
学校番号 １０９ 

 

平成 29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 
CROWN  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の授業は、「話すこと」、「書くこと」、「聞くこと」、「読むこと」という４技能の力をつける授業です。また、３年生では入試を

見据えた授業を行います。 

・英語の語彙や文法については、入試対策はもちろんのこと、実際のコミュニケーションでどのように使われるか、ということを意識して学習することが

大切です。常に「英語を使う」ということを意識して学習しましょう。 

・音読は外国語学習の中でとても大切な練習の一つです。英語のリズムやイントネーションに気をつけ、聞いている人にきちんと伝わるような音読を心が

けましょう。 

 

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】学習到達目標：CAN-DO リストの該当学年の学習到達目標を再掲のこと。 

      履修科目：「コミュニケーション英語Ⅲ」（４単位）、「英語理解」（４単位）、英語文法演習（３単位・２単位）、英語表現（３単位）、英語長文

読解演習（２単位）、パワーアップイングリッシ（２単位）、英語総合演習（１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 

・読んだ内容について、自分の意

見を述べることができる。 

・自分のこれまでの経験、将来の

夢や希望などについて、前もっ

て準備し、メモを見ながら理由

と具体例を添えて短く説明する

ことができる。 

・身近なトピック（趣味や将来の

夢や希望など）について幅広く

意見や情報の交換をすることが

できる。 

コ ミ ュ

Ⅲ・英語理

解 

定期考査 

 

英語長文 

定期考査 

 

パワーア

ップ・英語

総合 

定期考査 

・自分の意見や考えを、まとまり

のあるひとつの段落で書くこ

とができる。 

・身近な話題に関して説明をし、

自分の意見を、つなぎの語やフ

レーズを活用して、まとまりの

ある段落をひとつ書くことが

できる。 

・慣れ親しんだ語や表現を用い

て、物事の手順を筋道立てて書

くことができる。 

コミュⅢ・

英語理解 

定期考査 

 

英語文法・

英語表現 

定期考査 

 

英語長文 

定期考査 

 

パワーアッ

プ・英語総

合 

定期考査 

・外国の文化・風習などについ

ての説明文などを聞いて、概

要を理解することができる。 

・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。 

・ゆっくりはっきりと話されれ

ば、外国の文化・風習などな

じみのないことでもその概要

を理解することができる。 

コミュⅢ・

英語理解 

定期考査 

 

英語文法・

英語表現 

定期考査 

 

パワーアッ

プ 

定期考査 

 

・長文読解については、特に速読

力の養成に力を入れる。 

・複雑な文章も時間をかけて、精

読し、全体の要点や詳細を理解

することができる。 

・300 語程度の英文を、複雑なと

ころは時間をかけて読み、全体

の要旨を理解し、大事な点をも

れなく理解することができる。 

 

コ ミ ュ

Ⅲ・英語理

解 

定期考査 

 

英 語 文

法・英語表

現 

定期考査 

 

英語長文 

定期考査 

 

パ ワ ー ア

ップ 

定期考査 

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もち、積極的に

言語活動を行い、コミュニケーションを図ろ

うとしているかを的確に評価できる方法で実

施。 

CAN-DO リストによる「話すこと」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 リストによる「聞くこと」と「読む

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付けて

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を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 

Lesson 1 

( １２時間) 

 
An American in 
the Heart of 
Japan 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを見
せながら、例示する表現を
簡潔に説明する文章を書
くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 

Lesson ２ 

( １２時間) 

 
Design for 
Whom? 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 
・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを見
せながら、例示する表現を
簡潔に説明する文章を書
くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 

・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Lesson ３ 

( １２時間) 

 
God’s Hands 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

・聞き取れない箇所や未知の語句
があっても、推測するなどして
聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知の
語句があっても、推測する
などして聞き続けている。 

 

・ペアでの言語活動を観察す
る。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現を
用いて簡潔に説明する文章を
書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現を
用いて簡潔な説明文を書く。 

・説明を読み、その内容につ
いて、写真やグラフを見せ
ながら、例示する表現を簡
潔に説明する文章を書く
ことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容に
ついて情報の概要や要点
を捉えることができる。 

・定期テストの筆記テストに
おいて、内容理解を問う出
題により、内容理解ができ
ているかを判断する。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解す

る。 
・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を理
解している。 

・言語の使用場面と働きを意
識した定期テストの筆記
テストにおいて、知識が身
に付いているかを判断す
る。 

Lesson ４ 

( １２時間) 

 
Be Aware! 
Be Engaged! 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 
・聞き取れない箇所や未知の語句

があっても、推測するなどして
聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知の
語句があっても、推測する
などして聞き続けている。 

 

・ペアでの言語活動を観察す
る。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現を
用いて簡潔に説明する文章を
書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現を
用いて簡潔な説明文を書く。 

・説明を読み、その内容につ
いて、写真やグラフを見せ
ながら、例示する表現を簡
潔に説明する文章を書く
ことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容に
ついて情報の概要や要点
を捉えることができる。 

・定期テストの筆記テストに
おいて、内容理解を問う出
題により、内容理解ができ
ているかを判断する。 

「言語や文化についての知識・理解」 

・例示する表現の使い方を理解す
る。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を理
解している。 

・言語の使用場面と働きを意
識した定期テストの筆記
テストにおいて、知識が身
に付いているかを判断す
る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Lesson ５ 

( １２時間) 

 
Only a Camera 
Lens between 
Us 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを
見せながら、例示する表
現を簡潔に説明する文章
を書くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 

Lesson ６ 

( １２時間) 

 
The Magic of 
Reality 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 
・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを
見せながら、例示する表
現を簡潔に説明する文章
を書くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Lesson ７ 

( １２時間) 

 
Being Bilingual 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

・聞き取れない箇所や未知の語句
があっても、推測するなどして
聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知の
語句があっても、推測する
などして聞き続けている。 

 

・ペアでの言語活動を観察す
る。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現を
用いて簡潔に説明する文章を
書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現を
用いて簡潔な説明文を書く。 

・説明を読み、その内容につ
いて、写真やグラフを見せ
ながら、例示する表現を簡
潔に説明する文章を書く
ことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容に
ついて情報の概要や要点
を捉えることができる。 

・定期テストの筆記テストに
おいて、内容理解を問う出
題により、内容理解ができ
ているかを判断する。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解す

る。 
・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を理
解している。 

・言語の使用場面と働きを意
識した定期テストの筆記
テストにおいて、知識が身
に付いているかを判断す
る。 

Lesson ８ 

( １２時間) 

 
Green 
Revolution,  
Blue Revolution 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 
・聞き取れない箇所や未知の語句

があっても、推測するなどして
聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知の
語句があっても、推測する
などして聞き続けている。 

 

・ペアでの言語活動を観察す
る。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現を
用いて簡潔に説明する文章を
書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現を
用いて簡潔な説明文を書く。 

・説明を読み、その内容につ
いて、写真やグラフを見せ
ながら、例示する表現を簡
潔に説明する文章を書く
ことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容に
ついて情報の概要や要点
を捉えることができる。 

・定期テストの筆記テストに
おいて、内容理解を問う出
題により、内容理解ができ
ているかを判断する。 

「言語や文化についての知識・理解」 

・例示する表現の使い方を理解す
る。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を理
解している。 

・言語の使用場面と働きを意
識した定期テストの筆記
テストにおいて、知識が身
に付いているかを判断す
る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Lesson ９ 

( １２時間) 

 
What’s Not for 
Sale? 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 

・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを
見せながら、例示する表
現を簡潔に説明する文章
を書くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 

Lesson １０ 

( １２時間) 

 
Stay Hungry, 
Stay Foolish 

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」 
・聞き取れない箇所や未知の語
句があっても、推測するなど
して聞き続ける。 

・セクションごとに、本文の音
声を聞き、事実と筆者の考え
を区別して、ワークシートに
メモする。 

・聞き取れない箇所や未知
の語句があっても、推測す
るなどして聞き続けてい
る。 

 

・ペアでの言語活動を観察
する。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語表現の能力」 
・内容について、例示する表現
を用いて簡潔に説明する文章
を書く。 

・ワークシートを用いて、セク
ションごとに例示する表現
を用いて簡潔な説明文を書
く。 

・説明を読み、その内容に
ついて、写真やグラフを
見せながら、例示する表
現を簡潔に説明する文章
を書くことができる。 

・ワークシートを提出させ、
その内容を取組状況の判
断材料として活用する。 

「外国語理解の能力」 
・情報の概要や要点を捉える。 ・セクションごとに、関連した

画像などを見ながら読み、イ
メージとともに、その内容を
理解する。 

・説明を読んで、その内容
について情報の概要や要
点を捉えることができ
る。 

・定期テストの筆記テスト
において、内容理解を問
う出題により、内容理解
ができているかを判断す
る。 

「言語や文化についての知識・理解」 
・例示する表現の使い方を理解
する。 

・本文中で用いられている意味
や用法を確認する。 

・例示する表現の使い方を
理解している。 

・言語の使用場面と働きを
意識した定期テストの筆
記テストにおいて、知識
が身に付いているかを判
断する。 


