【第１学年 普通科】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅰ（４単位）及び「英語表現Ⅰ」（２単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・与えられた話題について即興 コミュ英Ⅰ
で４５秒話すことができる。
・レシテーションコンテスト
・聞いたり読んだりしたこと，学
んだり経験したことに基づき， 英語表現Ⅰ
情報や考えなどについて，話し ・自己評価
合ったり意見の交換をしたり，
発表することができる。
・英検３級・ 準２級
・リズムやイントネーションなど
の英語の音声的な特徴，話す
速度，声の大きさに注意しなが
ら話すことができる。

書くこと
学習到達目標
科目・評価
・聞いたり読んだりしたこと，学 コミュ二ケーション英Ⅰ
んだことや経験したことに基づ ・定期試験
き，情報や考えなどについて，
簡潔に書くことができる。
英語表現Ⅰ
・基本的な論理展開技法を用い ・定期試験
て，要約文や意見文を簡潔に ・ペアによる相互評価
書くことができる。
・与えられた話題について，自 ・英検３級・ 準２級
分の意見を５０語程度の英文で ・GTEC:Writing Score 80
書くことができる。

聞くこと
学習到達目標
科目・評価
・日常的な場面で交わされる会 コミュ二ケーション英Ⅰ
話において，相手から必要な情 ・リスニングテスト
報を得ることができる。
・リズムやイントネーションなど 英語表現Ⅰ
の英語の音声的な特徴に注意 ・自己評価
しながら聞くことができる。
・教科書のリスニング活動で聞 ・英検３級・ 準２級
く英語を，１文ずつであれば内 ・GTEC:Listening Score 160
容を理解できる。

読むこと
学習到達目標
科目・評価
・７０ＷＰＭで速読できる。
コミュ二ケーション英Ⅰ
・情報や考えなどを理解したり， ・レシテーションコンテスト
概要や要点をとらえたりするこ ・定期試験
とができる。
・内容の要点を示す語句や文， 英語表現Ⅰ
つながりを示す語句などに注意 ・定期試験
しながら読むことができる。
・英検３級・ 準２級
・GTEC:Reading Score 140

【第2学年：普通科】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅱ（４単位）及び「英語表現Ⅱ」（２単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・与えられた話題について即興 コミュ英Ⅱ
で１分間話すことができる。
・ペア・グループによる評価
・聞いたり読んだりしたこと，学 ・スピーチコンテスト
んだことや経験したことに基づ
き，情報や考えなどについて， 英語表現Ⅱ
話し合うなどして結論をまとめ ・自己評価
ることができる。
・説明や描写の表現を工夫し ・英検準２級
て，相手に効果的に伝わるよう
に話すことができる。
・社会的な話題に関する自分の
意見を簡潔に述べることができ
る。

書くこと
学習到達目標
科目・評価
・聞いたり読んだりしたこと，学 コミュ二ケーション英Ⅱ
んだり経験したことに基づき， ・定期試験
情報や考えなどについてまとま ・スピーチコンテスト
りのある文章を書くことができ
る。
英語表現Ⅱ
・論点や根拠などを明確にし， ・定期試験
基本的な文法構造を使って書く ・自己評価
ことができる。
・与えられた話題について，自 ・英検準２級
分の意見を７０語程度の英文で ・GTEC:Writing Score 100
書くことができる。
・事実と意見を区別して書くこと
ができる。

聞くこと
読むこと
学習到達目標
学習到達目標
科目・評価
科目・評価
・日常的な場面で交わされる社 コミュ二ケーション英Ⅱ
・９０ＷＰＭで速読できる。
コミュ二ケーション英Ⅱ
会的な会話において，相手の ・リスニングテスト
・英語の音声的な特徴や内容 ・スピーチコンテスト
意見を正しく理解することがで
の展開などに注意しながら，聞 ・定期試験
きる。
英語表現Ⅱ
き手の伝えたいことが聞き手に
・１００ＷＰＭの速度で話される ・自己評価
伝わるように「音読」や「暗唱」を 英語表現Ⅱ
説明，ニュース，アナウンスを
行うことができる。
・定期試験
聞き，必要な情報を理解するこ ・英検準２級
・情報や考えなどを理解したり，
とができる。
・GTEC:Listening Score 180 概要や要点をとらえたりするこ ・英検準２級
・教科書のリスニング活動に出
とができる。
・GTEC:Reading Score 160
てくる，５文程度の長さの英語
・論点や根拠などを明確にしな
の短い話や会話を聞いて，話し
がら読むことができる。
手の意図や内容の状況を理解
できる。

【第３学年】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅲ（４単位）及び「英語表現Ⅱ」（２単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・聞いたり読んだりしたこと，学 コミュ英Ⅲ
んだことや経験したことに基づ ・ペア・グループによる評価
き，情報や考えなどについて，
話し合うなどして結論をまとめ 英語表現Ⅱ
ることができる。
・自己評価
・伝えたい内容を整理して論理
的に話すことができる。
・英検準２級・２級
・相手の意見を聞いて，それに
関する質問や感想を簡潔に伝
えることができる。

書くこと
学習到達目標
科目・評価
・聞いたり読んだりしたこと，学 コミュ二ケーション英Ⅲ
んだり経験したことに基づき， ・定期試験
情報や考えなどについてまとま
りのある文章を書くことができ 英語表現Ⅱ
る。
・定期試験
・様々な論理展開技法と基本的 ・自己評価
な文法構造を使い，論理的な
文章を複数のパラグラフで書く ・英検準２級・２級
ことができる。
・GTEC:Writing Score 130
・与えられた話題について，自
分の意見を１００語程度の英文
で書くことができる。

聞くこと
学習到達目標
科目・評価
・日常的な場面で交わされる社 コミュ二ケーション英Ⅲ
会的な会話において，相手から ・リスニングテスト
必要な情報を得ることができ
る。
・１２０ＷＰＭの速度で話される 英語表現Ⅱ
説明や講義を聞き，相手の意 ・自己評価
見や主張を理解することができ
る。
・英検準２級・２級
・教科書のリスニング活動に出 ・GTEC:Listening Score 200
てくる，10文程度の長さのわか
りやすい展開の話や会話を聞
いて，大筋なら内容を理解でき
る。

読むこと
学習到達目標
科目・評価
・１００ＷＰＭで速読できる。
コミュ二ケーション英Ⅲ
・論点や根拠などを明確にする ・定期試験
とともに，文章の構成や図表と
の関連などを考えながら読むこ 英語表現Ⅱ
とができる。
・定期試験
・未知の語の意味を推測したり
背景となる知識を活用したりし ・英検準２級・２級
ながら読むことができる。
・GTEC:Reading Score 190

【第１学年 家政科】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅰ（３単位）及び「英語表現Ⅰ」（２単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・聞いたり読んだりしたこと，学んだ コミュ二ケーション英Ⅰ
ことや経験したことに基づき，情報 ・レシテーションコンテスト
や考えなどについて，ペアまたは
グループで話すことができる。
英語表現Ⅰ
・身の回りのことや教科書で学習し ・自己評価
た内容について１文以上の英語で
話すことができる。
・英検３級

書くこと
学習到達目標
・簡単な自己紹介の文を書くことが
できる。
・簡単な英語で，自分の趣味につ
いて書くことができる。
・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，自
分の意見や感想を２～３文の英語
で書くことができる。

聞くこと
学習到達目標
科目・評価
科目・評価
コミュ二ケーション英Ⅰ ・教科書のリスニング活動で聞く英 コミュ二ケーション英Ⅰ
・定期試験
語を，１文ずつであれば内容を理 ・リスニングテスト
解できる。
英語表現Ⅰ
・英語で電話番号を聞いたり，お店 英語表現Ⅰ
・定期試験
で値段を聞いたり，ゆっくり簡単な ・自己評価
・ペアによる相互評価 英語で話してもらえば，近くの場所
までの道順をほぼ理解できる。
・英検３級
・英検３級

読むこと
学習到達目標
科目・評価
・教科書の英文をリズムや，適切な コミュ英Ⅰ
発音，イントネーション，声の大きさ ・レシテーションコンテスト
に注意しながら音読できる。
・定期試験
・教科書の本文を，日本語に訳しな
がらであれば，内容を理解できる。 英語表現Ⅰ
・定期試験
・英検３級

【第2学年：家政科】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅱ（３単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・教科書で学習したことに関連した コミュ二ケーション英Ⅱ
話題について，準備して自分の意 ・ペア・グループによる評価
見や考えをペアまたはグループで
話すことができる。
・英検３級・ 準２級
・身の回りのことや教科書で学習し
た話題について，自分の考えを３
文以上の英語で話すことができ
る。

書くこと
聞くこと
読むこと
学習到達目標
学習到達目標
学習到達目標
科目・評価
科目・評価
科目・評価
・手紙やメッセージなどの日常的， コミュ二ケーション英Ⅱ ・教科書のリスニング活動に出てく コミュ二ケーション英Ⅱ ・教科書の英文をほぼ適切なリズ コミュ英Ⅱ
個人的な内容を簡単な英語で書く ・定期試験
る，３文程度の長さの英語の短い ・リスニングテスト
ムや，発音，イントネーション，声の ・定期試験
ことができる。
話や会話を聞いて，話し手の意図
大きさで音読できる。
・与えられた話題について，簡単な ・英検３級・ 準２級
や内容の状況を理解できる。
・英検３級・ 準２級
・教科書の本文を読んで，内容の ・英検３級・ 準２級
句や文を連ねて書くことができる。
・英語のネイティブ・スピーカーがス
大筋（出来事のつながり）を理解で
・聞いたり読んだりしたこと，学ん
ピードやポーズなどにかなり配慮し
きる。
だことや経験したことに基づき，自
て話をすれば，おおよその内容を
分の意見や感想，または概要を５
理解できる。
～６文の英語で書くことができる。

【第３学年：家政科】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅱ（２単位）／主な教材：左記科目の教科書，教科書の内容に関連した別教材
話すこと
学習到達目標
科目・評価
・教科書で学習したことに関連した コミュ二ケーション英Ⅱ
社会的な話題について自分の意見 ・ペア・グループによる評価
や考えをペアまたはグループで話
すことができる。
・英検３級・ 準２級
・身の回りのことや教科書で学習し
た話題について，自分の考えを５
文以上の英語で話すことができ
る。

書くこと
聞くこと
学習到達目標
学習到達目標
科目・評価
・興味・関心のあることについて簡 コミュ二ケーション英Ⅱ ・教科書のリスニング活動に出てく
単な文章を書くことができる。
・定期試験
る，５文程度の長さの英語の短い
・簡単な接続詞でつなげた簡単な
話や会話を聞いて，話し手の意図
表現や文を書くことができる。
・英検３級・ 準２級
や内容の状況を理解できる。
・自分の将来の夢や希望について
・英語のネイティブ・スピーカーがス
書くことができる。
ピードやポーズなどにある程度配
・聞いたり読んだりしたこと，学ん
慮して話をすれば，おおよその内
だことや経験したことに基づき，自
容を理解できる。
分の意見や感想を整理し，文章構
成を意識して書くことができる。

読むこと
学習到達目標
科目・評価
科目・評価
コミュ二ケーション英Ⅱ ・教科書の英文を適切なリズムや， コミュ英Ⅱ
・リスニングテスト
発音，イントネーション，声の大きさ ・定期試験
・自己評価
で音読できる。
・教科書の本文の，１つの段落内 ・英検３級・ 準２級
・英検３級・ 準２級
の要点や内容のつながりを理解で
きる。

