
年間授業計画　　
教科：（    英語   ）科目：（   コミュニケーション英語Ⅰ    ） 　対象：（第 １ 学年  Ａ組～　Ｇ組） 単位数：３

使用教科書：『LANDMARK Fit English communication １』（  啓林館   ）

Lesson 1 part 1

スピーキングテスト

Lesson 1 part 2-3

英単語テスト第1回
中間考査

Lesson 2 part 1-3

英単語テスト第２回
リーディングテスト

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、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

Lesson 3 part 1

38

スピーキングテスト

Lesson 3 part 2-3

英単語テスト第3回
中間考査

Lesson 4 part 1-3

リーディングテスト

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、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

Lesson 5 part 1

英単語テスト

2月 Lesson 5 part 2-3

リーディングテスト

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、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

＊授業の進度は変更する場合もあり得る。

＊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

1
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

・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。

10
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

11
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

９
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

６
月

４
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

32

５
月

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

教科書、ワーク、予習
完成ノート、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

科目担当者：（A, BC,FG組：八巻　㊞ ）（A,BC,DE,FG組：小幡　㊞）（BC,DE,FG組：奥原　㊞　）（ＤＥ組：川尻　㊞　）

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

・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、REAP、
Listening
Laboratory、辞書

24

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。

・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。



年間授業計画

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

教科担当者 ： （ A組 ： 八巻　慎吾 ㊞　　B組 ： 八巻　慎吾 ㊞　　C組 ： 奥原　玄野 ㊞　　D組 ： 奥原　玄野 ㊞　　E組 ： 八巻　慎吾 ㊞　　F組 ： 奥原　玄野 ㊞　　G組 ： 八巻　慎吾 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 BIG DIPPER English Expression I 」 （ 数研出版 ）

使用副教材 ： 「BIG DIPPER English Expression I　レッスンブック」（ 数研出版 ）・「BIG DIPPER English Expression I　ワークブック」（ 数研出版 ）・「英検分野別10分ドリル３級」（旺文社）

 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

オリエンテーション
授業内容、進度、教材、基礎的な文法力、身につける能力（表現力）、評価について説明し、理解させ
る。
ノートの作り方を教え、主体的に自分のノートづくりができるように指導する。

教科書・ワークブック 2

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson1～2

文の種類、主語、動詞のはたらきを理解し、正しく読めるようにする。 教科書・ワークブック 3

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson3～4・Review
Exercises1

名詞のはたらきにについて学習し、数的表現を理解して書けるようにする。 教科書・ワークブック 6

1学期中間考査 既習事項を体系的に整理し、定期考査で理解していることを表現する。 定期考査 1

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson5～8

時制について理解を深め、他者の表現に応答できるようにする。
完了時制についてその概念を理解し、単純時制と区別して理解したり、適切に表現したりする。

教科書・ワークブック 3

英検分野別10分ドリル３級
第1,5,9,10,13,17,18,20,21回

英検３級の問題演習を通して、文法、リスニング、会話文応答、長文読解に慣れ、実用的な英語力を身に
つける。

ワークブック 5

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson9～10・Review
Exercises2

助動詞について理解し、適切に表現できるようにする。
五文型について理解を深め、ＳＶＯＣそれぞれのはたらきを知り、適切に表現できるようにする。

教科書・ワークブック 4

1学期期末考査 既習事項を体系的に整理し、定期考査で理解していることを表現する。 定期考査 1

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson11～13

受動態について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。
不定詞について学習し、理解を深め、各用法を区別して適切に表現できるようにする。

教科書・ワークブック 3

英検分野別10分ドリル３級
第2,3,6,7,8,11,19,22回

英検３級の問題演習を通して、文法、リスニング、会話文応答、長文読解に慣れ、実用的な英語力を身に
つける。

ワークブック 2

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson14～15・Review
Exercises3

動名詞について学習し、理解を深め、不定詞の名詞用法と区別して適切に表現できるようにする。
分詞について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。 教科書・ワークブック 5

2学期中間考査 既習事項を体系的に整理し、定期考査で理解していることを表現する。 定期考査 1

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson16～18

比較級について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。
関係詞について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。

教科書・ワークブック 4

英検分野別10分ドリル３級
第4,12,14,23回

英検３級の問題演習を通して、文法、リスニング、会話文応答、長文読解に慣れ、実用的な英語力を身に
つける。

ワークブック 3

BIG DIPPER English Expression I
Part1 Lesson19～21・Review
Exercises4

関係副詞について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。
仮定法について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。
接続詞について学習し、理解を深め、適切に表現できるようにする。

教科書・ワークブック 6

2学期期末考査 既習事項を体系的に整理し、定期考査で理解していることを表現する。 定期考査 1

BIG DIPPER English Expression I
Part2 Lesson1～5

コミュニケーションにおける機能的な用法について学習し、適切に表現できるようにする。
他者の考えを正確に理解し、自身の考えを適切に表現する。
発表したり、議論する基礎的な英語表現を身につける。

教科書・ワークブック 3

英検分野別10分ドリル３級
第15,24回

英検３級の問題演習を通して、文法、リスニング、会話文応答、長文読解に慣れ、実用的な英語力を身に
つける。

ワークブック 2

BIG DIPPER English Expression I
Part2 Lesson6～10

コミュニケーションにおける機能的な用法について学習し、適切に表現できるようにする。
他者の考えを正確に理解し、自身の考えを適切に表現する。
発表したり、議論する基礎的な英語表現を身につける。

教科書・ワークブック 4

英検分野別10分ドリル３級
第16,25回

英検３級の問題演習を通して、文法、リスニング、会話文応答、長文読解に慣れ、実用的な英語力を身に
つける。

ワークブック 2

BIG DIPPER English Expression I
Part2 Lesson11～15・Review
Exercises5

コミュニケーションにおける機能的な用法について学習し、適切に表現できるようにする。
他者の考えを正確に理解し、自身の考えを適切に表現する。
発表したり、議論する基礎的な英語表現を身につける。

教科書・ワークブック 5

学年末考査 既習事項を体系的に整理し、定期考査で理解していることを表現する。 定期考査 1
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11月

６月

５月

４月

単位数 ： ２

10月

９月

７月

評価の観点・方法 ： 定期考査、小テスト、提出物、授業への意欲関心、出席状況、これらを観点として総合的に勘案して成績評価とする。

３月

２月

１月

12月



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：阿部　㊞ / 木村　㊞　　B～G組 ： 川尻　㊞  DE組　金子 ㊞ ）

使用教科書 ： 「Landmark Fit English communicationⅡ 」 （啓林館 ）

 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

単位数 ： ３

５月

Lesson 1 I’m the Strongest!
スピーキングテスト
中間考査
答案返却

<題材内容>
・車いすテニス選手の国枝慎吾について理解する。
・慎吾が精神を鍛えるために行ったことを理解する。
・真吾がプロ車いすテニス選手になった理由を理解する。
・スポーツやスポーツ選手について会話する。
<文法事項>
現在完了形，if[whether]を使う間接疑問文，関係代名詞の省略について理解する。

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 I’m the Strongest!

<題材内容>
・車いすテニス選手の国枝慎吾について理解する。
・慎吾が精神を鍛えるために行ったことを理解する。
・真吾がプロ車いすテニス選手になった理由を理解する。
・スポーツやスポーツ選手について会話する。
<文法事項>
現在完了形，if[whether]を使う間接疑問文，関係代名詞の省略について理解する。

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
Tokyo’s Seven-minute Miracle
期末考査
答案返却

<題材内容>
・新幹線の清掃員が7分間で行うことについて理解する。
・清掃員が何と呼ばれているか，彼らのどのような点が評価されているか理解する。
・清掃員に対する高い評価の背景を理解する。
・新幹線や掃除などについて会話する。
<文法事項>
分詞の後置修飾，形式目的語のit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
Tokyo’s Seven-minute Miracle
単語テスト
暗唱テスト

<題材内容>
・新幹線の清掃員が7分間で行うことについて理解する。
・清掃員が何と呼ばれているか，彼らのどのような点が評価されているか理解する。
・清掃員に対する高い評価の背景を理解する。
・新幹線や掃除などについて会話する。
<文法事項>
分詞の後置修飾，形式目的語のit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 4
Chanel’s Style
単語テスト
中間考査
答案返却

<題材内容>
・IT業界とファッション業界，それぞれの革新者について理解する。
・シャネルの服がパリで流行した背景を理解する。
・シャネルが考案したファッション品について理解する。
・シャネルの商品が何に影響をもたらしたか理解する。
・シャネルの商品などについて会話し，革新者について意見交換する。
<文法事項>
S＋V＋O＋分詞，関係代名詞の非限定用法，関係副詞why, 関係副詞の非限定用法について理解する。

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 4
Chanel’s Style
スピーキングテスト

<題材内容>
・IT業界とファッション業界，それぞれの革新者について理解する。
・シャネルの服がパリで流行した背景を理解する。
・シャネルが考案したファッション品について理解する。
・シャネルの商品が何に影響をもたらしたか理解する。
・シャネルの商品などについて会話し，革新者について意見交換する。
<文法事項>
S＋V＋O＋分詞，関係代名詞の非限定用法，関係副詞why, 関係副詞の非限定用法について理解する。

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

38

11月
Lesson 5
Science of Love
暗唱テスト

<題材内容>
・生徒たちが行っていることを理解する。
・恋愛と子どもの頃の記憶との関わりについて理解する。
・恋愛と遺伝子との関わりについて理解する。
・恋愛と化学物質との関わりについて理解する。
・恋愛などについて会話，意見交換する。
<文法事項>
同格のthat節，疑問詞＋do you think(＋S)＋V?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

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 5
Science of Love
期末考査
答案返却

<題材内容>
・生徒たちが行っていることを理解する。
・恋愛と子どもの頃の記憶との関わりについて理解する。
・恋愛と遺伝子との関わりについて理解する。
・恋愛と化学物質との関わりについて理解する。
・恋愛などについて会話，意見交換する。
<文法事項>
同格のthat節，疑問詞＋do you think(＋S)＋V?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

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 9
AI and Our Future
単語テスト
暗唱テスト

<題材内容>
・AIとは何か理解する。
・「ディープ・ラーニング」を用いてAIが出来ることについて理解する。
・AIがもたらしうる利点について理解する。
・AIの潜在的な危険性について理解する。
・AIについて意見交換する。
<文法事項>
仮定法過去，仮定法過去完了，進行形の受動態，as ifを使った仮定法について理解する。

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 9
AI and Our Future

<題材内容>
・AIとは何か理解する。
・「ディープ・ラーニング」を用いてAIが出来ることについて理解する。
・AIがもたらしうる利点について理解する。
・AIの潜在的な危険性について理解する。
・AIについて意見交換する。
<文法事項>
仮定法過去，仮定法過去完了，進行形の受動態，as ifを使った仮定法について理解する。

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

24

３月
学年末考査
答案返却

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。



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 ： 阿部 ㊞ / 木村　㊞　　B～G組 ： 川尻　㊞　　DE組 ：金子 ㊞ ）

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

単位数 ： ２

５月
■Lesson 3  I Want to Hear Your
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。

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 6  Great People I
RespectThere?
定期考査
答案返却

■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。で表現す
る。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

６月

■Lesson 4　I Like Shopping
■Lesson 5  I Want to Study
Robotics

■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。
■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。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

10月

■Lesson 13 Run, Melos!

定期考査
答案返却

■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

９月
■Lesson 12 What Has Made You So
Excited? ■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。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

25

11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英語で表現す
る。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

12月

■Lesson 17 Making the World a
better place
定期考査
答案返却

■接続詞（時、条件、譲歩、原因・理由、目的、結果）を用いて平和について英語で表現する。
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

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、定期試験を総合的に評価する

２月
■Lesson 19 Hospital Robots
■Lesson 20 My Future Career

■関係副詞・複合関係詞を用いて科学技術について英語で表現する。
■仮定法過去・仮定法過去完了・I wish+仮定法を用いて進路について英語で表現する。

教科書
Vivid English Expression Ⅱ

１月 ■Lesson 18 Family camping ■関係代名詞のまとめ、関係代名詞Whatを用いてキャンプ・野外活動について英語で表現する。
教科書
Vivid English Expression Ⅱ

16

３月
総復習
学年末考査
答案返却

1年間の総復習



年間授業計画
教科：（   英語    ）科目：（ コミュニケーション英語 Ⅲ     ） 　対象：（第  ３ 学年  A 組～G組）　　 単位数：4

教科担当者：（D，G組：平林真由美㊞ 　　Ａ，Ｅ組：齊藤伊希子㊞　　Ｆ組：小幡倫子㊞　　B，C組：藤村由夏㊞　　）

使用教科書：『All Aboard!　English　CommunicationⅢ』（東京書籍）

＊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
＊授業の進度は変更する場合もあり得る。

１
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17,18回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

13

教科書
ノート
ワーク
単語帳

10
月

Lesson6 A Vision for Green Energy
中間考査
答案返却

比較表現 （倍数表現）times as…as
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12,13回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

９
月

Lesson5 A Door to the Past 無生物主語
グラフやチャートに示されている内容を正確に表現できる。情報や考えなどについて話し
合うことができる。

単語テスト9,10,11回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

57

12
月

Reading2 Tables for Two
期末考査
答案返却

目的に応じた読み方をすることができ、出来事の展開に沿って文章の詳細を理解し，よさを
味わって読むことができる。

教科書
ノート
ワーク
単語帳

11
月

Lesson7 The Story of Ruby Bridges
Reading1 The Wizard of Oz

過去分詞を使った分詞構文
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14,15,16回

７
月

Lesson4 The Natural Treasures of
Ogasawara
期末考査
答案返却

否定表現 not～any, hardly, scarcely
理由，効果，問題点などの詳細を理解し，段落のつながりを意識しながら読むことができ
る。
論点を支える具体的事例を的確にとらえることができる。

教科書
ノート
ワーク
単語帳

６
月

Lesson3 The Power of Music 仮定法過去　　If +過去形の文, 主語+助動詞の過去形～
読み手・聞き手を意識して効果的に伝わる表現を適切に選択することができる。
間違うことを恐れずに積極的に発表できる。
単語テスト6,7,8回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

５
月

Lesson2 You Are　What　You　Eat
中間考査
答案返却

未来進行形 will + be + 動詞のing形
原因と結果，時系列を表す基本的表現を理解している。
単語テスト第3,4,5回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

４
月

Lesson 1 Bring Me Good　Luck！ 過去完了形　＜had＋過去分詞＞
1、２学年の既習事項を生かして、英文が読める。
単語テスト第1, 2回

教科書
ノート
ワーク
単語帳

50

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



年間授業計画

教科 ： （ 英語　）　　科目 ： （ 選択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組 ～　G組 ： 平林　真由美　㊞　 ）

使用教科書 ： 「 Reading　Power　Basic 」 （ 数研出版 ）

　　　　　　　　　「　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 】

「選択コミュニケーション英語　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

Lesson１～Lesson２Pharase Reading
の基本

英語を英語の語順のまま「意味のまとまり」ごとに読んでとらえる。
教科書

「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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson３～Exercise1 文のつながり
（１）

英語を英語の語順のまま「意味のまとまり」ごとに読んでとらえる。
教科書

「英検分野別10分ドリル」による英検
問題演習
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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson4～Lesson６　文のつながり
（２）

先に出てきた語句、文、内容の言い換えに注意して読む。
教科書

「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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson７～Lesson８　推測（１） 接頭辞、接尾辞から推測して読む。前後関係から推測して読む。
教科書

「英検分野別10分ドリル」による英検
問題演習
１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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson９～Lesson１０　推測（２） 語句の予測、会話の予測をしながら読む。
教科書

「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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson１１～Lesson１２ Paragragh
Reading （１）

主題文、支持文からパラグラフの構成、展開パターンをとられる。
教科書

「英検分野別10分ドリル」による英検
問題演習
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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson１３～Lesson１４　Paragragh
Reagind（２）

比較・対照、原因と結果、言い換え・要約・パラグラフ同士の関連に注意して読む。
教科書

「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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson１５～１６　Skimming（１） Key Wordを探し大意把握読みができるようにする。
教科書

「英検分野別１０分ドリル」による英
検問題演習
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。
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書く。
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。

ドリル

Lesson１７　Skimming（２）
Lesson１８　Scanning（１）

要約をする。
教科書

「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。
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書く。
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。

ドリル

※授業の進度は変更する場合もあり得る。

11月

６月

５月

４月

単位数 ： 2

10月

９月

７月

6

8

7

4

8

8

8

※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

5

5

３月

２月

１月

12月



年間授業計画
教科：（  英語  ）科目：（ 選択コミュニケーション英語Ⅱ ） 　対象：（第３学年 A組～G組）　　　　 単位数　２

教科担当者：（C組：奥原玄野㊞ ）（D組：齊藤伊希子㊞）（E組：小幡倫子㊞ ）（F組：藤村由夏㊞ ）（自習室：齊藤伊希子㊞ ）

使用教科書『info.box 2018-19』（エミル出版）『英検分野別10分ドリル３級』（旺文社）

４
月

Topic 1
英検対策

羽生結弦に関する英文を読み、状況や心情を正しく読み取ることができる。
英検３級の問題に取り組み、正しい語用と文法を使いこなすことができる。また、
会話の流れを読み取ることができる。
イラストの説明をしている音声を聞き、正しい説明を選ぶことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

５
月

Topic 2
英検対策

中間考査

Topic3

高校野球・仮想通貨に関する英文を読み、時系列や因果関係を正しく理解できる。
英検３級の長文問題に取り組み、必要な情報を短時間でピックアップすることがで
きる。
テーマに沿って、自分の意見を含む30語前後の英作文を書くことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

６
月

Topic4
英検対策

手塚治虫に関する英文を読み、状況や時系列を正しく読み取ることができる。
英検３級の問題に取り組み、正しい語用と文法を使いこなすことができる。また、
会話の流れを読み取ることができる。
会話している音声を聞き、応答を選ぶことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

７
月

期末考査
Writing task テーマに沿って、自分の意見を含む30語前後の英作文を書くことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

９
月

Topic5
英検対策

将棋ブームに関する英文を読み、状況や心情を正しく読み取ることができる。
英検３級の問題に取り組み、正しい語用と文法を使いこなすことができる。また、
会話の流れを読み取ることができる。
長めの説明をしている音声を聞き、その後質問に対する正しい答えを選ぶことがで
きる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

10
月

Topic 6
英検対策

中間考査

Topic 7

東京英語村・海外アイドルグループに関する英文を読み、課題や現状を正しく読み
取ることができる。
英検３級の長文問題に取り組み、必要な情報を短時間でピックアップすることがで
きる。
テーマに沿って、自分の意見を含む30語前後の英作文を書くことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

11
月

Topic 8
Topic 9
英検対策

死者の日・「変なホテル」に関する英文を読み、状況を正しく読み取ることができ
る。
英検３級の問題に取り組み、正しい語用と文法を使いこなすことができる。また、
会話の流れを読み取ることができる。
会話の音声を聞き、正しい応答を選ぶことができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

12
月

期末考査

英検対策

テーマに沿って、自分の意見を含む30語前後の英作文を書くことができる。 info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

＊評価の観点・方法：定期テスト、英作文、平常点のすべてを総合的に評価する。

指導内容
【年間授業計画】

「選択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

20

21

１
月

Topic 10
英検対策

学年末考査

キラウエア火山に関する英文を読み、状況や心情を正しく読み取ることができる。
英検３級の問題に取り組み、正しい語用と文法を使いこなすことができる。また、
会話の流れを読み取ることができる。

info.box2018-19
英検分野別10分ドリル

4



教科：（   英語    ）科目：（ 選択英語表現　） 　対象：（第  ３ 学年  A 組～G組）　　 単位数：２

教科担当者：齊藤　伊希子　㊞

1.目標

＊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
＊授業の進度は変更する場合もあり得る。

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

使用教科書：『Vivid　English ExpressionⅡ』第一学習社、 『英検準２級総合トレーニング』旺文社、『スクランブル英文法・語法』旺文社

２．学習の到達目標

2019(令和元)年度　外国語科年間授業計画

４
月

Vivid　English ExpressionⅡ　Lesoon １８

英検準２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。

・英検準２級の語彙及び文法事項を理解している。

教科書、ノート

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

12

６
月

Vivid　English ExpressionⅡ Lesoon １９

英検準２級総合トレーニング pp.１６-2１pp.42-

45

・「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。

・英検準２級レベルのリスニング問題に慣れる。

教科書、ノート

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

５
月

英検準２級総合トレーニング

pp.8-1５,pp.38-41

１学期中間テスト

・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、６０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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

７
月

英検準２級総合トレーニング

pp.２２-２3,pp.46-47

１学期期末テスト

・英検準２級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。

・英検準２レベルの英作文の作り方のコツを知り、６０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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

９
月

Vivid　English ExpressionⅡ Lesoon ２０

英検準２級総合トレーニング pp.24-31

・「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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

16

12
月

英検準２級総合トレーニング

pp.24-25,pp.32-33,pp.54-57

・英検準２級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。

・英検準２レベルの英作文の作り方のコツを知り、６０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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

11
月

Vivid　English ExpressionⅡ Lesoon 2１

英検準２級総合トレーニング pp.50-53

・「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。

・英検準２級レベルのリスニング問題に慣れる。

10
月

英検準２級総合トレーニング

pp.32-35,pp.48-49

・英検準２級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。

・英検準２レベルの英作文の作り方のコツを知り、６０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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

教科書、ノート

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング

8

1
月

Vivid　English ExpressionⅡ Lesoon 2２

英検準２級総合トレーニング pp.58-62

・「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。

・英検準２級の語彙・文法問題を正確に解くことができる。

・英検準２レベルの英作文の作り方のコツを知り、６０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

ノート

スクランブル英文法・語法

英検準２級総合トレーニング



年間授業計画

教科 ： （ 英語　）　　科目 ： （ 選択 英語表現 　基礎　）　　対象 ： （　第３学年　）

教科担当者 ： （ A組 ～　G組 ： 平林　真由美　㊞　 ）

使用教科書 ： 「 able English Grammar 24 」 （ 第一学習社 ）

　　　　　　　　　「　英検総合トレーニング３級 」（ 旺文社 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「　選択　英語演習　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

Basic１　文の種類
Basic２　文型①
Basic３　文型②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

Lesson１　時制①
Lesson２　時制②
Lesson３　時制③

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習
１学期中間考査

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

Lesson４  完了形①
Lesson５　完了形②
Lesson６　助動詞①
Lesson７　助動詞②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

Lesson８　助動詞③
Lesson９　受動態①
Lesson１０受動態②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習
1学期期末考査

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

Lesson１１不定詞①
Lesson１２不定詞②
Lesson１３不定詞③

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

Lssson１４動名詞①
Lesson１５動名詞②
Lesson１６分詞①
Lesson１７分詞②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習
２学期中間考査

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

Lesson１８比較①
Lesson１９比較②
Lesson２０関係詞①
Lesson２１関係詞②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

Lesson２２関係詞③
Lesson２３仮定法①
Lesson２４仮定法②

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習
２学期期末考査

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

文法のまとめ
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

「英検総合トレーニング３級」による
英検問題演習
学年末考査

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。
英検３級レベルの英作文の作り方のコツを知り、25～35語の英作文を理論的に書く。
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。

教科書

※授業の進度は変更する場合もあり得る。

３月

２月

１月

12月

※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

6

4

11月

６月

５月

４月

単位数 ： 2

10月

９月

７月

4

6

8

4

6

8

8



年間授業計画

教科 ： （ 英語　）　　科目 ： （ 選択 英語演習 　発展　）　　対象 ： （　第３学年　）

教科担当者 ： （ A組 ～　G組 ： 平林　真由美　㊞　 ）

使用教科書 ： 「 Front　Runner２ 」 （ 数研出版 ）

　　　　　　　　　「　センター英語模擬演習４０min 2019 Ver.2 」（ エミル出版 ）

 指導内容
【 年間授業計画 】

「　選択　英語演習　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

Lesson１　国際経済
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

Lesson２  文化
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

１学期中間考査

Lesson３  文化
Lesson４　エッセイ

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習 発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson５　科学・生物
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習
１学期期末考査

発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson６　科学
Lesson７　国際社会

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習 発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson８　経済
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習
２学期中間考査

発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson９　社会
Lesson１０文化・歴史

頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習 発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson１１科学・生物
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習
２学期期末考査

発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

Lesson１２　社会
頻出の文法・構文・構造を理解する。
語彙力と要約力を強化する。
フレーズごとに意味を理解する。

教科書
ワーク

センター模擬演習
学年末考査

発音・アクセント・文法・語法・語句整序・応答文完成・長文・リスニング問題の演習
教科書

※授業の進度は変更する場合もあり得る。

11月

６月

５月

４月

単位数 ： 2

10月

９月

７月

2

6

6

2

6

8

8

※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

4

３月

２月

１月

12月



年間授業計画

教科 ： （ 外国語科　英語 ）　　科目 ： （ 英語演習 ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （ Ａ～G 組 ： 齊藤伊希子 ㊞　 ）

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：　「All aboard communication English Ⅲ」（東京書籍）　「Sonic Reading」　問題集

　リスニング教材：　夢をかなえるリスニング（アルク）

 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

単位数 ： ２

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、問題集、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、問題集、リスニング教材、辞
書
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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。

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、問題集、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、問題集、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、問題集、リスニング教材、辞
書
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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、問題集、リスニング教材、辞
書

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、問題集、リスニング教材、辞
書

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、問題集、リスニング教材、辞
書

4


