
令和４（2022年度） （英語科） 教育指導計画 

 

（１）科目の配当・分担表 

（必修 ◎，選択必修 ○，選択 △） （講師：＊） 

 

学 年 科 目 名 必修・選択 単位数 クラス数 時数 担当者名 
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（２）指導計画表 

科目名： 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 学年： １ 単位数： ３ 
担当者名：立花 直樹 

＊ロス ワータネン 

１．指導目標 

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え

方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話す

こと，書くことの言語活動及びこれらを結び付けた統

合的な言語活動を通して，情報や考えなどを的確に理

解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニ

ケーションを図る資質・能力を次のとおり育成するこ

とを目指す。 

(1) 外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きな

どの理解を深めるとともに，これらの知識を，聞く こ

と，読むこと，話すこと，書くことによる実際のコミ

ュニケーションにおいて，目的や場面，状況な 外国語 

どに応じて適切に活用できる技能を身に付けるように

する。 

(2)コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに

応じて，日常的な話題や社会的な話題について，外国

語で情報や考えなどの概要や要点，詳細，話し手や書

き手の意図などを的確に理解したり，これらを活用し

て適切に表現したり伝え合ったりすることができる力

を養う。 

(3)外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き

手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，主体的，

自律的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろう

とする態度を養う。 

 

２．評価観点 

CAN-DO リストをもとに，３つの観点のなかで重視する

項目は以下の通りである。 

【知識・技能】【思考・判断・表現】 

聞くこと：①音声，②内容理解 

読むこと：①音読，②内容理解，③リーティングス

トラテジー 

話すこと（やりとり）：①話題，②コミュニケーショ

ンストラテジー 

話すこと（発表）：①発音，②事実情報，③考えや気

持ち，意見，主張 

書くこと：①事実情報，②考えや気持ち，意見，主

張 

【主体的に学習に取り組む態度】 

 ①国際性，②協同性，③学習ストラテジー 

３．指導方法 

CAN-DO リストをもとに，個に応じた学び，協同学習，

全体での学びを適宜組み合わせて言語活動を行い，ワ

ークシートなどを活用して生徒が自律的に学ぶことが

できるよう支援する。また，適宜教科書以外の教材も

用いる。 

 

４．評価方法 

２．評価観点について，以下の方法で評価する。 

【知識・技能】 

定期考査，パフォーマンステスト，課題 

【思考・判断・表現】 

定期考査，パフォーマンステスト，課題 

【主体的に学習に取り組む態度】 

 振り返り，パフォーマンステスト，課題 

 

５．年間計画 

１学期：Unit 1 Behaviour，Unit 2 Ways of learning，

Unit 3 Technology，Unit 4 Appearance 

２学期：Unit 5 Work，Unit 6 Health，Unit 7 Happiness，

Unit 8 Home 

３学期：Unit 9 Travel，Unit 10 Free Time 

＊Timed Reading for Fluency 1を使って毎週１回のペ

ースで速読トレーニングをおこなう。 

使用教科書： 

Cambridge Experience 1（ケンブリッジ大学出版） 

副教材・テキスト等 

Timed Reading for Fluency 1（Seed Learning） 

マーフィーのケンブリッジ英文法 初級編（ケンブリ

ッジ大学出版） 



科目名： 論理・表現Ⅰ 学年： １ 単位数： ２ 担当者名：山井 惇平 

１．指導目標 

話すこと［やり取り］，話すこと［発表］，書くことの

三つの領域を結び付けた統合的な言語活動を通して，

発信能力の育成を強化する指導を行う。 

日常的な話題や，社会的な話題について，事前の準備

などにおいて，多くの支援を活用すれば，論理の構成

や展開を工夫しながら，スピーチやプレゼンテーショ

ン，文章を書くことを通して伝えることができるよう

にする。 

 

２．評価観点 

【知識・技能】 

・英語で発信するための語彙・表現・文法を身につい

ているか 

【思考・判断・表現】 

・目的や状況に応じて，適切な表現を用いてコミュニ

ケーションをとることができるか 

【主体的に学習に取り組む態度】 

・自身の学習内容を振り返ることで課題を把握し，改

善することができているか 

 

３．指導方法 

〇ペア・グループワークを通じた協同学習に取り組む

ための支援を行う。 

〇発信のために必要な語彙・表現・文法を，教科書を

用いて定着させる。 

〇発信のために必要な英語の発音を，教科書等を用い

て指導する。 

〇生徒が調べたことや経験したこと，興味，関心など

に基づくライティング活動 

〇生徒が調べたことや経験したこと，興味，関心など

に基づくスピーキング活動 

 

４．評価方法 

普段の授業への取り組み，ペーパーテスト，パフォー

マンステスト，小テスト，提出物等をもとに総合的に

評価を行う。 

 

５．年間計画 

１学期  

・EARTHRISE Lesson１～５ 

・マーフィーのケンブリッジ英文法 １～３４ 

 

２学期  

・EARTHRISE Lesson６～１２ 

・マーフィーのケンブリッジ英文法 ３５～９０ 

 

３学期  

・EARTHRISE Lesson１３～１５ 

・マーフィーのケンブリッジ英文法 ９１～１１３ 

 

〇使用教科書 

『 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅰ 

Advanced』（数研出版） 

〇副教材・テキスト等 

『マーフィーのケンブリッジ英文法(初級編)』

(Cambridge University Press) 

 

 



科目名: ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 学年: ２ 単位数: ２ 担当者名: 横山 大地 

１．指導目標 

1)「話す」「聞く」「読む」「書く」の 4 つの言語能力

を通じて，クラスメートと協力しながら主体的かつ客

観的にコミュニケーションを図ろうとする姿勢を養

う。 

2)日常的な話題や社会的な問題について，英語で  

自分の言いたいことを表現したり，相手の言いたいこ

とを理解する。 

２．評価観点 

1)「話す」 

自分の意見や考えなどを整理して，論理的に話すこと

ができるか。 

2)「聞く」 

まとまりのある内容を聞いた後，キーワードを使って

自分で要約することができるか。 

3)「読む」 

筆者の言いたいことを理解し，意味・内容を自分で整

理することができるか。 

4)「書く」 

読み聞きしたことをふまえて，自分の意見や考えなど

を論理的な文章で書くことができるか。 

 

３．指導方法 

◇自主的な語彙学習ならびに文法の復習 

◇ペアワークやグループワークによる協同学習 

◇インプット・インテイク・アウトプット活動 

◇教科書の音読・聴解・読解 

ex) Repeating・Shadowing・Word Explanation  

Translation・Dictation・Summary 

Retelling・Discussion  etc… 

◇副教材を使った速読の練習 

 

その他 

・SDGs のテキストを読んで環境問題について考える。 

・国際経験を通じて状況に応じた判断力を養う。 

・音楽鑑賞・映画鑑賞の時間を適宜設定する。 

４．評価方法 

【知識・技能】 

定期考査・中テスト・小テストなどに取り組む姿勢。 

【思考・判断・表現】 

スピーチやエッセイなどにおいて，自分の意見や考え

などを論理的な文章で表現しようとする意欲。 

【主体的に学習に取り組む態度】 

ディスカッションやプレゼンテーションなどにおい

て，自分の意見や考えなどを相手に伝えようとする態

度。   

５．年間計画 

＜１学期＞ 

FLEX Ⅱ Lesson 1-Lesson 4 

LEAP 単語テスト ８５１-1000 / 1001-1200 

Rapid Reading 2 No.1-No.10 

＜2学期＞ 

FLEX Ⅱ Lesson 5-Lesson 7 

LEAP 単語テスト 1201-1400 / 1401-1600 

Rapid Reading 2 No.11-No.20 

＜3学期＞ 

FLEX Ⅱ Lesson 8-Lesson 10 

LEAP 単語テスト 1601-1800 / 1801-1935 

Rapid Reading 2 No.21-No.23 

＊生徒の興味・関心・好奇心に合わせて他の教材も導

入する。 

 

使用教科書 

『FLEX English Communication Ⅱ』（増進堂） 

副教材・テキスト等 

『必携英単語 LEAP』（数研出版） 

『Rapid Reading Level 2』（美誠社） 

『SDGs 英語長文 Core』（三省堂） 

『Read-Think-Express』（いいずな書店） 

 

 

 

 

 



科目名: 英語表現 Ⅱ 学年: ２ 単位数: ２ 

担当者名: 横山 大地 

＊小野木 ゆみ 

＊ジョー レクセイ 

１．指導目標 

1) 1年で学習した文法の定着を図る。 

2) 授業で学習した文法を使ってエッセイを書く。 

3) エッセイを書く前にペアワークやグループワーク

で知識・情報・アイディアなどを共有し，「話す」こ

とと「書く」ことをつなげる。 

4) 英語の文章構造について理解し，自分で書けるよ

うになる。 

ex) Introduction / Body / Conclusion 

Paragraph Writing / Essay Writing  

   Topic Sentence / Supporting Sentence  

Logic / Persuasion / Restatement など 

 

２．評価観点 

1)文法 

① 1年で学習した文法が定着しているか。 

② エッセイを書く際，1年で学習した文法を柔軟に使

いこなせているか。 

2）ライティング 

読み手が納得するような，説得力のある文章構成にな

っているか。 

 

３．指導方法 

1) 自主的な文法・英作文の学習。 

2) ペアワークやグループワークによる協同学習。 

3) グループ・プレゼンテーションやミニ・ディベー

トで求められる協調性。 

テーマ例 

“What’s next after GAFA? Let’s start a new business!” 

“18 years old・・・ Are we adults?” etc… 

その他 

プレゼンテーショ能力・・・パワーポイントを使った

会社説明会を行う。 

映像学習・・・YouTube で全国高校ディベート選手権

を見る。 

                                           

 

 

４．評価方法 

【知識・技能】 

定期考査・小テスト・提出物などに取り組む姿勢。 

【思考・判断・表現】 

エッセイ・ディベート・プレゼンテーションなどにおい

て，自分の意見や考えなどを論理的かつ説得力のある言

葉で表現しようとする意欲。 

【主体的に学習に取り組む態度】 

ペアワークやグループワークなどにおいて，自分の意見

や考えなどを相手に伝えようとする意志や態度。   

 

５．年間計画 

１学期 

Mainstream： Lesson 1〜Lesson 7 

-文型・時制・助動詞・受動態などを使って，あるテー

マに沿ってエッセイを書く。 

２学期 

Mainstream: Lesson 8〜Lesson 14 

-不定詞・動名詞・分詞・関係詞・比較などを使って，

あるテーマに沿ってエッセイを書く。 

３学期 

Mainstream: Lesson 15〜Lesson 20 

-仮定法・否定・接続詞などを使って，あるテーマに沿

ってエッセイを書く。 

その他 

-Group Presentation / Mini Debate を実施する。 

-Reading Explorerを必要に応じて使用する。 

 

使用教科書 

-MAINSTREAM English ExpressionⅡ （増進堂） 

副教材・テキスト等 

-FINAL DRAFT(いいずな書店) 

-Reading Explorer Foundations (CENGAGE Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名： ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 学年：３ 単位数：３ 担当者名：加藤 晃浩 

１．指導目標 

（１）他者との協同や対話を重ねながら，自らの学び

に見通しを持って主体的・自律的に学習する態

度を養う。 

（２）身近な話題や社会的な話題について，4 技能 5

領域の統合的な指導を通して，情報や考えなど

の概要や要点，詳細，意図などを的確に理解し

たり，適切に表現したり伝え合ったりすること

ができる力を養う。 

 

２．評価観点 

【知識・技能】 

語彙，文法，発音，リスニング，スピーキング，リー

ディング，ライティングの理解と適切な運用ができる

か 

【思考・判断・表現】 

情報や他者の意見を的確にインプットし，対する自分

の考えを根拠とともに適切に表現することができるか 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

自ら設定した目標に向け，見通しを持って自分に合っ

た学習方法を選択し，内省と調整を繰り返しながら学

習を進めることができるか 

 

３．指導方法 

◇インプット→インテイク→アウトプットに繋げる

言語活動を中心に据えた指導 

◇協同学習を通して，題材をもとに考えを交流し，見

方・考え方を広げ深め合う機会の創出 

◇語彙学習，文法学習，語学学習の自主的・自律的な

学習の支援 

 

・教科書の聴解＆読解（グラフィックオーガナイザー， 

英問英答，要約） 

・教科書題材が扱う鍵概念の獲得 

・教科書をもとにしたリテリング活動や自己表現活動 

・副教材を用いた速読，速聴の練習 

・Interview, Speech, Discussion, Debate 

・Essay Writing 

 

４．評価方法 

【知識・技能】 

◎ インタビューテスト，スピーチ，ディスカッショ

ン，ディベート，エッセイ，定期考査，小テスト

等における，正確で適切な英語の活用 

 

【思考・判断・表現】 

◎ インタビューテスト，スピーチ，ディスカッショ

ン，ディベート，エッセイ，定期考査等における，

概要や詳細，意図などの的確な理解 

◎ インタビューテスト，スピーチ，ディスカッショ

ン，ディベート，エッセイ，定期考査等における，

目的や場面，状況などに応じた内容や構成 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

◎ インタビューテスト，スピーチ，ディスカッショ

ン，ディベート，エッセイ等における，積極的で

意欲的な英語使用 

◎ 年間計画表や諸活動の自己評価シートにおける，

目標設定と自己評価や振り返り 

 

 

５．年間計画 

＜１学期＞ 

CROWN Lesson 2, 3, 4, 5 

CNN Workbook News 1~10 

WIDE ANGLE Lesson 1~7 

TACLE 40 第 1~2 回 

 

＜２学期＞ 

CROWN Lesson 6, 7, 8, 9 

CNN Workbook News 11~20 

WIDE ANGLE Lesson 8~15 

TACLE 40 第 3~10 回（家庭学習含む） 

TRY30 第 1~6 回（家庭学習含む） 

 

＜３学期＞ 

CROWN Lesson 10 

TACLE 40 第 11~ 12 回 

TRY30 第 7 回 

 

 

 

使用教科書： 

『CROWN English Communication Ⅲ』（三省堂） 

副教材・テキスト等 

『CNN Workbook Extended Course 2022』（朝日出版） 

『英語総合問題演習 WIDE ANGLE 5 訂版』（美誠社） 

『TACLE 40』『TRY30』（桐原書店） 

 



科目名： 英語表現Ⅱ 学年：３ 単位数：２ 担当者名：山井 惇平 

１．指導目標 

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度を育成するとともに，事実や意見などを多

様な観点から考察し，論理の展開や表現の方法を工夫

しながら伝える能力を伸ばす。 

 

２．評価観点 

【知識・技能】 

・英語で発信するための語彙・表現・文法を身につけ

ているか 

【思考・判断・表現】 

・目的や状況に応じて，適切な表現を用いてコミュニ

ケーションをとることができるか 

【主体的に学習に取り組む態度】 

・自身の学習内容を振り返ることで課題を把握し，改

善することができているか 

 

３．指導方法 

〇ペア・グループワークを通じた協同学習に取り組む

ための支援を行う。 

〇発信のために必要な語彙・表現・文法を，教科書を

用いて定着させる。 

〇発信のために必要な英語の発音を，教科書等を用い

て指導する。 

〇生徒が調べたことや経験したこと，興味，関心など

に基づくライティング活動を行う。 

〇生徒が調べたことや経験したこと，興味，関心など

に基づくスピーキング活動を行う。 

 

 

４．評価方法 

普段の授業への取り組み，ペーパーテスト，パフォー

マンステスト，小テスト，提出物等をもとに総合的に

評価を行う。 

 

５．年間計画 

 

１学期  

〇教科書 EMPOWER PartⅠ Lesson 18～20 

        PartⅡ Lesson 1～5 

〇est上級英作文 Ch.1～Ch.8 

〇Focus on Listening 1～10 

 

２学期  

〇教科書 EMPOWER PartⅢ Lesson 1～5 

〇est上級英作文 Ch.9～Ch.15 

〇Focus on Listening 11～20 

 

 

 

〇使用教科書 

『EMPOWER ENGLISH EXPRESSIONⅡ MASTERY COURSE』 

（桐原書店） 

〇副教材・テキスト等 

『est上級英作文』(エスト出版) 

『Focus on Listening Pre-Advanced』（エミル出版） 

 

 

 

 

 

 



科目名： 選択英語（基礎） 学年：３ 単位数：２ 担当者名：乾 まどか 

１．指導目標 

 ・基礎を固め，応用問題にチャレンジ 

 ・参考書で個々の学びを深めながら協同学習で理解

を深める 

２．評価観点 

【知識・技能】 

  参考書を活用し，与えられた課題に取り組む学習が

できているかどうか。 

【思考・判断・表現】 

 情報を整理し，互いの意見を尊重したうえで， 

適切に自分の意見を表現して伝えることができるか。 

【主体的に学習に取り組む態度】 

 課題に対して積極的に取り組み，グループでそれぞれ

の学びを共有し，他者から学び自分の学力として身に

つけていけているかどうか。 

３．指導方法 

 協同学習の形態をとり，文法項目や長文読解をグル

ープで共有しながら理論を理解し，言葉で表現し説明

する力を育成する 

４．評価方法 

【知識・技能】 

・定期試験，課題提出， 

【思考・判断・表現】 

・授業内での課題の発表，自宅学習の提出，定期試験 

【主体的に学習に取り組む態度】 

・提出物，授業中の態度 

 

５．年間計画 

◆ 英文法強化演習 New Frame 650  

〈１学期〉 

STEP 1 〜 12  

〈２学期〉 

STEP 13 〜23  

 

＊高２時夏期課題で使用していた「三訂版 基礎を固め

る 英語構文ノート 90」チャートを適宜復習として取

り入れる。 

 

＊基礎固めを徹底し，そこから理解を深める課題へと

発展できるように進める。 

使用教科書： 

 

副教材・テキスト等 

・新解説 英文法[強化]演習 New Frame 650［New 

Edition］瓜生豊（監修）／桐原書店編集部 編 

桐原書店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名： 選択英語（発展） 学年：３ 単位数：２ 担当者名：加藤 晃浩 

１．指導目標 

（１）スピーキング力，ライティング力における表現

内容を向上させる。 

（２）クリティカルシンキングについて学び，トピッ

クについて複数の異なる視点から眺める力，お

よび，自らの意見をいくつかの観点から論理的

に展開できる力を養う。 

（３）他者と対話する力を伸ばす。 

 

２．評価観点 

【知識・技能】 

・英語の言語的側面に関して正しく理解し適切に運用

しているか 

・クリティカルシンキングについての理解を深め，活

用しているか 

・対話を適切に開始＆継続しているか 

 

【思考・判断・表現】 

・他者の意見や，情報，ニュース等についての的確に

理解しているか 

・自分ならではの独自の意見を練り上げ，根拠ととも

に適切に表現し，交流することができるか 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

・授業外でも自分なりに取り組む学習内容・学習方法

を持ち，省察しながら，主体的に学習を進めている

か 

・他者と協同して学びを高め合っているか 

 

３．指導方法 

◇グループディスカッションを基本として，Logic, 

Culture, Perception, Self-Awareness, Values などのテー

マを通して見方・考え方を広げ深める。 

◇多様な考えに触れる機会を持たせ，独創性のある内

容を効果的に伝えることを意識しながら話す力，書

く力を育成する。 

◇語学学習の自主的・自律的な学習を支援する。 

 

・Short movies 

・TED Talks 

・名言翻訳 

・Speech, Discussion, Debate 

・Essay Writing 

４．評価方法 

【知識・技能】 

◎ インタビューテスト，ディスカッション，エッセ

イ，ポスター，定期考査，小テスト等における，

正確で適切な英語の活用 

 

【思考・判断・表現】 

◎ インタビューテスト，ディスカッション，エッセ

イ，ポスター，定期考査等における，概要や詳細，

意図などの的確な理解 

◎ インタビューテスト，ディスカッション，エッセ

イ，ポスター，定期考査等における，目的や場面，

状況などに応じた内容や構成 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

◎ インタビューテスト，ディスカッション，エッセ

イ，ポスター等における，積極的で意欲的な英語

使用 

◎ 諸活動の自己評価シートにおける，目標設定と自

己評価や振り返り 

 

 

５．年間計画 

＜１学期＞ 

Speaking of Critical Thinking Unit 1~6 

音読テスト 

ポスター作成 

機能別英会話 

 

＜２学期＞ 

Speaking of Critical Thinking Unit 7~12 

  インタビューテスト 

エッセイ集作成 

英作 

 

＜３学期＞ 

 英作 

 

 

使用教科書： 

副教材・テキスト等 

『Speaking of Critical Thinking』（南雲堂） 

 


