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Lesson 5 Laughter Is the Best
Medicine

・笑いが最良の薬であることが科学的に証
明されている。
・現在分詞，過去分詞，関係代名詞(主格)

・笑いが健康に好影響をもたらすことについて読み取らせ
る。
・笑いの効用について，自ら考えさせる。
・健康によいことについて，自分の意見を発表させる。
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Focus on Grammar ②

＜題材内容とねらい＞
・エネルギー発電の問題点と速水浩平さんが提案する発
電方法について読み取らせる。
・従来の発電方法の利点や欠点，速水さんの発電方法が
どう優れているのかを自ら考えさせる。
・考えられる発電方法のアイディアを発表させる。
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・Japanese Dishes from Abroad 食卓に並ぶ
料理の「フードマイル」について考える。
・S＋V(＝be-動詞)＋C(＝that-節) / 現在
完了進行形 / S＋V＋O(＝疑問詞節) / It
is＋形容詞＋that-節 11 9 7
・S＋V(＝be-動詞)＋C(＝that-節)，現在完
了進行形，S＋V＋O(＝疑問詞節)，It is＋
形容詞＋that-節

・フードマイルの意味とフードマイル運動の問題点を読み
取らせる。
・フードマイル運動の長所と短所について自ら考えさせる。
・朝食メニューの食品産地について発表させる。

授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめ
スピーキングテスト
提出物

準動詞(to-不定詞，動名詞，疑問詞＋to-
不定詞，S＋V(want，tell，askなど)＋O＋to-
不定詞)

15

・アンジェラ・アキさんの夢に向かって生きる姿や，若者に
送るメッセージを読み取らせる。
・アンジェラさんのメッセージを受けて，自分がどのようにあ
るべきかを考えさせる。
・好きな歌手について，自分の意見を発表させる。
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Focus on Grammar ③ ・準動詞(現在分詞・過去分詞)，関係詞

15

・準動詞(現在分詞・過去分詞)，関係詞を理解し，文を作
ることができる。
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Lesson 7 Japanese Dishes from Abroad

課題考査
授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめ
音読テスト
提出物

Lesson 6 Take a Chance on You ・シンガーソングライターのアンジェラ・アキさ
んが送るメッセージ。

・関係代名詞(目的格)，It is … (for A) to
～，過去完了形，関係代名詞what

6

Lesson 3 Look Cool on Your Streets ・ブログで日本のファッションを海外に発信
するシトウレイさん。
・動名詞，現在完了形，受け身(現在・過去)

・日本のストリートファッションと海外での反応について読み
取らせる。
・自国の情報を海外に発信することの意義について考えさ
せる。
・ファッションに対する自分の考えを発表させる。

授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめ
スピーキングテスト
提出物

Lesson 4 Our Actions Can Make
Electricity

・速水浩平さんが開発したユニークな発電
方法とは。
・比較，S＋V＋O＋to-不定詞，疑問詞＋
to-不定詞

授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめテスト
提出物
課題テスト

・準動詞(to-不定詞，動名詞，疑問詞＋to-不定詞，S＋
V(want，tell，askなど)＋O＋to-不定詞)を理解し，文を作
ることができる。

Lesson 2
Stories behind Names

・名前にまつわる興味深い話。
・進行形(現在・過去)，不定詞の3用法，S＋
V＋O(＝that-節)

・名前の重要性と名前のもつ意味について読み取らせる。
・登場人物や同級生の名前の由来について，自ら考えさ
せる。
・自分や同級生のプロフィールを発表させる。

辞書の活用

Classroom English
Warm-up
Lesson 1 You Can Do Something for
the Olympics

・辞書の引き方
・Classroom English
・英語の語順等
・You Can Do Something for the Olympics
オリンピックの歴史と，あなた自身がオリン
ピックの成功のためにできること。
・現在・過去 / 助動詞(can，may，must) / 未
来(will，be going to)

・辞書の引き方を確認し、練習する。
・英文と日本文の構造の違いがわかり、自分で言える。
・日本でのオリンピックの歴史や，古代オリンピックと近代オ
リンピックの違いを読み取らせる。
・オリンピックの成功のために，生徒自身ができることにつ
いて自ら考えさせる。
・オリンピック選手について，自分の意見を発表させる。

授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめテスト
音読テスト
提出物

１　学習目標

英語を通じて、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、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどの基礎的な能力をバランスよく養う。さらに情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝
える能力を養う。

学習活動 評価方法

Focus on Grammar ① 時制(現在・過去・未来／現在進行形・過去
進行形)，助動詞(can，may，must)

・時制(現在・過去・未来／現在進行形・過去進行形)，助
動詞(can，may，must)を理解し，文を作ることができる。
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教科（科目） コミュニケーション英語Ⅰ 単位数 4 １学年

新潟県立分水高等学校学番47

定期考査
授業や課題への取り組み
小テスト
スピーキングテスト
提出物

使用教科書 Vivid Engilish Communication Ⅰ　 (第一学習社)

副教材
Vision Quest総合英語（啓林館）Listening Pilot Level 1（東京書籍）コーパス 3000（東京書籍）コーパス3000 チャンクマスターワークブック（東京書籍）スーパーアンカー英和
辞典（学研教育出版）プレップイングリッシュ（旺文社）

２　指導の重点

１学期は、中学校における学習との接続と「コミュニケーション英語Ⅰ」における学習への円滑な移行のため、主に身近な場面における言語活動を経験させながら、中学における基礎的な学習内容を整理して指導
し定着を図る。２学期以降は、聞いたことや読んだことを踏まえた上で話したり書いたりする言語活動を適切に取り入れながら、４技能を総合的に指導する。また、週末課題を通して反復練習させ、確認テストの活用
により、基礎力の定着に努める。

３　指導計画

単元名 学習内容



35 計 128時間（55分授業）

4
業や課題への取り組み
小テスト
提出物

2

合計時数×１．１／単位数＝

４　課題・提出物等

文構造を理解し，文を作ることができる。
・英文を聞き，内容を理解して解答することができる。
・対話文を理解して解答することができる。また，ロールプ
レイなどでの対話練習ができる。
「相づちを打つ，所属を聞く / 伝える，好みを聞く / 伝え
る」表現を用いてコミュニケーション活動ができる。
「学校生活」の場面の表現を用いてコミュニケーション活動
ができる。

9

定期考査
授業や課題への取り組み
小テスト
提出物

単語や音読などの小テストや週末課題テストなどの評価

ワークブックやノート、週末課題の提出状況

５　評価規準と評価方法

スフィンクスを破壊しつつある「塩害」とはど
のようなものか。
・関係副詞(where，when)，関係副詞(why，
how)，S＋V＋O＋O(＝that-節)，S＋V＋O
＋O(＝疑問詞節)

・時制(現在完了形，現在完了進行形，過去
完了形)，関係詞

・スフィンクスに影響を及ぼしている塩害や，その原因や現
状について読み取らせる。
・生活が自然環境に影響を与えていることについて自ら考
えさせる。
・世界遺産について発表させる。

・時制(現在完了形，現在完了進行形，過去完了形)，関係
詞を理解し，文を作ることができる。

Focus on Grammar ⑤

Listen & Speak

・文の構造。
・英文の内容理解
・対話文の理解
・「相づちを打つ，所属を聞く / 伝える，好
みを聞く / 伝える」表現を用
・「学校生活」の場面での表現

3

評価は次の４つの観点から行います。

コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

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する。

言語や文化についての知識・理解表現の能力

英語で話したり書いたりして、情報や考えな
どを適切に伝えている。

理解の能力

英語を聞いたり読んだりして、情報や考えなど
を適切に理解している。

英語の学習を通して、言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。

・単元別テストや単語テストなど、その他課題に対して真剣に取り組みましょう。

以上の観点を踏まえ

６　担当者からの一言

・必ず予習をして授業に臨みましょう。

・授業に積極的に参加しよう。

・音読は英語学習には必須です。授業内だけでなく、家庭学習にも取り入れましょう。

 各種テストや指示された課題の提出状況や授業への取り組みなどから総合的に判断します。
なお、定期考査は中間は行わず、期末・学年末のみ行います。

Reading Education First!

1 8

課題考査
授業や課題への取り組み
小テスト　単元別まとめ　音読テスト
提出物

Lesson 8 The Sphinx in Danger

Focus on Grammar ④

Lesson 9 A Bridge Between Japan and
the U.S.

・東日本大震災で命を落としたALTのテイ
ラー・アンダーソンさんの生き様。
・強調構文，S＋V＋O＋C(＝原形不定詞)，
助動詞＋受け身，S＋V＋O＋C(＝現在分
詞)

・テイラー・アンダーソンさんの人生について読み取らせ
る。
・日本とアメリカの架け橋となる国際交流について自ら考え
させる。
・住んでみたい国について発表させる。

・マララ・ユサフザイさんが国連で行ったス
ピーチ。

12 8

定期考査
授業や課題への取り組み
小テスト
スピーキングテスト
提出物

11 15

授業や課題への取り組み
小テスト
単元別まとめ
音読テスト
提出物

・女性や子供の人権・教育に関するマララ・ユサフザイさん
の主張を読み取らせる。
・スピーチの表現の特徴をつかむ。


