行形の文や命令文の文の
構造を理解しよう

British
Council HP

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/g
rammar/beginner-grammar/present-
continuous

ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens
present continuous

Unit10
○　疑問詞whenを用いた文の構造を
理解しよう

British
Council HP
文法導入動

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/g
rammar/beginner-grammar/question-words

ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens, Grammar
video, Question words

Daily Scene6
○　許可を求めたり､依頼したりする表
現を理解しよう

British
Council HP
文法導入動
画

Can, could and would for invitations, offers, requests and permission | LearnEnglish Teens - British Council

ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens
Grammar Videos, Intermidiate
Can, could and would for
invitations, offers, requests and
permission

Unit11
○　一般動詞の過去形（規則変化動
詞）の文構造について理解しよう

British
Council HP
文法導入動
画

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs

ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens
Grammar, Intermidiat
past simple, regular verbs

Unit11
○　一般動詞の過去形(不規則変化
動詞)の文構造について理解しよう

British
Council HP
文法導入動
画

Past simple – irregular verbs | LearnEnglish Teens - British Council
ブリティッシュカウンシル
Learn English Teens
past simple, irregular verbs

Unit11
○　一般動詞の過去形の文構造につ
いて理解しよう

British
Council HP
文法導入動
画

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/kittys-school-day

ブリティッシュカウンシル
Learn English Kids, Grammar
video,
Kitty's school day

Unit11
○　一般動詞の過去形の文構造(疑
問文)について理解しよう

British
Council HP
文法導入動
画

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/grans-fishing-trip

ブリティッシュカウンシル
Learn English Kids, Grammar
video,
Gran's fishing trip

全単元
○英語特有の音声に意識して発音し
てみよう
○新しい文法事項を練習しよう

NHK for
School

https://www.nhk-lead.com/student/list/grade/1/month/4/
基礎英語LEAD  そのまま使える
素材集　中学１年
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