「CAN-DO」の形での学習到達目標（令和３年度入学生の３年間分）体育科
【卒業時】
英語を通じて，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることができるとともに，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がら伝えることができる。

【第3学年】履修科目：「英語表現Ⅱ」（4単位）／主な教材：Revised BIG DIPPER English ExpressionⅡ（数研）
話すこと
書くこと
学習到達目標
科目・評価
学習到達目標
科目・評価
【やり取り】
英語表現Ⅱ
・論点や根拠などを明確にするとともに，文章 英語表現Ⅱ
・多様な考え方ができる話題について， ・ディベート
の構成や図表との関連などを考えながら書くこ ・ライティングテスト
立場を決めて意見をまとめ，相手を説得 ・プレゼンテーション とができる。
・定期考査
するために意見を述べ合うことができ ・ディスカッション
・表現の工夫を考えながら，相手に効果的に伝
る。
・面接
わるように書くことができる。
・相手の考えや意見を聞いて，その場で
・書いた内容を読み返して推敲することができ
質問したり意見を述べたりすることがで
る。
きる。

聞くこと
学習到達目標
・情報や考えなどをまとめ，発表するために，聞いた
ことを理解することができる。
・質問したり意見を述べたりするために，発表された
ものを聞いて理解することができる。
・立場を決めて意見をまとめ，相手を説得するよう意
見を述べ合うために，多様な考え方ができる話題を聞
いて理解することができる。

読むこと
科目・評価
学習到達目標
英語表現Ⅱ
・情報や考えなどをまとめ，発表するために，
・リスニングテスト 読んだことを理解することができる。
・定期考査
・立場を決めて意見をまとめ，相手を説得する
よう意見を述べ合うために，多様な考え方がで
きる話題を読んで理解することができる。
・様々な話題について書かれている評論や随筆
などを精読して，書かれている情報や考えなど
を自分の考えなどと対比させることができる。

科目・評価
英語表現Ⅱ
・リーディングテスト
・定期考査

【発表】
・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，情報や考え
などをまとめ，発表することができる。
・伝えたい内容を整理して論理的に話す
ことができる。
【第2学年】履修科目：「コミュニケーション英語Ⅱ」（4単位）／主な教材：Vivid English CommunicationⅡ NEW EDITION（第一学習社）
話すこと
書くこと
聞くこと
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
【やり取り】
コミュ英Ⅱ
・聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経 コミュ英Ⅱ
・事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞い
・聞いたり読んだりしたこと，学んだこ ・プレゼンテーション 験したことに基づき，情報や考えなどについ ・ライティングテスト て，情報や考えなどを理解することができる。
とや経験したことに基づき，情報や考え ・ディスカッション
て，まとまりのある文章を書くことができる。 ・定期考査
・事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞い
などについて，話し合うなどして結論を ・スピーチ
・論点や根拠などを明確にして書くことができ
て，概要や要点をとらえることができる。
まとめることができる。
る。
・英語の音声的な特徴や内容の展開などに注意しなが
・説明や描写の表現を工夫して書くことができ
ら聞くことができる。
【発表】
る。
・英語の音声的な特徴や内容の展開に注
・主題を決め，様々な種類の文章を書くことが
意しながら話すことができる。
できる。
・説明や描写の表現を工夫して，相手に
効果的に伝わるように話すことができ
る。

【第1学年】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：Vivid English CommunicationⅠNEW EDITION（第一学習社），Revised BIG DIPPER
話すこと
書くこと
聞くこと
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
【やり取り】
コミュ英Ⅰ
・聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経 コミュ英Ⅰ
・事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考え
・聞いたり読んだりしたこと，学んだこ ・面接
験したことに基づき，情報や考えなどについ ・ライティングテスト などを理解することができる。
とや経験したことに基づき，情報や考え
て，簡潔に書くことができる。
・定期考査
・事物に関する紹介や対話などを聞いて，概要や要点
などについて，話し合ったり意見の交換 英語表現Ⅰ
・事実と意見などを区別して，書くことができ
をとらえることができる。
をしたりすることができる。
・スピーチ
る。
英語表現Ⅰ
・事実と意見などを区別して，聞くことができる。
・面接
・内容の要点を示す語句や文，つながりを示す ・スピーチライティン ・リズムやイントネーションなどの英語の音声的な特
【発表】
語句などに注意しながら書くことができる。 グ
徴，話す速度，声の大きさになどに注意しながら聞く
・事実と意見などを区別して，話すこと
・読み手や目的に応じて書くことができる。 ・定期考査
ことができる。
ができる。
・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。
・聞き手や目的に応じて，簡潔に話すこ
とができる。

読むこと
科目・評価
学習到達目標
コミュ英Ⅱ
・説明，評論，物語，随筆などを速読して，概
・リスニングテスト 要や要点をとらえることができる。
・定期考査
・説明，評論，物語，随筆などを精読して，詳
細を把握することができる。
・説明，評論，物語，随筆などを読んで，理解
した内容が聞き手に伝わるように音読したり暗
唱したりすることができる。

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・リーディングテスト
・定期考査

English Expression Ⅰ（数研）
読むこと
科目・評価
学習到達目標
コミュ英Ⅰ
・説明や物語などを読んで，情報や考えなどを
・リスニングテスト 理解することができる。
・定期考査
・説明や物語などを読んで，概要や要点をとら
えることができる。
・事実と意見などを区別して，読むことができ
る。
・説明や物語などを読んで，理解した内容が聞
き手に伝わるように音読することができる。
・内容の要点を示す語句や文，つながりを示す
語句などに注意しながら読むことができる。

科目・評価
コミュ英Ⅰ
・リーディングテスト
・定期考査

「CAN-DO」の形での学習到達目標（令和３年度入学生の３年間分）普通科
【卒業時】
英語を通じて，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることができるとともに，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がら伝えることができる。また，高等学校卒業後の様々な生活の場面においてこれらの能力を活用することができる。

【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」（分割2単位）／主な教材：MY WAY English Communication Ⅲ New Edition（三省堂），Vision Quest English Expression Ⅱ Ace（啓林館）
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
【やり取り】
コミュ英Ⅲ
・論点や根拠などを明確にするとともに，文章 コミュ英Ⅲ
・様々な話題についての紹介や報告，対話や討論など コミュ英Ⅲ
・様々な話題について書かれている評論や随筆
・多様な考え方ができる話題について， ・プレゼンテーション の構成や図表との関連などを考えながら書くこ ・ライティングテスト
を聞いて，情報や考えなどを理解することができる。 ・リスニングテスト
などを速読して，概要や要点をとらえることが
立場を決めて意見をまとめ，相手を説得 ・ディベート
とができる。
・定期考査
・様々な話題についての紹介や報告，対話や討論など ・定期考査
できる。
するために意見を述べ合うことができ
・表現の工夫を考えながら，相手に効果的に伝
を聞いて，概要や要点を把握することができる。
・様々な話題について書かれている評論や随筆
る。
英語表現Ⅱ
わるように書くことができる。
英語表現Ⅱ
・英語の音声的な特徴や内容の展開などに注意しなが
などを精読して，詳細を理解することができ
・相手の考えや意見を聞いて，その場で ・ディベート
・書いた内容を読み返して推敲することができ ・ライティングテスト
ら，未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活
る。
質問したり意見を述べたりすることがで ・プレゼンテーション る。
・定期考査
用したりしながら聞くことができる。
・様々な話題について書かれている評論や随筆
きる。
・ディスカッション
などを精読して，書かれている情報や考えなど
・面接
を自分の考えなどと対比させることができる。
【発表】
・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，情報や考え
などをまとめ，発表することができる。

【第2学年】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」（分割2単位）／主な教材：Revised POLESTAR English Communication Ⅱ（数研），Vision Quest English Expression Ⅱ Ace（啓林館）
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
【やり取り】
コミュ英Ⅱ
・聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経 コミュ英Ⅱ
・事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞い
コミュ英Ⅱ
・説明，評論，物語，随筆などを速読して，概
・聞いたり読んだりしたこと，学んだこ ・プレゼンテーション 験したことに基づき，情報や考えなどについ ・ライティングテスト
て，情報や考えなどを理解することができる。
・リスニングテスト
要や要点をとらえることができる。
とや経験したことに基づき，情報や考え ・ディスカッション
て，まとまりのある文章を書くことができる。 ・定期考査
・事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞い
・定期考査
・説明，評論，物語，随筆などを精読して，詳
などについて，話し合うなどして結論を
・論点や根拠などを明確にして書くことができ
て，概要や要点をとらえることができる。
細を把握することができる。
まとめることができる。
英語表現Ⅱ
る。
英語表現Ⅱ
・英語の音声的な特徴や内容の展開などに注意しなが
・説明，評論，物語，随筆などを読んで，理解
・プレゼンテーション ・説明や描写の表現を工夫して書くことができ ・ライティングテスト
ら聞くことができる。
した内容が聞き手に伝わるように音読したり暗
【発表】
・スピーチ
る。
・定期考査
唱したりすることができる。
・伝えたい内容を整理して，論理的に話 ・スピーキングテスト ・主題を決め，様々な種類の文章を書くことが
すことができる。
できる。
・英語の音声的な特徴や内容の展開に注
意しながら話すことができる。
・説明や描写の表現を工夫して相手に効
果的に伝わるように話すことができる。
・与えられた条件に合わせて，即興で話
すことができる。

【第1学年】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：Revised POLESTAR English Communication Ⅰ（数研），Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Standard（啓林館）
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
【やり取り】
コミュ英Ⅰ
・聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経 コミュ英Ⅰ
・事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考え コミュ英Ⅰ
・説明や物語などを読んで，情報や考えなどを
・聞いたり読んだりしたこと，学んだこ ・面接
験したことに基づき，情報や考えなどについ ・ライティングテスト
などを理解することができる。
・リスニングテスト
理解することができる。
とや経験したことに基づき，情報や考え
て，簡潔に書くことができる。
・定期考査
・事物に関する紹介や対話などを聞いて，概要や要点 ・定期考査
・説明や物語などを読んで，概要や要点をとら
などについて，話し合ったり意見の交換 英語表現Ⅰ
・事実と意見などを区別して，書くことができ
をとらえることができる。
えることができる。
をしたりすることができる。
・スピーチ
る。
英語表現Ⅰ
・事実と意見などを区別して，聞くことができる。
・事実と意見などを区別して，読むことができ
・面接
・内容の要点を示す語句や文，つながりを示す ・スピーチライティング ・リズムやイントネーションなどの英語の音声的な特
る。
【発表】
語句などに注意しながら書くことができる。 ・定期考査
徴，話す速度，声の大きさになどに注意しながら聞く
・説明や物語などを読んで，理解した内容が聞
・事実と意見などを区別して，話すこと
・読み手や目的に応じて書くことができる。
ことができる。
き手に伝わるように音読することができる。
ができる。
・内容の要点を示す語句や文，つながりを示す
・リズムやイントネーションなどの英語
語句などに注意しながら読むことができる。
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。
・与えられた話題について，即興で話す
ことができる。

科目・評価
コミュ英Ⅲ
・リーディングテスト
・定期考査

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・リーディングテスト
・定期考査

科目・評価
コミュ英Ⅰ
・リーディングテスト
・定期考査

