
教科名 英 語 単位数 ３ 担
井坂元彦、東洋孝宏
菅原三朗、角谷陽介

科目名 コミュニケーション英語Ⅰ 学年・学級 １学年、全クラス 当

科目の 英語を読むことと聞くことの活動を中心に英文の内容を理解し、その内容に関する考え等
目 標 を書いたり、話したりすることを通じて、英語学習に必要な４技能を身につける。

教科書 （教科書） My Way English CommunicationⅠ（三省堂）
副教材等 （副教材） My Way English CommunicationⅠ WORKBOOK (ADVANCED)

Base Builder（いいずな書店）、
チャンクで英単語 Basic及び Standard（三省堂）

１ 学習の目標

（１）英文を文頭から意味のかたまりごとに理解できるようにする。
（２）英語の語順や意味のかたまりを意識しながら表現できるようにする。
（３）教科書や単語集を通じて語彙力を強化する。

２ 学習内容と進め方

予習 ①教科書の本文をノートに書き、単語の発音・品詞・意味を調べ、それぞれの英文を意味の
かたまりごとに日本語に訳しておく。
②自分で理解できない箇所を明らかにしておく。

復習 ①ノートに書いた日本語だけを見て、英語に直せるようにする。その際、最初は口頭で言え
るようにし、最終的に英語で書けるようにする。
②教科書準拠用ＣＤを使い、ネイティブスピーカ－の速度で音読し内容を理解することがで
きるように、繰り返し音読練習を行う。

その他 ①授業には辞書を必ず持参する。
② Base Builderは、中学校での既習事項の復習用として「UNIT１～ 35」を、辞書の引き
方に関する指導用として「UNIT35～ 38」を使用する。

３ 学習の留意点

（１）語学は繰り返して学習することが大切です。授業を集中して聞くだけではなく、予習と復習を
欠かさず行ってください。

（２）復習の際には、付属のＣＤを使い音声を重視して学習してください。
①ＣＤの音声に続けて本文を何度も音読する。
②ＣＤを聞いてネイティブスピーカーが英語を読む速度に合わせて英文を理解できるようにする。意
味を理解した上で音読を繰り返すことで、リスニング力も向上します。

（３）英語は文頭から意味の塊を意識して、聞く、読む、書く、話すことが大切です。また、つづり
の難しい語は紙に書いて練習してください。

（４）「英語表現Ⅰ」で身につけた文法に関する知識を、長文読解でも活かせるようにしましょう。
（５）語彙を着実に身につけるために、単語テストには積極的に取り組みましょう。

４ 評価の観点

（１）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
としているか。

（２）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か。
（３）英語を聞いたり読んだりして、情報や考えなどを的確に理解しているか。
（４）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か。
※定期考査の結果、予習の状況、日常の小テスト、課題の提出、授業での取り組み等を総合的に評
価します。

５ 授業計画

月 単元・考査等
時

学習内容 主な言語材料等
評価の観点

間 （基準）

４ 予習・復習等の学習の仕方 4 ・家庭学習等を含めた英語の勉（※ 教科書、ノート、課題提出
についての説明 強の仕方について具体的に説 辞書を使用）

明する。

Base Builder 2 ・辞書の引き方１（名詞と動詞）（※ 辞書を使用） 課題提出
（Unit35～ 38） ・辞書の引き方２

（自動詞と他動詞）



・辞書の引き方３（品詞）
・辞書の引き方４
（意味の判断・イディオム）

Lesson 1 ９ 【名前、比較文化】 ・SV ・SVO 予習状況
A Story about Names 姓名の順、姓のない国など名 ・SVC 小テスト
名前をめぐる世界の状況 前をめぐる世界の状況。 ・SVO1 O2 課題提出

５ Lesson 2 ９ 【国際交流・スポーツ】 ・SVOC 予習状況
Shoes for a Dream ケニアの子どもたちに靴を贈 ・SVO (O = that節） 小テスト
日本とケニアをつなぐ高橋 る高橋尚子さんの活動。 ・比較級 課題提出
尚子さんの活動 ・最上級

６ 第１回定期考査（リスニングテストを含む）

Lesson 3 ９ 【環境】 ・現在進行形 予習状況
Green Roo fs 環境に優しく人の目にも優し ・現在完了形 小テスト
都市生活を快適にする緑の い緑の屋根、グリーンルーフ。・過去完了形 課題提出
部屋

７ Lesson 4 ９ 【芸術】 ・助動詞 予習状況
P i c t u r e s o f F u n n y 写真家アーウィットの、日常 ・受け身 小テスト
Moments の中のおかしな瞬間を切り取 ・助動詞のついた受け身 課題提出
エリオット・アーウィット る写真。
のユニークな写真

８ Lesson 5 ９ 【ことば、比較文化】 ・動名詞 予習状況
Writing Systems in the 世界の様々な文字には、独特 ・to不定詞 小テスト
World の成り立ちや書き方がある。 ・It is…to不定詞 課題提出
世界の様々な文字

９ 第２回定期考査（リスニングテストを含む）

Lesson 6 ９ 【動物、自然科学】 ・関係代名詞 予習状況
Great Abilities of Pigeons ハトはピカソとモネの絵を見 ・SVO1 O2 小テスト
ハトの驚くべき能力とは… 分けられることがわかった。 （O2 = how to～） 課題提出

10 Lesson 7 ９ 【ことば、平和】 ・現在分詞と過去分詞 予習状況
The Power of Words オバマ大統領の核兵器廃絶の の形容詞的用法 小テスト
人々の心を動かすことばの力 スピーチは、世界の人々を動 ・分詞構文 課題提出

かした。

11 Lesson 8 ９ 【自然科学、歴史】 ・関係副詞 予習状況
A Myster ious Objec t 古代の沈没船から見つかっ ・It is …that～ 小テスト
from the Past た、高度な歯車構造の驚くべ 課題提出
古代ギリシャの沈没船から き機械。
見つかった謎の物体

第３回定期考査（リスニングテストを含む）

12 Lesson 9 ９ 【教育、社会、人種】 ・if節 予習状況
Sesame Street セサミストリートは、その国 ・仮定法過去 小テスト
世界中の子どもたちに愛さ 独自のメッセージを伝えてい ・I wish～ 課題提出
れるテレビ番組 る。 ・as if～

１ Lesson 10 ９ 【人物、生き方】 ・SVO＋ to不定詞 予習状況
A Lecture by Maskawa ノーベル物理学賞を受賞した ・SVOC 小テスト
Toshihide 益川敏英さんの一風変わった （C = 動詞の原形、 課題提出
益川敏英博士の「のりしろ 生活。 現在分詞）
生活」

第４回定期考査（リスニングテストを含む）

２ READING ９ 【物語】 ・SVO1 O2 予習状況
３ The Girl in the Bank 銀行の前で何やら相談してい （O2 = 小テスト
ある女性銀行員の身に起こ る２人組の男は何を企んでい if / whether節） 課題提出
った出来事とは… るのか…。


