
外国語科 

「英語表現 II」 単位数 ３単位 学科 普通科 学年・学級 第２学年 特別進学コース 

1. 学習の到達目標 

学習の到達目標 1. 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。 
2. 英語を通じて，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能力を伸ばす。 

使用教科書，副教材など NEW FAVORITE English Expression II（英 II 301）（東京書籍） 
FOREST （グラマーテキスト） （桐原書店） 
NEW FAVORITE English Expression IIWORKBOOK Task Based （ワークブック） （東京書籍） 

 

2. 学習指導計画及び評価方法等 
 

 

学

期 
月 学習内容 

（教科書の構成） 学習のねらい 

考

査

範

囲 

評価の観点のポイント 

コミュニケーションへの関心・

意欲・態度 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての知識・

理解 

第

1
学

期 

4 
 

Lesson 1 
School Uniforms 

[トピック] 
学校 
[言語材料] 
・注意すべき自動詞と他動

詞 

・注意すべき時制 

第

1
学

期

中

間

考

査 

学校生活における制服に賛

成［反対］する理由を挙げ

ることができる。 

・司会をするときの表現に

ついて理解できる。 
・自動詞と他動詞を的確に

使い分けて文を書くこと

ができる。 

・未来完了，未来進行形，時・

条件を表す副詞節が使われ

ている文を理解でき，また，

なぜそれが使われているか

理解できる。 

・制服や学校生活に関する

表現について理解でき

る。 

Lesson 2 
Online Addiction 

[トピック]  
健康 
[言語材料] 
・助動詞を使った表現 

・提案や命令などを表す表

現 

・オンラインゲームの問題

点について，話し合うこ

とができる。 

・物事を説明するとき，助

動詞を使って含みを持た

せたり，助動詞を使わな

いで断定的に表現できる

ことを理解できる。 

・助動詞を含む表現が使われ

ている文が理解できる。 
・提案や命令などを表す表現

が使われている文を理解で

きる。 

・健康に関する表現につい

て知っている。 

5 
 

Lesson 3 
Companion 
Animals 

[トピック]  
ペット 
[言語材料] 
・注意すべき受け身 
 

・調査結果をもとに，ペッ

トを飼うことについて話

し合うことができる。 

・受け身を適切に使い英文

を書くことができる。 
・受け身を使う方が表現と

して適切かどうか考える

ことができる。 

・受け身を含む表現が使われ

ている文が理解できる。 
・be 動詞以外の動詞を使った

受け身が使われている文を

理解できる。 

・受け身を使うことで，主

題の流れがスムーズにな

ることが理解できる。 

Lesson 4 
Why Homework? 

[トピック] 
勉強 

[言語材料] 
・注意すべき不定詞 
・注意すべき動名詞 
・注意すべき分詞 

・宿題の良い点［悪い点］

について，ある意見に賛

成［反対］しながら即興

で言うことができる。 

・動名詞を使って，言いた

いことを端的に伝えるこ

とができる。 

・不定詞，動名詞，分詞を含

む表現が使われている文を

理解できる。 

・宿題や勉強に関する表現

について理解できる。 



第

1
学

期 

Lesson 5 
My Future 
Career 

[トピック] 
職業 
[言語材料] 
・原級比較を用いた表現 
・比較級を用いた表現 

第

1
学

期

中

間 

・将来つきたい職業とその

理由を発表することがで

きる。 

・比較表現を正しく用いて

英文を表現することがで

きる。 

・原級比較や比較級を用いた

表現が使われている文を理

解できる。 

・職業に関する表現につい

て理解できる。 
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Lesson 6 
Volunteer Work  

[トピック] 
環境 

[言語材料] 
・関係代名詞を用いた表現 
・関係副詞を用いた表現 

考

査 
 
 

・身の回りにある環境問題

について，問題点と解決

策を熱心に話し合うこと

ができる。 

・関係代名詞，関係副詞を

用いた様々な表現を使っ

て英文を表現することが

できる。 

・関係代名詞，関係副詞を用

いた表現が使われている文

を理解できる。 

・環境問題やボランティア

活動に関する表現につい

て理解できる。 

Lesson 7 
Barrier-free 
Society  
 

[トピック] 
社会 

[言語材料] 
・if のない仮定法 
・仮定法を用いた表現 

 ・バリアフリーな学校づく

りを企画し，問題点と解

決策を示しながら提案す

ることができる。 

・If を使わずに短く条件を

示し，推量（意見）が述

べられていることを理解

できる。 

・さまざまな仮定法を用いた

表現が使われている文を理

解できる。 

・バリアフリー社会や高齢

化社会に関する表現につ

いて理解できる。 

7 Lesson 8 
Japanese 
Longevity  
 

[トピック] 
食生活 
[言語材料] 
・無生物主語 
・名詞構文 

・日本人の寿命を延ばして

いると思われる原因を，

積極的に話し合うことが

できる。 

・無生物主語や名詞構文を

用いた文を表現すること

ができる。 

・無生物主語や名詞構文を用

いた文を理解できる。 
・食生活や生活習慣に関す

る表現について理解でき

る。 

Lesson 9 
Universal Signs 

[トピック] 
公共 
[言語材料] 
・可算・不可算名詞 
・定冠詞・不定冠詞 

第

1
学

期

期

末

考

査 

・ユニバーサルサインにつ

いて，写真やイラストを

示しながらグループで発

表することができる。 

・冠詞の変化によって，話

の流れと一貫性が生み出

されていることを理解で

きる。 
・どのようなときに不可算

名詞や不定冠詞になるか

が理解できる。 

・可算名詞や定冠詞を用いた

表現が使われている文を理

解できる。 

・公共の標識や，ユニバー

サルサインに関する表現

について理解できる。 

8 Lesson 10 
Color and Food 

[トピック] 
心理 
[言語材料] 
・不定代名詞 
・注意すべき代名詞 

・好きな色の効果をポスタ

ーにまとめ，グループで

発表することができる。 

・不定代名詞や代名詞を正

しく用いて英文を表現す

ることができる。 

・不定代名詞や代名詞を用い

た表現が使われている文を

理解できる。 
・代名詞を使って例示をしな

がら，一般論が示されてい

ることを理解できる。 

・色に関する表現や，色が

与える効果に関する表現

について理解できる。 



第

2
学

期 

9 Lesson 11  
Digital vs. 
Analog  

[トピック] 
テクノロジー 

[言語材料] 
・形容詞 
・副詞 
 

第

1
学

期

期

末

考

査 

・自分なりの旅行記の記録

法とその利点をあげ，グ

ループで発表することが

できる。 
・グループの発表を，関心

をもって熱心に聴くこと

ができる。 

・文章のなかで形容詞や副

詞を用いた表現を使うこ

とができる。 
・否定の副詞で始まる倒置

構文を使うことができ

る。 

・形容詞や副詞を用いた表現

が使われている文を理解で

きる。 
・副詞を使って，筆者（話者）

の考えが示されていること

を理解できる。 

・写真に関する表現や，テ

クノロジーに関する表現

について理解できる。 

Lesson 12 
Living Language 

[トピック] 
言語 

[言語材料] 
・前置詞 
・接続詞 

・英単語に関するクイズを

工夫しながら作成するこ

とができる。 
・クラスメイトが作ったク

イズを積極的に言い当て

ることができる。 

・前置詞と接続詞を正しく

使い，英文を書くことが

できる。 

・前置詞や接続詞を用いた表

現が使われている文を理解

できる。 

・言語やコミュニケーショ

ンに関する表現について

理解できる。 

10 Lesson 13 
Visiting 
Australia 

[トピック] 
オーストラリア 
[学習項目] 
パラグラフの構成と書き

方 

・人に薦めたい場所につい

て，相手にわかりやすい

ように工夫して紹介する

ことができる。 

・アイデアをメモにとり，

そのメモに基づいてパラ

グラフを書くことができ

る。 

・英文のパラグラフ構成につ

いて理解できる。 
・マッピングが何かを知り，

それを実際に使うことが

できる。 

Lesson 14 
My Hero 
 

[トピック] 
尊敬する人 
[学習項目] 
主題文と支持文 

・人に伝わるように気持ち

を込めてスピーチをする

ことができる。 
・クラスメイトのスピーチ

を，関心をもって熱心に

聴くことができる。 

・主題文と支持文の役割を

理解し，理由や例を適切

に挙げながらパラグラフ

を書くことができる。 

・パラグラフの構成要素であ

る主題文，支持文，まとめ

文について理解できる。 

・人物を描写する表現を効

果的に使うことができ

る。 

11 Lesson 15 
Are You 
Ambitious?  

[トピック] 
若者の考え方 
[学習項目] 
事実と意見の区別 

・調べた事実に基づいて，

自分の意見を人に伝わる

ように発表することがで

きる。 
・クラスメイトの発表を，

関心をもって熱心に聴く

ことができる。 

・情報を引用するときに使

う表現と，意見を言うと

きに使う表現を使い分け

ることができる。 

・引用や事実の記述と，個人

的な意見を区別することが

できる。 

・各国の若者の考え方の傾

向について知っている。。 

Lesson 16 
Dennis the 
Menace 
 

[トピック] 
まんが 
[学習項目] 
時間の順序 

・まんがの内容の続きを想

像し，グループで積極的

に協力し合いながら話し

合うことができる。 
・クラスメイトの発表を，

関心をもって熱心に聴く

ことができる。 

・時間の順序に沿って物事

を説明することができ

る。 

・時間の順序を示す表現が理

解できる。 
・Dennis the Menace や

PEANUTS など英語圏で

愛されているまんがにつ

いて知っている。 

 



 
第

3
学

期 

12 
 

Lesson 17 
Robopets 
 
 

[トピック] 
ロボペット 
[学習項目] 
例示 

第

2
学

期

中

間

考

査 

・独自のロボペットを考案

し，具体例を挙げながら

その広告を工夫して作成

することができる。 

・例を示しながら物事を説

明することができる。 
・例を挙げるときに使う表現

が理解できる。 
・ペット型ロボットや家庭

用ロボットに関する表現

を理解できる。 

Lesson 18 
A Tale of Two 
Cities  

[トピック] 
二都物語 
[学習項目] 
比較と対照 

・自分の好きな都市や町を

選び，類似点や相違点を

示しながら説明すること

ができる。 

・2 つ以上のものなどにつ

い類似点や相違点を示

し，それぞれの特徴を明

らかにさせながら説明す

ることができる。 

・類似を表す表現や，相違を

表す表現が理解できる。 
・2 つ以上のものを比較し

たり対照させたりして説

明された文章について理

解できる。 

1 Lesson 19 
Keep Fit 

[トピック] 
健康維持 
[学習項目] 
意見と理由 

・健康維持の方法について，

自分の意見を人に伝わる

ように発表することがで

きる。 
・クラスメイトの発表を，

関心をもって熱心に聴く

ことができる。 

・理由や具体例を添えなが

ら，自分の意見をわかり

易く意見を述べることが

できる。 

・意見を言うときの表現や，

理由を言うときの表現が理

解できる。 

・学級新聞などに投稿され

る文章について，意見や

理由，具体例を区別しな

がら理解することができ

る。 

Lesson 20 
SNS 
 

[トピック] 
ソーシャルネットワーキ

ングサービス 
[学習項目] 
原因と結果 

・ソーシャルネットワーキ

ングサービスについて調

べ，その問題点についてグ

ループで発表することが

できる。 
・グループの発表を，関心

をもって熱心に聴くこと

ができる。 

・原因と結果をはっきりさ

せながら，ある出来事や

問題点をわかりやすく伝

えることができる。 
 

・原因を言うときの表現と，

結果を言うときの表現を理

解することができる。 

・ある出来事や問題点につ

いて，原因や結果が示さ

れたレポートについて理

解することができる。 
・ソーシャルネットワーキ

ングサービスに関する表

現について理解できる。 

2 
 

Lesson 21  
The Internet and 
Our Lives 

[トピック] 
インターネットと生活の

質 
[学習項目] 
アウトラインと構成要素 

・与えられたテーマについ

て，自分の意見やアイデア

を整理することができる。 

・自分の意見やアイデアを

整理して，エッセイのアウ

トラインを作成することが

できる。 

・エッセイの構成要素を意識

しながら，まとまった文章

を聴いたり読んだりするこ

とができる。 

・まとまった文章を書くと

き，日本語と英語では構

成の仕方が異なることを

知っている。 
 

Lesson 22 
Cell Phone 
Etiquette 

[トピック] 
携帯電話のエチケット 
[学習項目] 
序論と本論 

・与えられたテーマについ

て，意見やアイデアを整理

し，相手にわかりやすいよ

うに工夫して伝えること

ができる。 

・エッセイの構成要素であ

る「序論」と「結論」を

作成することができる。 

・エッセイの構成要素である

「序論」と「本論」につい

て理解できる。 

・エッセイの構成要素につ

いて知っている。 
・携帯電話やスマートフォ

ンを使うときのマナーにつ

いて知っている。 
3 Lesson 23 

Energy 
[トピック] 
エネルギー 
[学習項目] 
本論 

・与えられたテーマについ

て，論理の流れを示しな

がら自分の意見やアイデ

アを伝えることができ

る。 

・エッセイの構成要素であ

る「本論」を作成するこ

とができる。 

・エッセイの構成要素である

「本論」について理解でき

る。 

・パラグラフの構成だけで

なく，ディスコースマー

カーで示された論理の流

れを理解できる。 



 

【課題・提出物等】 

・FOREST を家庭学習の課題とし，1 学期に 2～3 回のペースで定期的に試験を行う。 
・各レッスン On Your Own の活動，または NEW FAVORITE English Expression II WORKBOOK Task Based の課題は，授業の進度に応じて適宜課す。 
・Lesson 1～20 は，授業の進度に応じて Self-Dictation を課す。Target(100 words 前後の英文)の 60％以上を 1 回目で再生し，「ページをめくった回数」が 3 回以内で 100％再生で

きることをめざす。 
【評価方法】 
・評価問題，定期テスト，グラマーテキスト，On Your Own 課題の結果で総合評価する。 


