
 

 

＜最終目標＞ グローバル社会に生きる英会話力と最難関大学入試突破の英語力育成 

≪生徒諸君へ≫  

（１）「家庭学習」・・宿題、予習、復習を必ず行い、課題を毎日提出してください。 

（２）「NHK ラジオ英会話」を毎日欠かさず聞き、ノートに本文を写してください。 

（３）「持ち物」・・・教科書、ノート、単熟語を毎日持参してください。 

  

１.今年度の達成目標  英検準１ /２級合格

GTEC（550～700） 

進研模試（63～68） 

語彙力（5,000～6,000）  

担当教師, 

  

  

２.英語科の指導戦略 

＜授業の指導戦略＞ 

(1) 魅力ある学習指導の展開  

(2) ２教師による個別指導の徹底    

(3) BIGPAD を利用した多彩な授業展開   

(4) Interactive 活動による表現力の育成   

(5) 創作プリント等による基礎基本の徹底    

＜授業外の指導戦略＞ 

(1) 英会話教室の計画的実施  

(2) 英検対策早朝講習の実施  

(3) 英検や GTEC への集中講座  

(4) 予習復習ノートの徹底 

＜関連行事への参加＞ 

(1) ユネスコ活動への参加・  

(2) 対外的活動への積極的参加  

(3) 校内教科行事の実施・・ 

＜各種実力試験の実施＞ 

(1) 英語検定試験・・・・・ 

(2) GTEC・・・・・・・・ 

(3) 進研模試、河合模試・・ 

 

理論と実践を踏まえた準備万端の授業を展開します。 

生徒の特性を踏まえた“楽しくて”“分かる”授業を展開します。 

担当教師による個別指導を徹底し、生徒の学力を最大限に伸ばします。 

BIGPAD による英会話・英作文・読解を行い、高度な英語力を身につけます。  

Information Gap Game, Interview Game, Daily Conversation を行い、表現力を高めます。  

授業用プリントの活用、スパイラル学習、リターン学習による基礎学の完全習得を徹底します。 

 

週２回「能力別英会話教室」を実施し、英会話力や表現力を育成します。 

週３回早朝「英検ドリル」を計画的に実施し、上位級の取得を目指します。  

英検対策講座・GTEC 対策合宿・Benesse 集中ゼミを行い、万全を尽くします。

家庭学習を継続的に実施し、学習に対する主体性を育てます。 

 

ユネスコ活動を計画的に行い、国際的感覚や英会話力を育てます。 

公開講座・文化祭・本校説明会等で多彩な英語活動を行い、表現力を養います。  

管内スピーチコンテストの参加や英単語グランプリを実施します。 

 

年 3 回(6 月、10 月、1 月)実施されますが、全部受験します。 

年 2 回受験し、英語力を判定します。 

年 5 回受験し、英語力を判定します。 

３．指導教科書 New Treasure Stage3・4(Z 会)、PRO-VISIONⅡ(桐原書店) 

４．補助教材 New Treasure Workbook ＆文法問題集３・４、VALUE1700（数研） 

５．評価・評定の方法 ＊ 「英語演習Ⅰ」と「CommunicationⅡ」を分けて評価します。 

＊ 成績は、定期テスト・面接テスト・平常の取組を総合して評価します。  

６．成績の付け方 (1) 日頃の観察や面接試験で「15 点／15%」を換算します。 

(2) 定期考査「観点別のテスト」で「85 点満点／85%」を換算します。 

＊ コミュニケーションへの意欲・関心・・・・・・・・・・・・・・10 点 

＊ 外国語表現力（話す・書く力）・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 点  

＊ 外国語理解力（読み・聞く力）・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 点   

＊ 文化・言語についての知識・理解・・・・・・・・・・・・・・・25 点 

2019 年度高等学校第 2 学年（中高一貫 5 年）「英語科（English communicationⅢ）指導計画」 



達成目標 ≪教科書、教材≫ 

「英検」（２級/準１級）社会的な事象を理解し、表現することができる。 

「態度」社会問題への関心、課題意識のある授業態度、自立的な学習習慣が確立できる。  

「GTEC」(５２０)長い英文を聞き・読み、その概要や要点を把握することができる。   

「学習指導要領」話したり意見の交換をしたりすることや，簡潔に書くことなどの統合的な言語活動を行う。  

New Treasure &Stage３・４ 

PRO-VISIONⅡ 

VALUE1700(英単語)、速読英単語(Ｚ会) 

（ L：Listening S： Speaking R：Reading  W：Writing） 

月 行事(目標) English CommunicationⅠ(４時間／６時間) 月別達成目標（Can DO） 

４ スタディーサポート  

 

Lesson11 仮定法（New Treasure Stage ３） 
仮定法過去（If Kevin were here, he would laugh and lough.）
仮定法過去完了（If I had known, I would have come this..） 

I wish…./ as..is(though)（I wish I could stay here forever.）  

Read「Unlocking the Mysteries of the Planets」     

L：各 Section を理解し、質問の内容を考えながら聞ける。  

S：未来の可能性を仮定法で表現することができる。 

R：Post Reading に正しく答えられる。 

W：Critical Thinking の意見が書ける。 

態度：批判的な思考で分析しようとする 

５ 中間考査  

 

Lesson12 強調・否定・倒置 
強調構文（It was Carlos who told me not to be late.） 

否定を表す語句／部分否定と全否定（He used to take me..） 
倒置（Never have I seen so many people in our living room.）  

Read「The Merchant of Venice」 

L：各 Section の場面を踏まえて聞ける。 

S：各 Section の概要を A&A で確認できる。  

R：各 Section の背景を踏まえて読解できる。 

W：Read の感想文を書くことができる。 

関心：外国文学を積極的に読もうとする。 

６ 英検 New Treasure Stage ４ 
英語の文章の読み方「How Do We Read English Passage?」 
Lesson１Crossing the Alps by Rail 

Critical Reading Training：Sequencing in Time Order. 

Grammar：時制・完了 

L：各 Section の概要が即座に聞き取れる。 

S：各 Section の状況を踏まえて Role Playing できる。  

R：Reading Skill を用いて、効果的に読める。 

W：各 Section の感想文を書くことができる。 

態度：Reading Skill を用いて速読することができる。  

７ 期末考査 Lesson２ The Hero Who Refused to be Hero 

Criticak Reading Training：Identifying Topics. 

Grammar：時制の一致・話法 

L：各 Section の場面展開に即して聞ける。  

S：各 Section の Q＆A に素早く答えられる。  

R：READ を読解し cloze Test ができる。 

W：各 Section の感想文を書くことができる。 

８ 英語合宿  

 

 

夏季講習 

≪GTEC 対策講座≫ 

Reading や Listening の効果的な学習法、語彙力の強化 

≪前期学習内容の総復習≫ 

文法・語彙・Reading・Listening の総復習 

態度 1：課題に即した練習を進んで取り組む。 

態度 2：英語合宿や夏季講座に進んで参加する。  

態度 3：予習復習を行い、英語力を向上させようとする。 

９ 校内実力テスト  

Speech Contest 

Lesson３ Different Styles of Encouragement 

Critical Reading Training：Comparing and Contrasting 

Grammar：助動詞 

 

L：高度な内容を要領よく聞くことができる。 

S：既習事項暗記し、Role play ができる。 

R：要点や概要を把握しながら読むことができる。  

W：社会的事件をテーマに作文することができる。 

10 中間考査Ⅰ  

英検(2/準 2 級)  

Lesson４：Biodiversity- Nature in the Balance 

Critical Reading Training：Paraphrasing 

Grammar：不定詞Ⅰ 

Lesson５： Curling－Chess on Ice 

Critical Reading Training：Inference 

Grammar：不定詞２ 

L：ALT の Short Speech が聞き取れる。 

S：ALT の Speech に質問できる。 

R：Reading Skill を用いて、速読することができる。 

W： READ の概要をまとめて書ける。 

態度：発音の違いを積極的に身に着けようとする。 

11  

 

Lesson６：Popurarity Breeds Popularity 

Critical Reading Training：Cause and Effect 

Grammar：動名詞 

Lesson７：Executed, But Not Proved Guilty? 

Critical Reading Training：Scanning Newspaper Story 

Grammar：分詞 

L：各 Section の内容を把握しながら聞くことができる。 

S：各 Section を Story Telling できる。 

R：本文の概要要点を読解することができる。 

W:本文の感想文を書くことができる。 

態度：難関な問題を進んで解こうとする。 

12 中間考査Ⅱ  

GTEC 
Lesson８：False Faces－Reversing Assumptions 

Critical Reading Training：Fact and Opinion１ 

Grammar：関係詞１  

 

L：各 Section の概要を把握できる。 

S：各 Section の概要・要点を話すことでできる。 

R：本文の概要要点を読解することができる。 

W：本文の感想文を書くことができる。 

(冬季講習) GTEC 対策講座 態度：GTEC に集中して取り組もうとする。  

１ (冬季休業) 文法事項の総復習 態度：主体的に学習習慣を築こうとする。 

英検(2 級)  

進研模試 

Lesson９：Pitfalls in Speeech 

Critical Reading Training：Fact and Opinion 2  

Grammar：関係詞２ 

L：各 Section の内容を把握しながら聞くことができる。 

S：Text の Speech を Rewrite できる。 

R：本文の内容を速読することができる。 

W：国立公園の紹介文を書くことができる。  

２  

 

Lesson10：The History of Maps 

Critical Reading Training：Cause and Effects 

Grammar：比較 

L：各 Section の内容を把握しながら聞くことができる。 

R：本文の概要要点を読解することができる。 

W：本文の感想文を書くことができる。 

３ 期末考査  

GTEC(450)   

Lesson11：The Health Gap in Australia 

Critical Reading Training：Finding Logical Errors 

Grammar：仮定法 

L：発音の変化を踏まえて聞くことができる。 

W：本文の要約文を書くことができる。 

態度：ALT に日本文化を進んで紹介しようとする  



 

 

＜最終目標＞ グローバル社会に生きる英会話力と最難関大学入試突破の英語力育成 

≪生徒諸君へ≫  

（１）「家庭学習」・・宿題、予習、復習を必ず行い、課題を毎日提出してください。 

（２）「NHK ラジオ英会話」を毎日欠かさず聞き、ノートに本文を写してください。 

（３）「持ち物」・・・教科書、ノート、単熟語を毎日持参してください。 

１.今年度の達成目標  検準１ /２級合格

GTEC（550～700） 

進研模試（63～68） 

語彙力（5,000～6,000）  

担当教師, 

  

  

２.英語科の指導戦略 

＜授業の指導戦略＞ 

(1) 魅力ある学習指導の展開  

(2) ２教師による個別指導の徹底    

(3) BIGPAD を利用した多彩な授業展開   

(4) Interactive 活動による表現力の育成   

(5) 創作プリント等による基礎基本の徹底    

＜授業外の指導戦略＞ 

(1) 英会話教室の計画的実施  

(2) 英検対策早朝講習の実施  

(3) 英検や GTEC への集中講座  

(4) 予習復習ノートの徹底 

＜関連行事への参加＞ 

(1) ユネスコ活動への参加・  

(2) 対外的活動への積極的参加  

(3) 校内教科行事の実施・・ 

＜各種実力試験の実施＞ 

(1) 英語検定試験・・・・・ 

(2) GTEC・・・・・・・・ 

(3) 進研模試、河合模試・・ 

 

理論と実践を踏まえた準備万端の授業を展開します。 

生徒の特性を踏まえた“楽しくて”“分かる”授業を展開します。 

担当教師による個別指導を徹底し、生徒の学力を最大限に伸ばします。 

BIGPAD による英会話・英作文・読解を行い、高度な英語力を身につけます。  

Information Gap Game, Interview Game, Daily Conversation を行い、表現力を高めます。  

授業用プリントの活用、スパイラル学習、リターン学習による基礎学の完全習得を徹底します。 

 

週２回「能力別英会話教室」を実施し、英会話力や表現力を育成します。 

週３回早朝「英検ドリル」を計画的に実施し、上位級の取得を目指します。  

英検対策講座・GTEC 対策合宿・Benesse 集中ゼミを行い、万全を尽くします。

家庭学習を継続的に実施し、学習に対する主体性を育てます。 

 

ユネスコ活動を計画的に行い、国際的感覚や英会話力を育てます。 

公開講座・文化祭・本校説明会等で多彩な英語活動を行い、表現力を養います。  

管内スピーチコンテストの参加や英単語グランプリを実施します。 

 

年 3 回(6 月、10 月、1 月)実施されますが、全部受験します。 

年 2 回受験し、英語力を判定します。 

年 5 回受験し、英語力を判定します。 

３．指導教科書 New Frame 650（桐原書店）New Frame 650 マスタリング・エイド（桐原書店） 

４．補助教材 VALUE1700（数研）、速読英単語(Z 会) 

５．評価・評定の方法 ＊ 「英語演習Ⅰ」と「CommunicationⅡ」を分けて評価します。 

＊ 成績は、定期テスト・面接テスト・平常の取組を総合して評価します。  

６．成績の付け方 (1) 日頃の観察や面接試験で「15 点／15%」を換算します。 

(2) 定期考査「観点別のテスト」で「85 点満点／85%」を換算します。 

＊ コミュニケーションへの意欲・関心・意慾・・・・・・・・・・・10 点 

＊ 外国語表現力（話す・書く力）・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 点  

＊ 外国語理解力（読み・聞く力）・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 点   

＊ 文化・言語についての知識・理解・・・・・・・・・・・・・・・25 点 

2019 年度高校学校第２学年（中高一貫 5 年）「英語科（英語演習Ⅰ）における教科指導」 



【教 科 名】 外 国 語  【科 目 名】 英語演習Ⅰ 

１．履修学年・単位数 ２年・２単位 ２．選択等の種別 選択科目（特選・特進コース） 

３．使用教材 （１）New Frame 650（桐原書店） 

（２）New Frame 650 マスタリング・エイド（桐原書店） 

４．科目の特色 幅広い話題について理解し情報や考えなどを英語で伝える能力を伸ばすとともに積極

的に意志疎通をはかろうとする態度を身につける。 

また、センター試験対策も視野に入れ、語法問題から長文問題への対策をしていく。 

５．学習の目標 英文法を体系的に理解し、大学入試問題に耐えうる知識を得るため、既習項目の総復

習および入試必須分野の知識を基礎から学び、演習問題を通して更なる理解を得ること

が目標である。 

また、大学等、上級学校への進路に対応できる力を身につけることを目標とする。 

６．授業の内容 

  と進め方 

（１） 基本文を通して各課の文法項目を理解する。 

（２） 各課の学習目標（文法項目）に関する演習問題を解く。 

（３） 各課の学習目標（文法項目）に関する英作文及び整序作文を理解する。 

７．学習の留意点 授業内容を理解するために、予習を十分に行って授業に望むことが大切である。各課

の内容を理解することは勿論、使われている構文・語彙等を把握すると共に、各設問を

解いておくことが必要である。なお、分からないこと等はノートに抜き出し、授業中に

質問できるように用意しておく。 

８．評価の観点 （１）知識・理解 

・文法項目、語句、慣用句、表現方法などを理解し、使用することができるかどうか。 

・文法項目、語句、慣用句、表現方法などを理解し、演習問題を解くことができるかどうか。 

（２）書く能力 

・読んだ内容について、その概要や要点を書くことができるかどうか。 

・読んだ内容について、自分の考えを整理して書くことができるかどうか。 

・書こうとする内容を整理して、大事なことを落とさないように書くことができるかどうか。 

（３）態度・意欲・関心 

・自らの意見や考えをもち、それを的確に文章にしたりできるかどうか。 

・文法学習に関心を持ち、目的や場に応じた適切な表現を学ぼうとしているかどうか。 

９．評価の方法 

 

（１） 年間に５回実施される定期考査の成績。 

（２） 授業中に出された課題等の提出物の状況や内容。 

（３） 授業への出席状況。 

（４） 授業に積極的に取り組んでいるか等。 

（５） 校外模試の結果も参考にする。 

10.今年度の目標と対策  

 

 

 

 

 

 

 



【授 業 計 画】 

学期 単 元 お も な 学 習 内 容 
押さえるべき事柄 

（到達度目標） 

前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期 

文の種類 

文型 

時制 

完了形 

文の種類 

動詞と文型（１）・（２） 

動詞と時制（１）・（２） 

完了形（１）・（２） 

 

文の種類を理解し、文型・

時制に応じた適切な使い

分けをすることができ

る。それぞれの完了形の

形、意味、違いを理解し、

適切に使える。 

助動詞 

 

態 

不定詞 

 

助動詞（１）～（３） 

Plus 助動詞 

態（１）・（２） 

不定詞（１）～（３） 

Plus 不定詞 

助動詞の意味、用法を理解

し、文章中で適切に使え

る。 

不定詞の名詞的用法・形容

詞的用法・副詞的用法を

理解し、使役動詞・知覚

動詞を使った表現を活用

できる。 

随時進研模試等、校外模試の事前対策、事後指導を実施する。 

後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期 

動名詞 

分詞 

 

比較 

 

関係詞 

動名詞（１）・（２） 

分詞（１）・（２） 

Plus 分詞 

比較（１）・（２） 

Plus 比較 

関係詞（１）・（２） 

動名詞の働き、意味上の主

語と否定語の位置を理解

し、活用できる。分詞が

文中で果たす役割・用法

を理解できる。比較を使

った様々な表現を文中で

適切に使える。関係詞の

用法、意味、違いを理解

し、適切に使える。 

 

関係詞 

 

仮定法 

否定 

 

接続詞 

 

関係詞（３） 

Plus 関係詞 

仮定法（１）・（２） 

否定 

Plus 否定 

接続詞（１）・（２） 

 

関係詞の用法、意味、違い

を理解し、適切に使える。 

仮定法の形、意味、違いを

理解し、適切に使える。

否定語の位置、部分否

定・二重否定の意味、表

現の違いが理解できる。 

接続詞の違いを理解し適

切に使える。 

時制の一致と話法 

 

総復習 

時制の一致と話法 

Plus 時制の一致と話法 

時制の一致の意味、用法を

理解し、文章中で適切に

使える。 

話法の形、意味、違いを理

解し、適切に使える。 

随時進研模試等、校外模試の事前対策、事後指導を実施する。 

 


