
学校番号 ３１０ 

 

令和４年度 外国語科 

 

教科 科目 単位数 指導学年 教材名・副教材名 

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ ４ 第３学年 
MY WAY English 

CommunicationⅢ 

 

１ 担当者からのメッセージ（学習方法等） 

  コミュニケーション英語Ⅲは、第１学年、第２学年で学んだ４技能（話すこと、書くこと、聞くこ

と、読むこと）を進化させる授業です。外国語を使ってのコミュニケーション能力を向上させるため

には、より多く話し、書き、聞き、読むことが必要不可欠です。限られた時間内で効率よく学ぶため

には、生徒一人ひとりの積極的な授業への参加が求められます。教科書に出てくる語彙や表現を学ぶ

ことはもちろん、英語を使う人々やその文化を学び、興味を持つことによってより一層４技能を発展

させることができます。英語を使う人々と実際に意思疎通を図ることを前提に英語で考え、声に出す

授業を心がけて下さい。 

 

２ 学習の到達目標（CAN-DO リストによる当該学年の４技能の到達目標） 

【第３学年】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅲ」（４単位） 

主な教材：上記科目の教科書、教科書の内容に関連した別教材 

話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと 

学習到達目標 科目・評価 学習到達目標 科目・評価 学習到達目標 科目・評価 学習到達目標 科目・評価 

☆身近なことに

ついて簡単なや

りとりをしたり、

自分のことにつ

いて述べること

ができる。 

◆絵、写真など視

覚的補助を利用

しながら、簡単な

語や表現を使っ

て身近なことに

ついて簡単に説

明することがで

きる。 

◆◇日常的なあ

いさつができ、身

の回りで起こっ

たことや経験し

たことなどにつ

いてやり取りを

することができ

る。 

・音読テス

ト 

・スピーチ

テスト 

☆自分のことについ

て簡単な文章を書

くことができる。 

◆自分のことや学

校、地域のことな

どの簡単な紹介文

を書くことができ

る。 

◆簡単な語や基礎的

な表現を使いなが

ら、 and、 but、

because などで文

と文をつないで、

日記や説明文など

まとまりのある文

章を書くことがで

きる。 

定期考査 

 

小テスト 

☆ゆっくり話され

れば、身近なこ

とに関する語や

指示を理解する

ことができる。 

◇決まった表現で

ゆっくりはっき

りと話された天

候、時間、物の

値段など、日常

的に必要なこと

がらについて、

内容を理解する

ことができる。 

◇ゆっくりはっき

りと話されれ

ば、駅や空港等

の短いアナウン

スについて自分

に必要な情報を

聞き取ることが

できる。 

・小テスト 

・ディクテ

ー シ ョ ン

テスト 

・リスニン

グテスト 

☆簡単な物語

や身近なこと

に関する文章

を理解するこ

とができる。 

◇◆50 語程度

の英文を後戻

りすることな

く一定時間内

に黙読して要

点を理解した

のち、適切なポ

ーズをともな

い音読するこ

とができる。 

◇簡単な語や

表現を使って 

書かれた短い

物語や伝記な

どを理解する

ことができる。 

定期考査 

小テスト 

 



３ 学習評価(評価の観点と実施方法) 

観

点 

コミュニケーションへの 

関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化についての 

知識理解 

実

施

方

法 

コミュニケーションに関心を

持ち、積極的に言語活動を行

い、コミュニケーションを図

ろうとしているかどうかを的

確に評価できる方法で実施。 

「CAN-DO リスト」に基づいて

「話すこと」「書くこと」の

到達目標を的確に評価できる

方法で実施。 

「CAN-DO リスト」に基づいて

「読むこと」「聞くこと」の

到達目標を的確に評価できる

方法で実施。 

英語やその運用についての知

識を身につけているととも

に、その背景にある文化など

を理解しているかどうか的確

に評価できる方法で実施。 

上に示す観点に基づいて、学習のまとまりごとに評価し、学年末に５段階の評定にまとめます。 

学習内容に応じて、それぞれの観点を適切に配分し、評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



４ 学習の活動 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill1  

Greetings in 

the World (3

～4時間) 

世界のさまざま

なあいさつとそ

れに込められた

意味を知る。 

 

主語と述語動詞 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

世界のさまざまなあ 

いさつについて知ろ 

うとする。各言語のあ 

いさつの具体例に触 

れ、それに込められた 

意味を理解しようと 

する。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again 等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

各言語のあいさつを通 

じてあいさつの持つ役 

割を考える。 

世界のさまざまなあ 

いさつについて、さら 

に深く調べる。 

この課のリーディン 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Leading 

Skill2   
The 

Toughest 

Creatures  

(3～4 時間) 

クマムシの特徴

と生態を知る。 

 

フレーズ・リー

ディング 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

クマムシの特徴的な 

生態について理解し 

ようとする。自然界に 

興味を持ち、クマムシ 

以外の特徴的な生物 

について知ろうとす 

る。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

現在形、現在進行形、 

未来進行形のさまざ 

まな用法を理解して 

適切な英語を書くこ 

とができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

現在形、現在進行形、 

未来進行形を用いて 

書かれた英語を読み 

とることができる。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

自然界への興味を深め

る。. 

 

 

他の特徴的な生物につ

いて、さらに深く調べ

る。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill3   A 

Digital 

Detox  (3～4

時間) 

デジタルデトッ

クスという取り

組みの意義を知

る。 

 

代名詞 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

デジタルデトックス 

によって促される時 

間の過ごし方につい 

て触れ、その意義につ 

いて、理解しようとす 

る。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

デジタルデトックスの 

方法や利点について考 

える。 

デジタルデトックスに 

ついて、自分の考えを述 

べる。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Leading 

Skill4   A  
Architect: 

Shigeru Ban  

(3～4時間) 

紙の建築を通じ

た被災地支援の

あり方について

知る。 

 

未知語の推測 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

紙の建築の具体例に 

ついて触れ、なぜ高く 

評価されているのか 

について、理解しよう 

とする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

坂茂氏の建築が被災地 

にとって持つ意味を考 

える。 

図書館やインターネッ 

トなどで坂茂氏の作品 

を探して、鑑賞する。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill5   
Laughter 

Therapists  

(3～4時間) 

患者の回復に貢

献する笑い療法

士の活動につい

て知る。 

 

パラグラフ構成 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

笑い療法士の存在に 

触れ、その役割につい 

て、知ろうとする。笑 

い療法士に求められ 

る要素について、理解 

しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

笑いと健康の関係につい

て考える。 
笑い療法士について、さ 

らに深く調べる。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Leading 

Skill6   
Wild 

Raccoon 

Dogs in 

Tokyo  (3

～4時間) 

東京都心に生息

する野生のタヌ

キの生態につい

て知る。 

 

ディスコースマ

ーカー： 

列挙・例示 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

東京都心でタヌキが 

生息し続けることの 

できる理由について、 

理解しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

都市と動物の共生につい

て考える。 

タヌキのように、大都市

に生息し続ける動植物を

ほかに調る。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill7   
The High 

Line  (3～4

時間) 

NYの廃線跡に建

設されたハイラ

イン公園につい

て知る。 

 

ディスコースマ

ーカー： 

時間的順序 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

ハイラインの存在を 

通じて、都市の再生に 

ついて、理解しようと 

する。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

廃棄物を生かして魅力的

に甦らせることの意義を

考える。 

ハイラインのように、都

市の再生を図った計画を

ほかに調べる。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Leading 

Skill8    
Shortened 

Words in 

Texting   

(3～4時間) 

英語のメールに

おける省略語の

存在とその賛否

について知る。 

 

ディスコースマ

ーカー： 

比較・対照 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

省略語への懸念や擁 

護の声を通じて、時代 

とともに変化してい 

く言語についての理 

解を深めようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

省略語への賛否の両 

論を整理させ、自分 

の意見を発表する。 

携帯電話のメールで使わ 

れる英語の省略語につい 

て、自分の考えを述べる 

。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill9   
Neighbors’ 

Day  (3～4

時間) 

都市における住

民の交流を深め

る「隣人の日」

の意義を知る。 

 

ディスコースマ

ーカー： 

原因・結果 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

隣人の日の制定によ 

ってもたらされた効 

果に触れ、その意義に 

ついて、理解しようと 

する。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

コミュニケーションの 

大切さについて考える。 
日本で隣人の日を制定し 

ている自治体について、 

調べる。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Leading 

Skill10   
Thirty-Six 

Views of the 

Eiffel 

Tower  (3～

4時間) 

浮世絵に影響を

受けて生まれた

西洋芸術につい

て知る。 

 

スキミング 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

フランスの版画家、ア 

ンリ・リヴィエールの 

作品にあらわれた浮 

世絵の影響について、 

理解しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

異文化との遭遇から新

たなものが生まれるこ

とに注目する。 

アンリ・リヴィエールの

ように、浮世絵の影響を

受けたヨーロッパの芸術

家をほかに調べる。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Leading 

Skill11    
Join the 

ABC Tennis 

Club!  (3

～4時間) 

テニススクール

の広告を読み取

る。 

 

スキャニング 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

知りたい情報だけを 

読み取るという方法 

に慣れ、それを積極的 

に活用しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、Q&A・ 

Read & Again等、質問 

に対する回答で学ぶ表 

現を通じて表現力を養 

う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

条件を比較的に読み取ら

る。 
広告に特有の英語表現を 

見つける。 

この課のリーディ 

グ・スキルを活用しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson1 

Narrow 

Boats in 

Britain   

(3～4時間) 

英国におけるナ

ローボートの役

割の変遷と、現

代での人気の理

由を知る。 

 

助動詞＋受け身 

/ 比較級・最上

級 / 関係代名

詞 what 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

ナローボートの役割 

がどのように変遷し 

てきたのかについて、 

理解しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

時代や社会の変遷とナ

ローボートの役割との

関係を整理する。 

ナローボートに乗ってみ

たいか、乗りたくないか、

またその理由について、

話し合う。 

ナローボートのよう 

に、昔ながらのものを 

別の用途に再利用し 

ている例をほかに調 

べようとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson2 

A Mayor of 

Machu 

Picchu 

Village    

(3～4時間) 

ペルーのマチュ

ピチュ村の村長

になった野内与

吉の生き方を知

る。 

 

受け身の分詞構

文 / 関係副詞

の非制限用法 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

マチュピチュ村と大 

玉村の友好都市協定 

締結のきっかけに触 

れ、それについて、自 

分の考えをまとめよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

野内氏の活躍の要因を、 

時間的順序を整理しなが

ら読む。 

マチュピチュ村と大玉村 

の友好都市協定締結のき 

っかけについて、本文の 

内容にそって、説明する 

。 

野内与吉氏の生き方 

に触れ、学んだことを 

述べることができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson3 

iPS Cells    

(3～4時間) 

iPS 細胞の仕組

みとそのはたら

き、可能性を知

る。 

 

it is ～ 

that ... / 助動

詞＋受け身 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

iPS細胞を通じて、人 

間の身体がどのよう 

に成り立っているの 

かについて、理解しよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

科学的文章を的確に読

み取り、調べたことを

発表する。 

iPS細胞が画期的である

点について、本文の内容

にそって、説明する。 

iPS細胞の利点と欠点 

について、インターネ 

ットや新聞などで調 

べたことをまとめて、 

発表することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson4 

Roman Baths     

(3～4時間) 

古代ローマの風

呂文化を知り、

その果たしてい

た役割を考え

る。 

 

seem to ～ / 

so ... that ～ 

/ 部分否定 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

現代のヨーロッパに 

おける風呂事情につ 

いて、理解しようとす 

る。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

日本の公衆浴場との共 

通点と相違点を考え、 

発表する。 

古代ローマの人々が公 

衆浴場を好んだ理由に 

ついて、本文の内容にそ 

って、説明する。 

ローマの浴場と日本 

の公衆浴場や温泉を 

比較して、似ている点 

と異なる点を報告す 

ることができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson5 

Artificial 

Intelligence     

(3～4時間) 

人工知能の進化

について知り、

社会に与える影

響について考え

る。 

 

現在完了の受け

身 / no matter 

how ～ 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

人工知能と人間との 

将来的な関わり方に 

ついて、考えようとす 

る。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

人工知能と人間社会と

の将来の関わり方につ

いて考える。 

人工知能に対する人間の

責任について、意見を述

べる。 

人工知能が人間の知 

能を超えた時代の私 

たちの生活について、 

意見を述べることが 

できる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson6 

Digital 

Books vs. 

Printed 

Books      

(3～4時間) 

電子書籍と紙の

書籍についての

討論を読み、双

方の特徴と、討

論における論の

展開方法を学

ぶ。 

 

関係代名詞の非

制限用法 / how 

to ～ 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

電子書籍と紙の書籍 

には、それぞれどのよ 

うな利点があるのか、 

考えようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

各発言者の意見とその 

理由を整理しながら読 

む。また、自分の立場 

と意見を発表する。 

電子書籍と紙の書籍につ 

いて、自分の意見を述べ 

る。 

将来、教科書がすべて 

電子書籍になること 

に賛成か反対か、意見 

とその理由を述べる 

ことができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson7 

Buckwheat 

Around the 

World      

(3～4時間) 

各国におけるソ

バの生産と消費

について知り、

その食文化を学

ぶ。 

 

比較・倍数表現 

/ 助動詞＋受け

身 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

ソバは世界でどのよ 

うに食べられている 

のかについて、理解し 

ようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

グラフを英文と関連付

けて効果的に読み取

り、他国の食文化に興

味を持たせる。 

ロシア・フランスのソバ

料理について、さらに深

く調べる。 

日本食として多く食 

べられていると思わ 

れる料理のうち、外国 

でも似た料理が食べ 

られているものを調 

べることができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson8 

A Message 

from Small 

Creatures       

(3～4時間) 

ミツバチとスズ

メの減少から考

えられる、環境

の変化とその影

響を知る。 

 

関係代名詞の非

制限用法 / 助

動詞＋進行形 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

日本でスズメの数が 

減少している事実と 

その理由について、理 

解しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

人間と自然の共生につ 

いて考え、自然から受け 

ている恩恵について話 

し合あう。 

消えゆく小さな生き物が 

放つ無言のメッセージと 

はどのようなものである 

のかを、本文の内容にそ 

って、具体的に説明する。 

見かけなくなった、あ 

るいは増えてきた小 

動物や鳥、魚、昆虫な 

どを探し、それについ 

て、相手の意見を聞く 

ことができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson9 

Aung San 

Suu Kyi       

(3～4時間) 

アウンサンスー

チーさんの生き

方を通じて、信

念を貫くことの

尊さを知る。 

 

現在完了の受け

身 / 仮定法過

去完了 / 過去

完了進行形 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

アウンサンスーチー 

さんの活動を通じて、 

民主主義の社会や平 

和な世界について、深 

く考えようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

アウンサンスーチーさ

んの求める平和とは何

か、また自分には何が

できるのかを考える。 

アウンサンスーチーさん

が目指す平和な世界を実

現するために必要な要素

や発想について、本文の

内容にそって、説明する。 

アウンサンスーチー 

さんのことばをほか 

に調べようとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson10 

The 

Wonders of 

Memory        

(3～4時間) 

記憶のメカニズ

ムと、記憶力を

高めるための方

法を学ぶ。 

 

倒置 / 過去完

了 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

記憶に影響を与える 5 

つの要因について、理 

解しようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

記憶力を高める各方法 

について、理論的裏付け 

を整理する。 

「一夜漬け」について、 

自分の経験をもとに、肯 

定的な意見あるいは否定 

的な意見を文章にまとめ 

る。 

記憶に影響を与える 

要因をほかに調べよ 

うとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson11 

A Moment 

Makes a 

Great 

Difference        

(3～4時間) 

現代における

「一瞬」の重み

を知り、加速す

る現代社会につ

いて考える。 

 

関係副詞 / it 

is ～ that ... 

/ 部分否定 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

現代社会における「速 

ければ速いほどよい」 

とする傾向について、 

自分の考えをまとめ 

ようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

現代社会における効率

と速度の追求の是非を

考える。 

現代社会における「速け

れば速いほどよい」とす

る傾向について、自分の

考えを述べる。 

「一瞬」の差で助かっ 

た、失敗したなどの経 

験を文章にまとめて 

発表することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson12 

Media 

Literacy         

(3～4時間) 

メディアリテラ

シーについて知

り、メディアと

の関わり方を学

ぶ。 

 

前置詞＋関係代

名詞 / had 

better ～ / 否

定の倒置 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

メディアリテラシー 

について、自分の考え 

をまとめるようとす 

る。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

メディアとの接し方を 

考え、他のメディアにつ 

いても特性と注意点を 

話し合う。 

本課で示されている情報 

が信頼できるかどうかに 

ついて、自分の考えを述 

べる。 

テレビやインターネ 

ット以外のメディア 

で必要とされるリテ 

ラシーについて、調べ 

ようとする。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

Lesson13 

Obama’s 

Speech in 

Hiroshima         

(3～4時間) 

オバマ元大統領

が広島で行った

演説の内容を知

る。 

 

関係代名詞の非

制限用法 / it 

seems that ～ 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

オバマ元大統領が広 

島で行った演説につ 

いて、自分の意見をま 

とめようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現力 

を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん 

だりして，物事や様々 

な考えを正確に理解す 

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな 

がら読み進めること 

ができる。また、英文 

を聞き取り、日本語で 

説明することができ 

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

演説の要旨を読み取

り、核廃絶と平和につ

いて考える。 

オバマ元大統領が広島で

行った演説について、自

分の意見を述べる。 

核兵器が存在する世 

界においてどのよう 

な取り組みが必要か 

について、話し合うこ 

とができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 



 

 

単元 

(配当時間) 
題材内容 単元の目標 主な学習内容 単元の評価規準 評価方法 

Lesson14 

A Variety of 

“Englishes”         

(3～4時間) 

現代における英

語の多様性を学

ぶ。 

 

省略 / 関係代

名詞の非制限用

法 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

外国語を使っての意思 

疎通に関心をもち，教 

師・クラスメートに対 

して積極的に言語活動 

を行い，意見交換を図 

ろうとする。 

英文の内容を把握し、そ 

のことについて、人の意 

見に耳を傾けるととも 

に、自らの意見を英語で 

書いたり、話したりする 

活動を行う。 

世界で話されている 

さまざまな英語につ 

いて、自分の考えをま 

とめようとする。 

授業での取り組み 

（特に聞く、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語表現の能力」 

外国語で話したり書い

たりして，自分の考え

や物事を適切に伝えて

いる。 

本文中の表現、 

Comprehension・Summary 

等、質問に対する回答で 

学ぶ表現を通じて表現 

力を養う。 

内容について、英問 

英答したり、知り得た 

情報を英語で言った 

り、書いたりすること 

ができる。 

授業での取り組み 

（特に話す・書く） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「外国語理解の能力」 

外国語を聞いたり読ん

だりして，物事や様々

な考えを正確に理解す

ることができる。 

本文構造を分析し、正 

確に内容を読取る、 

Read & Again、TRY! 

で問題を解き、英語理 

解を深める。 

文章構造に注意しな

がら読み進めること

ができる。また、英文

を聞き取り、日本語で

説明することができ

る。 

授業での取り組み 

（特に読む・話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 

「言語や文化についての知識・理解」 

多様化する英語の現状 

についての認識を深め 

る。 

世界で話されているさ 

まざまな英語について、 

自分の考えを述べる。 

英語を学ぶ意義につ 

いて、自分の考えを述 

べることができる。 

授業での取り組み 

（特に読む、話す） 

小テスト 

課題提出状況 

定期考査 


