
年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ コミュニケーション英語Ⅰ ）　　対象 ： （　第 １ 学年　）

教科担当者 ： （ A, BC,DE,FG 組 ： 阿部 智宏 ㊞　　BC,DE,FG 組 ： 木村 愛美 ㊞　　A,BC,FG 組 ： 奥原 玄野 ㊞　　DE組 ： 八巻 慎吾 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 LANDMARK Fit English communication １ 」 （ 啓林館 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 コミュニケーション英語Ⅰ 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験、パフォーマンステストを総合的に評価する

２月
Lesson 5 part 2-3

リーディングテスト

・英語圏の若者が用いる新種の言語について理解する。
・新種の言語の作り方を理解する。
・新種の言語が使われる理由を理解する。
・新種の言語がもたらす影響について理解する。
・新種の言語について意見交換する。
<文法事項>
関係代名詞(主格・目的格)，間接疑問文，It ～ thatの形式主語構文について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

１月
Lesson 5 part 1

英単語テスト

・英語圏の若者が用いる新種の言語について理解する。
・新種の言語の作り方を理解する。
・新種の言語が使われる理由を理解する。
・新種の言語がもたらす影響について理解する。
・新種の言語について意見交換する。
<文法事項>
関係代名詞(主格・目的格)，間接疑問文，It ～ thatの形式主語構文について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書
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３月
Lesson 5
学年末考査

・英語圏の若者が用いる新種の言語について理解する。
・新種の言語の作り方を理解する。
・新種の言語が使われる理由を理解する。
・新種の言語がもたらす影響について理解する。
・新種の言語について意見交換する。
<文法事項>
関係代名詞(主格・目的格)，間接疑問文，It ～ thatの形式主語構文について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

12月
Lesson 4
期末考査

・ゴリラと人間との類似性を理解する。
・ゴリラが平和的に争いを回避する方法を理解する。
・ゴリラの絶滅とスマートフォンとの関係について理解する。
・コミュニケーションスタイルや絶滅危惧種などについて意見交換する。
<文法事項>
不定詞(副詞的用法・形容詞的用法)，It ～ to不定詞の形式主語構文について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

10月

Lesson 3 part 2-3

英単語テスト第3回
中間考査

・日本の制服事情を理解する。
・海外の制服について理解する。
・6か国の高校の制服採用率と制服に対する意見の違いを理解する。
・制服について意見交換をする。
<文法事項>
不定詞(名詞的用法)，原級を使った比較，比較級・最上級を使った比較について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

９月
Lesson 3 part 1

スピーキングテスト

・日本の制服事情を理解する。
・海外の制服について理解する。
・6か国の高校の制服採用率と制服に対する意見の違いを理解する。
・制服について意見交換をする。
<文法事項>
不定詞(名詞的用法)，原級を使った比較，比較級・最上級を使った比較について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書
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11月
Lesson 4 part 1-3

リーディングテスト

・ゴリラと人間との類似性を理解する。
・ゴリラが平和的に争いを回避する方法を理解する。
・ゴリラの絶滅とスマートフォンとの関係について理解する。
・コミュニケーションスタイルや絶滅危惧種などについて意見交換する。
<文法事項>
不定詞(副詞的用法・形容詞的用法)，It ～ to不定詞の形式主語構文について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

６月

Lesson 2 part 1-3

英単語テスト第２回
リーディングテスト

・カレーのルーツとイギリスで普及した経緯を理解する。
・明治時代にカレーが日本中に普及した経緯を理解する。
・日本発のカレー関連食品の世界への広がりを理解する。
・カレーなどの食べ物について意見交換をする。
<文法事項>
動名詞，現在完了形(継続・経験・完了)について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

５月

Lesson 1 part 2-3

英単語テスト第1回
中間考査

・血液型に対する日本人と外国人の関心の違いを理解する。
・日本人が血液型に関心を持つ2つの理由を理解する。
・血液型と性格についての科学者の意見を理解する。
・血液型と性格の関連について意見交換する。
<文法事項>
進行形，助動詞，受動態について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

４月
Lesson 1 part 1

スピーキングテスト

・血液型に対する日本人と外国人の関心の違いを理解する。
・日本人が血液型に関心を持つ2つの理由を理解する。
・血液型と性格についての科学者の意見を理解する。
・血液型と性格の関連について意見交換する。
<文法事項>
進行形，助動詞，受動態について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書
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７月
Lesson 2
期末考査

・カレーのルーツとイギリスで普及した経緯を理解する。
・明治時代にカレーが日本中に普及した経緯を理解する。
・日本発のカレー関連食品の世界への広がりを理解する。
・カレーなどの食べ物について意見交換をする。
<文法事項>
動名詞，現在完了形(継続・経験・完了)について理解する。

教科書、ワーク、予習完成ノート、
チャンクで英単語、夢をかなえるリス
ニング、辞書

単位数 ： ３



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語表現Ⅰ ）　　対象 ： （　第 １ 学年　）

教科担当者 ： （ E,G組 ： 阿部 智宏 ㊞　　C,F組 ： 奥原 玄野 ㊞　　A,B,D組：木村 愛美 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 Vivid English Expression I NEW EDITION 」 （ 第一学習社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 英語表現Ⅰ 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験

２月
■Lesson20 Events in My Town
■Lesson21 I Have a Foreign Friend
■Lesson22 My Future Dream

■最上級，最上級の意味を表す比較表現を用いて文を作ることができる。｢地域の行事｣の場面をふまえて
コミュニケーション活動ができる。
■主格・目的格の関係代名詞を用いて文を作ることができる。
■関係代名詞(所有格，that)を用いて文を作ることができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

１月

■Lesson 18 Our National Sport
For Communication 1
■Lesson 19 Let’s Clean the
River!

■形容詞用法の分詞を用いて文を作ることができる。｢日本文化｣の場面をふまえてコミュニケーション活
動ができる。
■「申し出る」表現を聞き取り，情報を整理して場面や目的等に応じて適切に英語で表現することができ
る。
■　比較(原級，比較級)の表現を用いて文を作ることができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書
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３月
総復習
学年末考査
答案返却

１年間の総復習

教科書
ノート
ワーク
辞書

12月

■Lesson16 School Festival
期末考査
答案返却
■Lesson17 Doing a Homestay

■S＋V＋O＋to-不定詞，疑問詞＋to-不定詞の表現を用いて文を作ることができる。
■英文を聞き取り，情報を整理して質問に答える。

動名詞を用いて文を作り、｢ホームステイ｣の場面をふまえてコミュニケーション活動ができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

10月

For Communication 2
■Lesson11 A New Ballpark
■Lesson12 I like Movies
中間考査
答案返却

■｢聞き直す・繰り返す｣表現を理解し，文を作ることができる。
■受動態の表現を用いてコミュニケーション活動ができる。
■by以外を用いる受動態，感情を表す受動態の表現を用いて文を作ることができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

９月
■Lesson8 Let’s Have a Party!
■Lesson9 Let’s Enjoy Cooking!
■Lesson10 What’s the Matter?

■現在完了形の表現と意味を理解し，文を作ることができる。
■助動詞の働きと表す意味を学習する。英文を聞き取り，情報を整理して質問に答えることができる。
■should，助動詞を用いた依頼・勧誘の表現を理解し，文を作ることができる。｢健康・病気｣の場面をふ
まえてコミュニケーション活動ができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書
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11月

■Lesson13 Online Information
■Lesson14 Out of Fashion
For Communication 3
■Lesson15 My Father Is a Good
Cook

■to-不定詞の名詞用法，It is … to ～の表現を用いて文を作ることができる。｢情報｣の場面をふまえ
てコミュニケーション活動ができる。
■to-不定詞の形容詞用法を用いて文を作ることができる。
■｢希望する・願望する｣表現を理解し，文を作ることができる。｢買い物｣の場面をふまえて「希望する・
願望する」表現を使ってコミュニケーション活動ができる。
■to-不定詞の副詞用法を用いて文を作り、｢家事・生活｣の場面をふまえてコミュニケーション活動がで
きる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

６月

■Lesson 4　We Enjoy Club
Activities
■Lesson 5  My Hobby
For Communication 1

■S＋V＋O，S＋V＋O1＋O2の文構造を理解し，文を作ることができる。｢クラブ活動｣の場面をふまえてコ
ミュニケーション活動ができる。
■S＋V＋O＋C，There is [are] …の文構造を理解し，文を作ることができる。｢趣味・余暇｣の場面をふ
まえてコミュニケーション活動ができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

５月

■Lesson 1　Hello, Everyone!
■Lesson 2  She Is from Canada
■Lesson 3　My School Life
中間考査
答案返却

■be-動詞および一般動詞の肯定文，否定文を理解し，文を作ることができる。英語で自己紹介をするこ
とができる。
■疑問文，命令文の表し方を理解し，文を作ることができる。｢留学生｣の場面を想定してコミュニケー
ション活動ができる。
■S＋V，S＋V＋Cの文構造を理解し，文を作ることができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

４月

Get Ready 1-4
Classroom English
英語の音の特徴
日本語と英語で異なる文の構造（語
順）
品詞・句と節

・教室で使用される英語による指示の一例を確認し，英語による表現活動に慣れる。
・英語の音の特徴について理解し，聞いたり話したりする際の使い方に慣れる。
・日本語と英語で異なる文の構造・語順について理解し，英文を構成する。
・英語の品詞について働きと用例について理解する。

教科書
ノート
ワーク
辞書
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７月

■Lesson6 My Trip to Australia
期末考査
答案返却
■Lesson7 Today’s Weather
Forecast

■現在形・現在進行形，過去形・過去進行形の表現と働きを理解し，文を作ることができる。
｢旅行｣の場面をふまえてコミュニケーション活動ができる。
■will，be going to，現在形や現在進行形などの未来を表す表現を理解し，文を作ることができる。｢天
候・気候｣の場面をふまえてコミュニケーション活動ができる。

教科書
ノート
ワーク
辞書

単位数 ： ３



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ コミュニケーション英語 II ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A～G組：斉藤 伊希子　㊞ / 平林 真由美　㊞　　B～G組 ： 小幡 倫子　㊞ / 本多 聡子 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 All Aboard!　English　CommunicationⅡ 」 （ 東京書籍 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 コミュニケーション英語Ⅱ 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験

２月
Lesson 10 Designing for peace

Reading Oliva

分詞構文
幅広い話題についての文章を読み取るための語句や文法事項、背景知識を理解する。
単語テスト２０～２２回、リスニング教材unit１７～１９

既習の文法事項を理解して、長文の小説を通して読解力をつける。

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

１月
Lesson 9 The Bitter Truth about
hocolate

使役動詞make
教科書の文章を読んで語句の知識に注意しながら、英語の論理展開を理解する。
単語テスト１８～１９回、リスニング教材unit１５～１６

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材
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３月
Reading Olivia
学年末考査
答案返却

少し長めの文章に慣れる。
答案返却で解けた問題の理解度の確認をするとともに、解けなかった問題の解き方を確認させる。
リスニング教材unit２０

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

12月
期末考査
答案返却
復習

内容を理解し、題材について考え楽しむレベルを目指す。
単語テスト１６～１７回、リスニング教材unit１３～１４

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

10月
中間考査
答案返却
Lesson7　Happiness through Hula

知覚動詞see, hear,feel　＋目的語＋動詞の原形の原形(動詞～ing)で文を作ることができるようにさせ
る。辞書を使いながら教科書の文章を読んで、概要や要点を捉えることができる。
単語テスト１１～１２回、リスニング教材unit９～１０

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

９月
Lesson5 Special Makeup in Kabuki

Lesson6 A Microcosm in the Sea

不定詞を含む表現　ask…to～　want…to～　tell…to～
単語テスト９～１０回、リスニング教材unit６～８
動詞の目的語になるif節教科書の文章を読んで、基本的な語句の意味や文法の知識に注意しながら英語の
論理展開を理解する。

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

42

11月
Lesson8 The Magic of the
Cotsworlds

関係副詞　where, when
教科書の文章を読んで、文中に未知の語句があっても、前後関係や文脈を考えて推測しながら読み続ける
ことができる。
単語テスト１３～１５回、リスニング教材unit１１～１２

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

６月
Lesson3  The spirit of the Forest

Lesson4  Living with Robots

間接疑問文

ある程度の長さの英文に慣れる。
現在完了進行形　have+been+動詞のing形
文法事項を理解し、内容を把握できるレベルを目指す。
単語テスト５～８回、リスニング教材unit４～５

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

５月
Lesson2 Dancing with Freedom
中間考査
答案返却

関係代名詞　what
教科書の文章を読んで、文中に未知の語句があっても、絵や図などを参考にして、推測しながら読み続け
ることができる。
単語テスト第３～４回、リスニング教材unit２～３

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

４月 Lesson 1 Fantastic Festivals
比較表現(比較級、最上級)　more, the most
ノート作り、ワークなどの学習方法を指導し、学習のための土台作りをする。
単語テスト第１～２回、リスニング教材unit１～７

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材
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７月
復習
期末考査
答案返却

名詞を後ろから説明する分詞　現在分詞　過去分詞
答案返却で解けた問題の理解度の確認をするとともに、解けなかった問題の解き方を確認させる。
リスニング教材unit７

教科書
ノート
ワーク
単語帳
リスニング教材

単位数 ： ３



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語表現Ⅱ ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ G 組 ： 齊藤 伊希子 ㊞ / 平林　真由美　㊞　　B ～ E 組 ： 小幡　倫子　㊞　　F，G 組 ： 本多　聡子 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 Vivid English ExpressionⅡ 」 （ 第一学習社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 英語表現Ⅱ 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験

２月 ■Lesson 20 My Future Career ■仮定法過去，仮定法過去完了　/　I wish＋仮定法を用いて将来の自分の目標を英語で表現する。
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

１月

■Lesson  15 Thinking More about
the Earth
■Lesson  16 History Is
Interesting

■比較のまとめ / 劣等比較，倍数表現を用いて環境問題ついて自分の意見を英語で表現する。
■比較級・最上級の強調 /  比較級を用いた表現を用いて歴史を学ぶことの大切さについて自分の意見を
英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

10

３月
総復習
学年末考査
答案返却

1年間の総復習
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

12月
■Lesson 14 How Was Your Vacation?
定期考査
答案返却

■～ingを含む表現 / with＋名詞＋分詞 を用いて旅行の思い出について英語で表現する。
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

10月

■Lesson 10 Memories of My Best
Trip
■Lesson 11 Reading English
Newspapers
定期考査
答案返却

■動名詞のまとめ / S＋V＋C（動名詞，to-不定詞）を用いて与えられたテーマについて自分の意見を英
語で表現する。
■動名詞の否定と意味上の主語 / to-不定詞の副詞用法を用いて与えられたテーマについて自分の意見を
英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

９月 ■Lesson 9  Do You Like Your Job? ■It takes[costs]…to-不定詞＋前置詞を用いて将来就きたい職業について英語で表現する。
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

20

11月
■Lesson 12 What Has Made You So
Excited?
■Lesson 13 Run, Melos!

■分詞のまとめ / S＋V＋O＋C（分詞）を用いて与えられたテーマについて自分で表現する。
■知覚動詞＋O＋原形[分詞] /  使役動詞＋O＋原形，have[get]＋O＋過去分詞を用いて与えられたテーマ
について英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

６月
■Lesson 5  I Want to Study
Robotics
■Lesson 6  Great People I Respect

■受動態のまとめ / 助動詞＋受動態を用いて科学技術の発展について賛成・反対の立場から英語で表現
する。
■進行形・完了形の受動態 / 群動詞の受動態を用いて尊敬する人物について英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

５月

■Lesson 3  I Want to Hear Your
Performance
■Lesson 4　I Like Shopping
定期考査
答案返却

■過去完了形，過去完了進行形 / 未来進行形，未来完了形を用いて音楽や芸術について英語で表現す
る。
■助動詞のまとめ / 助動詞＋have＋過去分詞を用いて買い物の留意点について英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

４月
■Lesson 1 Enjoying My School Life
■Lesson 2 I've Lived Here All My
Life

■現在形，過去形，現在[過去]進行形 / 未来を表す表現を用いて学校生活について英語で表現する。
■現在完了形のまとめ / 現在完了進行形を用いて日常生活について英語で表現する

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

20

７月

■Lesson 7  Studying Is Fun!
■Lesson 8  What Language Do They
Speak There?
定期考査
答案返却

■to-不定詞の名詞用法，形容詞用法 / to-不定詞の副詞用法を用いて自分の好きな科目について英語で
表現する。
■seem to-不定詞，It seems that…　/　S＋V＋O＋C＋to-不定詞を用いて与えられたテーマに賛成・反
対の意見を英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

単位数 ： ３



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ コミュニケーション英語 Ⅲ ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ ＡＤ 組 ： 田村佳子 ㊞　　B組 ： 小幡倫子 ㊞　　ＣＦ 組 ： 八巻慎梧 ㊞　　EG 組 ： 本多聡子 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 ＶＩＶＩＤ　English　CommunicationⅢ 」 （ 第一学習者 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 コミュニケーション英語 Ⅲ 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験

13１月
総復習
学年末考査
答案返却

教科書の文章を読んで語句の知識に注意しながら、英語の論理展開を理解する。
単語テスト20回、リスニング教材unit 20

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

12月
Reading2 Tables for Two
期末考査
答案返却

高校3年間を振り返り、自分の将来についてスピーチを60～80語程度のスピーチを書き、発表することが
できる。

単語テスト17回、リスニング教材unit 20

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

10月

Lesson 9 Water: The Biggest
Problem in the Century
中間考査
答案返却

環境問題のひとつである水危機について正しく読み取り、ＳＤＧの視点から自分ができることを考えるこ
とができる。
未来を表す仮定法の文法上の用法を理解して使うことができる。
単語テスト10～12回、リスニング教材unit 18

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

９月
Lesson 6 Gagaku, the Music of the
Universe

音楽家東儀秀樹の活動を通して、国際的なコミュニケーションに必要なことは何かを考え、自分の考えを
表現することができる。
分詞構文（完了形）や関係副詞の非制限用法の文法のきまりを理解して使うことができる。
単語テスト第９～１０回、リスニング教材unit 17

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

57

11月
Lesson 8 A Lesson from Steve Job's
Life

スティーブ・ジョブズの人生が教えてくれるものは何かを読み取り、自分の将来について考えることがで
きる。
比較級や強調構文の文法上の用法を理解して使うことができる。
単語テスト13～16回、リスニング教材unit 19

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

６月
Lesson 2 "Gamification" Games May
Save the World

ゲームを使って私たちの日常生活や社会の問題を解決する仕組みについて正しく読み取り、これからの社
会でゲームを利用した問題解決方法が増えるかどうかについて考えることができる。
数の大きい数字を正しく読むことができる。
省略や無生物主語の文法上の用法を理解して使うことができる。
単語テスト第５回～７回　　リスニング教材unit 12-13

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

５月
Lesson 1 Happy Nations
中間考査
答案返却

国民総幸福量（ＧＮＨ）の考え方を知り、幸福とは何かを考え、自分にあてはめて考えることができる。
Get Readyで学習した内容をふまえて、パラグラフのつながりを考えながら読むことができる。
単語テスト第２回～４回　　リスニング教材unit 11

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

４月 Get Ready 1～４

長文読解のコツをつかむ。
意味のまとまりで区切って英文を理解する。代名詞が指す内容に注意して読む。つなぎの語句に注意して
読む。パラグラフの主題文を見つけて読む。
単語テスト第1回

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

50

７月

Lesson 3  Spider Silk Spun into
Violin Strings
期末考査
答案返却

ひとりの科学者のくもの糸に関する研究について知り、バイオリンの弦につかわれるまでに至った内容を
正しく読み取ることができる。
代動詞や部分否定の文法上の用法を理解して使うことができる。
単語テスト第８回　リスニング教材14～16

教科書
本文完成ノート
ワーク＆ドリル
単語帳
リスニング教材

単位数 ： ３



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語演習 ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ ＡＤ 組 ： 田村佳子 ㊞　　B組 ： 小幡倫子 ㊞　　ＣＦ 組 ： 八巻慎梧 ㊞　　EG 組 ： 本多聡子 ㊞ ）

1.目標

　・ 教材にある内容を理解し、授業での説明や教師への質問等で不十分な箇所のないようにする。

　・ 理解を深めるために、問題集を活用して発展的内容まで意欲的に取り組めるようにする。

２．学習の到達目標

　・教材の練習問題をすべて理解する。

　・ 問題集の発展問題を取り組むとき、解答集を利用して自学自習できる

３．学習内容と学習上の留意点


　教科書：　「センター試験英語オリジナル問題集（桐原書店）　構文集：「スクランブル英文法・語法Basic」（旺文社）　問題集

　リスニング教材：　リスニングパイロットセンター試験リスニングテスト対策（東京書籍）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 英語演習 」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 復習をすること。　評価の観点・方法：定期考査・小テスト・平常点を総合的に評価する。

１月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

4

12月 期末考査
本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

10月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文、中間考査

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

９月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。英文の内容を日本語で説明することができる。英文法を理解している。文
を並べ替えて英文を作ることができる。日本語を英語に直すことができる。英語を日本語に直すことがで
きる。構文集を理解している。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

26

11月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。英文の内容を日本語で説明することができる。英文法を理解している。文
を並べ替えて英文を作ることができる。日本語を英語に直すことができる。英語を日本語に直すことがで
きる。構文集を理解している。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

６月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

５月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文、中間考査

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

４月
長文読解、英文法、英作文、英文和
訳、語法、構文

本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。英文の内容を日本語で説明することができる。入試に必要な基本的文法事
項を理解し、演習問題を正しく解くことができる。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

教科書、構文集、リスニング教材、辞
書

22

７月 期末考査
本文のおおまかな話の内容をつかむことができる。話の流れを理解することができる。１つ１つの英文の
意味を理解することができる。入試に必要な基本的文法事項を理解し、演習問題を正しく解くことができ
る。センター試験のリスニング問題が正しく解ける。

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ コミュニケーション英語Ⅱ（基礎） ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （  ＢＣ組 ： 奥原 玄野 ㊞　　Ｆ組 ： 木村 愛美 ㊞　　ＤＥ組 ： 八巻 慎梧 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 読んで知る WHAT'S UP?2017-2018 」 （ 桐原書店 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 コミュニケーション英語Ⅱ（基礎）」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 定期テスト、小テスト、平常点のすべてを総合的に評価する。

１月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"Voting Power"と"Mujina"に関
する語彙習得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

6

12月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"Let's Get Prepareed"に関す
る語彙習得、読解、国際理解、リスニ
ング演習
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。又、リスニング演習を通して聞くこと
の技能を向上させる。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

10月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"An Old but New Sport-
Bouldering"に関する語彙習得、読
解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

９月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"The Happiest Animal in the
World"と"Anime Moves the World"に
関する語彙習得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

20

11月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"Solving an Itchy Problem"と
"Liflong Learner"に関する語彙習
得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

６月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"Shop and Go"と"Let's Enjoy
Frozen Desserts!"に関する語彙習
得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習

・渡辺直美氏の活躍を読み、海外での研修やメジャーデビュー、海外公演の成功などに関して、パラグラ
フリーディングの手法で読み、情報を整理し、英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

５月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"A Powerful Performer"に関す
る語彙習得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期中間考査

・渡辺直美氏の活躍を読み、海外での研修やメジャーデビュー、海外公演の成功などに関して、パラグラ
フリーディングの手法で読み、情報を整理し、英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

４月
・「ALL ABOARD!Ⅱ」LESSON3
"Crossing Language Barriers"に関す
る語彙習得、読解、国際理解

・腹話術で有名ないっこく堂氏の海外での活躍や伝えたいことについて読み、時系列で情報をまとめ、心
掛けていることや伝える上での大切なことに関する情報を的確に読み取らせ、英語の質問に英語で答える
ことができよう指導する。

「ALL ABOARD!Ⅱ」LESSON3 "Crossing
Language Barriers"

18

７月

・「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」"Guess the Saying"に関する語
彙習得、読解、国際理解
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

「読んで知る WHAT'S UP? 2017-
2018」
「英検分野別10分ドリル」

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ コミュニケーション英語Ⅱ（発展） ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （  Ａ ～ Ｇ 組 ： 田村佳子 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 Skill Builder 長文読解演習　入試基本編 」 （ 数研出版 ）

使用副教材 ： 「 英検分野別10分ドリル　準2級 」 （ 旺文社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 コミュニケーション英語Ⅱ（発展）」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 定期テスト、小テスト、平常点のすべてを総合的に評価する。

１月

The Real Meaning of Poverty
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
学年末考査

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル 6

12月

A Chance Meeting
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第2学期期末考査

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

10月

What Makes us Happy?
The Most Common Language in the
World
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第2学期中間考査

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

９月

The True Story of Kilts
Fewer Japanese Students Studying
Abroad
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

20

11月

The Powerful Influence of Japanese
Culture
Underground Water Supplies for
Farming
The Need of Affection
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

６月

An Internet Hero
Children's Language Acquisition
and Literature
Wind Power Energy
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

５月

The Real Price of Necklace
「英検分野別10分ドリル」による英検
問題演習
・第1学期中間考査

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

４月
The History of Calendars
「英検分野別10分ドリル」による英検
問題演習

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。
長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

使用教科書、副教材ドリル

18

７月

Where did the Moon Come From?
The Real Danger of Sports Doping
・「英検分野別10分ドリル」による英
検問題演習
・第1学期期末考査

・単元題材に関する語彙を覚えて書けるよう指導し、パラグラフリーディングの手法で本文を読み、情報
を整理して英語の質問に英語で答えることができるよう指導する。
・英検対策として問題演習に取り組ませる。
・定期考査で理解度を評価する。

使用教科書、副教材ドリル

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語表現Ⅱ ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （  Ａ ～ Ｇ 組 ： 八巻　慎梧 ㊞ ）

使用教科書 ： 「 One World English ExpressionⅡ 」 （ 教育出版 ）

使用副教材 ： 「 英検３級総合トレーニング 」

1.目標

　・ 使用場面に合わせて、ことばの機能を正しく理解して使う。

　・ 英検3級レベルに合格する力をつける。

２．学習の到達目標

　・ 英検3級レベルの４技能を身につける。

　・ 自分のことや身のまわりのことだけでなく、社会のことについて自分の意見とその理由を論理的に表現することができる。

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 英語表現Ⅱ」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 関心、意欲、態度、表現力、知識・理解を評価の観点として、授業の取り組み方、出席状況、提出物、定期試験

１月
ONE WORLD Lesoon 21
英検３級総合トレーニング ミニテス
ト

・「祝福・喜び・感謝」を示す英語表現を用いることができる。
・自分に関わることで，「祝福・喜び・感謝」を適切に伝えることができる。
・英検３級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。
・英検準３レベルの英作文の作り方のコツを知り、３０語程度の英作文を書くことができる。
・長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

8

12月
英検３級総合トレーニング
pp.24-25,pp.32-33,pp.34-35

・英検３級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。
・英検準３レベルの英作文の作り方のコツを知り、３０語程度の英作文を書くことができる。
・長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

10月
英検３級総合トレーニング
pp.22-23,pp.28-29

・英検３級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。
・英検準３レベルの英作文の作り方のコツを知り、３０語程度の英作文を書くことができる。
・長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

９月 ONE WORLD Lesoon 19
英検３級総合トレーニング pp.14-15

・「提案・勧誘」を示す基本的な英語表現について理解している。
・「提案・勧誘」を表現する方法について理解している。
・長文読解を解き、構造パターンに慣れる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

18

11月 ONE WORLD Lesoon 20
英検３級総合トレーニング pp.16-17

・「予定・意図」を示す基本的な英語表現について理解している。
・自分に関わることで，「予定・意図」を適切に伝えることができる。
・英検３級レベルのリスニング問題に慣れる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

６月 ONE WORLD Lesoon 18
英検３級総合トレーニング pp.28-29

・「助言・忠告」を示す英語表現を理解することができる。
・相手からの「助言・忠告」の内容を的確に理解することができる。
・英検３級レベルのリスニング問題に慣れる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

５月
英検３級総合トレーニング
pp.18-19,pp.26-27
１学期中間テスト

・英検３級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
・英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、３０語程度の英作文を書くことができる。
・長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

４月 ONE WORLD Lesoon 17
英検３級総合トレーニング pp.4-7

・「依頼・許可・断り」を示す英語表現を用いることができる。
・自分に関わることで，「依頼・許可・断り」を適切に伝えることができる。
・英検３級の語彙及び文法事項を理解している。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

12

７月
英検３級総合トレーニング
pp.8-13,pp.20-21
１学期期末テスト

・英検３級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。
・英検準３レベルの英作文の作り方のコツを知り、３０語程度の英作文を書くことができる。
・長文を正しく読み取るコツを知り、登場人物や時系列に内容を理解することができる。

教科書
ノート
ワーク
英検３級総合トレーニング

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語表現Ⅱ ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （  Ａ ～ Ｇ 組 ： 田村佳子 ㊞ ）

1.目標

　・ 使用場面に合わせて、ことばの機能を正しく理解して使う。

　・ 英検準2級レベルに合格する力をつける。

２．学習の到達目標

　・ 英検準２級レベルの４技能を身につける。

　・ 自分のことや身のまわりのことだけでなく、社会のことについて自分の意見とその理由を論理的に表現することができる。

３．学習内容と学習上の留意点


使用教科書 ： 「 Ｏｎｅ Wor・d Eng・ish ExpressionⅡ 」 （ 教育出版 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「 英語表現Ⅱ」の具体的な指導目標
【 年間授業計画 】

使用教材・教具
予定
時数

評価の観点・方法 ： 定期考査・発表・小テスト・平常点を総合的に評価する。

１月 プロジェクト：　ディベート
習った基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
習った事項を用いてディベート原稿を作り、賛成と反対の立場に別れて試合をすることができる。

教科書、問題集、プリント 4

12月
期末考査

プロジェクト：ディベート

習った基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
習った事項を用いてディベート原稿を作り、賛成と反対の立場に別れて試合をすることができる。

教科書、問題集、プリント

10月
Lesson 20 予定・意図

プロジェクト：プレゼンテーション

「予定・意図」を示す基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

９月
Lesson 19　提案・勧誘

プロジェクト：プレゼンテーション

「提案・勧誘」を示す基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

26

11月 Lesson 21　祝福・喜び・感謝
「祝福・喜び・感謝」を示す基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

６月 Lesson 18　助言・忠告
「助言・忠告」を示す基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

５月 Lesson 17　依頼・許可・断り
「依頼・許可・断り」を示す基本的な英語表現を理解し、用いることができる。
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

４月 英検総合トレーニング【準２級】
英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

20

７月
期末考査

プロジェクト：プレゼンテーション

英検準２級のリスニング演習を行い、短い会話文を正しく聞き取ることができる。
英検準2級レベルの英作文の作り方のコツを知り、50～60語の英作文を理論的に描くことができる。

教科書、問題集、プリント

単位数 ： ２


