
 

学習の到達目標 英語 

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身につける。 

2. 英語を通じて，情報や考えなどを的確に理解し，適切に伝えたり発表したりする能力を伸ばす。 

使用教科書， 

副教材など 

PROMINENCE English Communication III（コ III 327）（東京書籍） 

PROMINENCE English Communication III WORKBOOK Standard （東京書籍） 
 

1 学期 

月 単元名 時数 活動内容 評価の観点のポイント 

関心・意欲・態度 技能・表現 思考・判断 知識・理解 

４ Lesson 4 
Recycling 
Hotel 
Soap to 
Save Lives 

５ [題材内容] 
ウガンダからの難民デレク・カヨン

ゴ氏が，アメリカのホテルで廃棄さ

れる石鹸を再利用して，発展途上国

の衛生環境の改善に貢献する活動

を始める。カヨンゴ氏の活動を通し

て，世界の衛生状態の格差や乳幼児

の死亡率などについて考える。 
[言語活動] 
貧しい地域に住む人々がどのよう

な問題を抱えており，彼らのために

自分は何ができるかについて説明

したり，グループ内で意見を述べた

りする。 

公衆衛生面における世界

の地域間格差の現状に関

心を持ち，資源の再利用

や地域間格差の問題につ

いて，自分ができること

は何かを考えようとして

いる。 

・キーワードや絵を使っ

て，カヨンゴ氏の経験と

活動内容を順を追っ再話

(retelling)することが

できる。 

・貧しい地域の人々には

どのような問題があり，

彼らを援助するために何

ができるかについて書

き，グループ内で意見を

述べることができる。 

公衆衛生面におけ

る世界の地域間格

差の現状について，

読んだり聞いたり

したことを理解し，

内容に関する質問

に英語で答えるこ

とができる。 

・カヨンゴ氏がグローバ

ル・ソープ・プロジェクト

を設立した背景や活動内容

について理解している。 
・地域間格差が発生する原

因や，それが地域住民に及

ぼす影響について理解して

いる。 

５ Lesson 5 
Question 
Authority! 
 

５ [題材内容] 
日本人とアメリカ人とでは大きく異な

る，「権威」に対したときの考え方や態

度について学び，その違いがどのよう

な行動になって表れるかについて考

える。 

[言語活動] 
「校則や学校の伝統について異議を

唱えたいですか。」というトピックにつ

いて，意見を書いたりグループ内で話

し合って結論を出したりする。 

アメリカの子供たちが「権

威を疑う」理由について積

極的に考えようとしている。 

「権威」に対する日本人

の態度や対応ぶりとその

理由について積極的に

考えようとしている。 

・「校則や学校の伝統に

ついて異議を唱えたい

ですか。」というトピックに

ついて英語で答えて，50

語ほどの意見を書くこと

ができる。 

・グループ内で，上のト

ピ ックに ついて話し合

い，グループとしての結

論を出すことができる。 

「権威を疑う」という

アメリカの子供たち

の習慣について，読

んだり聞いたりしたこ

とを理解し，内容に

関する質問に英語

で答えることができ

る。 

・大小の権威に対する考え

方について，日本人と英米

人との違いを理解している。 

・権威に対する対応ぶりは変

化する場合もあることを理解

している。 

Lesson 6 
The True 
Cost of 
Fast 
Fashion 

５ [題材内容] 
ファーストファッションの衣料品

は，流行を取り入れているのに安価

なので，消費者は何も考えずに買い

求めてしまう。その生産に伴う，い

くつかの深刻な問題について考え

る。 
[言語活動] 
「ファーストファッションの問題

を解決するために何をするか。」と

いうトピックでプレゼンテーショ

ンを行う。 

ファーストファッション

の生産国における人権侵

害と環境問題について関

心を持ち，その現実的な

解決策について積極的に

考えようとしている。 
「ファーストファッシ

ョンの問題を解決する

ために何をするか。」と

いうトピックで積極的

にプレゼンテーション

を行おうとしている。 
 

・質問に答えながら考え

たことをまとめ，論理性

に注意しながらプレゼン

テーションのアウトライ

ンを書くことができる。 

・クラスでプレゼンテー

ションを行うことができ

る。 

ファーストファッ

ションの生産国に

おける人権侵害と

環境問題について，

読んだり聞いたり

したことを理解し，

内容に関する質問

に英語で答えるこ

とができる。 

・ファーストファッション

の生産国における労働環境

と賃金，環境問題について

理解している。 

・プレゼンテーションの構

成や効果的に使える表現に

ついて理解している。 

５ Optional 
Reading 1 
Invictus 

５ 

 

[題材内容] 
数十年間に及ぶアパルトヘイト（人

種隔離政策）により，南アフリカで

はアパルトヘイト廃止後も黒人と

白人の社会に分断されたままだっ

た。1994 年に黒人初の大統領にな

ったネルソン・マンデラは，国民を

融和させるために，翌年開催される

ラグビーのワールドカップを利用

することを思いついた。代表チーム

のスプリングボックスの活躍を軸

にして，国家と人種問題について考

える。 
（※この課は夏休みの課題として

もよい） 

人種差別のために分断

された国家に関心を持

ち，国民の心を 1つに

まとめようとする大統

領とラグビーチームの

監督の意図と行動，選

手たちの精神的な成長

を理解しようとしてい

る。 

それぞれの場面での人

物の心情や出来事につ

いて，英語で適切に説

明することができる。 

読んだ内容についての

意見や感想を英語で話

し合うことができる。 

・人種間の憎悪と不

信がやわらいでい

く過程を適切に理

解することができ

る。 

・読んだ内容に関す

る質問に英語で答

えることができる。 

・場面に応じて，適切な発

音，イントネーション，ス

ピードで朗読している。 

・南アフリカのほとんどの

地域，オーストラリア，ニ

ュージーランドなどの国々

は，イギリスの旧植民地で

あり，言語や文化などを共

有していることを理解して

いる。 

Lesson 7 
What Is 
College 
For? 

５ [題材内容] 
学校教育の総仕上げとも言える大

学教育が，アメリカではこの数十年

の間に，より多くの収入が期待でき

る職業を得るための資格となって

しまった。大学は何のためにあるの

かという問いを，現在の社会情勢と

照らし合わせつつ，広い視野をもっ

大学の存在意義について

関心を持ち，大学教育の

望ましい姿について考え

ようとしている。 

・「大学では一般教養科目

を教えるべきではない。」

という論題に関する質問

に英語で答えたり，50 語

ほどの意見を書いたりす

ることができる。 

アメリカの大学教

育について，聞いた

り読んだりしたこ

とを理解し，内容に

関する質問に英語

で答えることがで

きる。 

・アメリカ合衆国の大学教

育の長所と短所について理

解している。 

・日米の大学教育の類似点

や相違点について理解して

いる。 

令和３年総合英語 シラバス 

沖縄県立球陽高等学校 

教科名 英 語 科目名 総合英語 単位数 ６ 学科・学年 国際英語科３年 

教科書名 PROMINENCE English Communication  Ⅲ(東京書籍) 、その他副読本 



て考える。 
[言語活動] 
「大学では一般教養科目を教える

べきではない」という論題で，ミニ

ディベートを行う。 

・上の論題で，ミニデ

ィベートを行うことが

できる。 

Lesson 8 
Attitudes 
toward 
Time 

５ [題材内容] 
世界の各地域における時間に対す

る考え方や対応の仕方の相違は，ど

こから生まれるのだろうか。世界中

の事例といろいろな仮説を読み解

きながら，時間に対する人々の姿勢

について考える。 
[言語活動] 
「日本人はなぜ時間を強く意識す

るのか。」というトピックについて，

意見を書いたりグループ内で話し合

って結論を出したりする。 

世界中の文化圏及び各

国の人々の，時間に対

する姿勢の相違につい

て関心を持ち，それら

を理解しようとしてい

る。 

時間に対する姿勢の相

違についての仮説を理

解しようとしている。 

・「日本人はなぜ時間を強

く意識するのか。」という

トピックについて英語で

答えて，50 語ほどの意見

を書くことができる。 
・グループ内で，上のト

ピックについて話し合

い，グループとしての結

論を出すことができる。 

世界中の文化圏及

び各国の人々の，時

間に対する姿勢の

相違について，聞い

たり読んだりした

ことを理解し，内容

に関する質問に英

語で答えることが

できる。 

異なる文化圏における人々

の時間に対する姿勢につい

て，日本人との相違を知る

ことによって，その人々と

よりよい関係を築くのに役

立つことを理解している。 

６ Lesson 9 
Science of 
Love 

５ [題材内容] 
人間にとって普遍的なものと考え

られる恋愛感情だが，世界中のいろ

いろな分野の研究者が分析したと

ころ，脳と身体に働きかけるいくつ

かのホルモンと関係があることが

分かった。人間と恋愛感情について

考える。 
[言語活動] 
「理想の恋人はどんな人か。」とい

うトピックについて，意見を書いた

りグループ内で話し合って結論を出し

たりする。 

恋愛感情を論理的分析的

に考察することに関心を

持ち，自分自身の経験も

振り返りながら，恋愛感

情について考えようとし

ている。 

・「理想の恋人はどんな人

か。」というトピックにつ

いて英語で答えて，50 語

ほどの意見を書くことが

できる。 
・グループ内で，上のト

ピックについて話し合

い，グループとしての結

論を出すことができる。 

世界中の恋愛感情

の研究内容につい

て，聞いたり読んだ

りしたことを理解

し，内容に関する質

問に英語で答える

ことができる。 

・1 つのテーマに対して多

角的な考察が必要なことを

理解している。 

・人間の感情でさえ脳の働

きと捉え，それを科学的に

研究する方法があることを

理解している。 

 

６ Lesson 10 
Human 
BUYology 

５ [題材内容] 
現在最新のマーケティングは，直接

的間接的に人の五感に訴える手法

を用いるまでに進歩している。この

マーケティング戦略を通して，企業

活動について考える。 
[言語活動] 
「店舗のマーケティング戦略」とい

うトピックでプレゼンテーション

を行う。 

最新のマーケティング戦

略を通して企業活動に関

心を持ち，その現状につ

いて積極的に理解しよう

としている。 

「店舗のマーケティン

グ戦略」というトピッ

クでプレゼンテーショ

ンに取り組もうとして

いる。 

・「店舗のマーケティング

戦略」というトピックに

ついての質問に答えてか

ら，論理性に注意しなが

らプレゼンテーションの

アウトラインを書くこと

ができる。 

・クラスでプレゼンテー

ションを行うことができ

る。 

企業活動の現状に

ついて，読んだり聞

いたりしたことを

理解し，内容に関す

る質問に英語で答

えることができる。 

 

・現代の企業活動にどのよ

うな問題が潜んでいるかを

的確に理解している。 

・「賢明な消費者」になるた

めには，どのようなことに

気をつければいいかを理解

している。 

Lesson 11 
The 
Robots 
Are 
Coming—
Aren’t 
They? 

５ [題材内容] 
「人か人以上の能力がある人型の

ロボットを作ることは，可能だろう

か。」という問いについて，技術面

と経済面の両面から考える。 
[言語活動]  
「人型ロボットを作る必要はな

い。」という論題で，ミニディベー

トを行う。 

人型ロボットの可能性や

コンピューターの現在の

状態に関心を持ち，それ

らの問題点や将来の予想

について理解しようとし

ている。 

・「人型ロボットを作る必

要はない。」という論題に

関する質問に英語で答え

たり，50 語ほどの意見を

書いたりすることができ

る。 
・上の論題で，ミニディ

ベートを行うことができ

る。 

人型ロボットの可

能性やコンピュー

ターの現在の状態

や将来について，読

んだり聞いたりし

たことを理解し，内

容に関する質問に

英語で答えること

ができる。 

・科学的な課題を論証する

ときの典型的な論理展開を

理解している。 
・多様なロボットを含むコ

ンピューター機器の現状に

ついて正しい知識を持ち，

理解している。 

Lesson 12 
The Thing 
with 
Feathers 

５ [題材内容] 
冬と春の間に食べる餌を 5,000 か

所もの場所に蓄えておくハイイロ

ホシガラスは，その場所をどのよう

に探り当てるのだろうか。真相を突

き止めるために，アメリカの大学院

生が行った実験の詳細を読み解く。 
[言語活動] 
餌を蓄える習性のある動物につい

て調べてまとめ，プレゼンテーショ

ンを行う。 

・ハイイロホシガラスの

記憶力に関心を持ち，実

験の手順とそれぞれの意

味と結論について理解し

ようとしている。 
・ハイイロホシガラス以

外の餌を蓄える習性があ

る動物について調べ，プ

レゼンテーションに取り

組もうとしている。 

質問に答えながら調べ

たことをまとめ，論理

性に注意しながらプレ

ゼンテーションのアウ

トラインを書くことが

できる。 

クラスでプレゼンテー

ションを行うことがで

きる。 

ハイイロホシガラ

スの記憶力の実験

について，読んだり

聞いたりしたこと

を理解し，内容に関

する質問に英語で

答えることができ

る。 

・ハイイロホシガラスの記

憶力の実験の内容につい

て，その論理性や結論を理

解している。 
・プレゼンテーションの構

成や効果的に使える表現に

ついて理解している。 

７ Lesson 13 
Technolog
y as Trash 

５ [題材内容] 
増加の一途をたどるパーソナルコ

ンピューターやスマートホンなど

の電気電子機器の廃棄物が，発展途

上国で引き起こしている深刻な環

境被害について考える。 
[言語活動] 
「先進国は中古機器を発展途上国

に輸出すべきである。」という論題

で，ミニディベートを行う。 

電気電子機器の廃棄物

について関心を持ち，

その処分の仕方を改善

する方法を理解しよう

としている。 

電気電子機器の廃棄物

について，自分には何

ができるのかを考えよ

うとしている。 

・「先進国は中古機器を発

展途上国に輸出すべきで

ある。」という論題につい

ての質問に，英語で答え

て発表することができ

る。 
・上の論題について，ミ

ニディベートを行うこと

ができる。 

電気電子機器の廃

棄物について，聞い

たり読んだりした

ことを理解し，内容

に関する質問に英

語で答えることが

できる。 

・環境問題やリサイクルにつ

いて，その現状と問題点を理

解している。 

・環境問題を引き起こす責任

は消費者にもあるが，問題を

改善させる力もあることを理

解している。 

Lesson 14 
The Flight 
from 
Conversat
ion 

５ [題材内容] 
インターネット通信の発達により，

人々は仮想世界で多くの時間を過

ごすようになった。その結果，面と

向かっての会話や独りになって自

分を見つめる時間が減少してしま

った。そのような社会状況について

考える。 
[言語活動] 
「コミュニケーションは会話より

インターネット通信と

面と向かってする会話

の違いに関心を持ち，

会話の重要性について

理解しようとしてい

る。 
独りで居ることの意味

について考えようとし

ている。 

・「コミュニケーションは

会話よりもむしろモバイ

ル接続によって行われる

べきである。」という論題

についての質問に答えた

り，50 語ほどの意見を英

語で書いたりすることが

できる。 

インターネット通

信と面と向かって

する会話の違いや

独りで居ることの

意味について，聞い

たり読んだりした

ことを理解し，内容

に関する質問に英

語で答えることが

できる。 

・現代のインターネット通

信社会の長所と短所を理解

している。 
・会話をしたり，逆に独り

で居ることの重要性につい

て考えている。 



もむしろモバイル接続によって行

われるべきである。」という論題で，

ミニディベートを行う。 
 

・上の論題でミニディベ

ートを行うことができ

る。 

Optional 
Reading 2 
A 
Summer’s 
Reading 

５ 物語の舞台は，野球の中継をラジオ

で聞いていたころのニューヨーク

である。ジョージは 16 歳のときに

高校を中退し，いくつかの職業を

転々としたが，その年の夏は仕事に

も就けず，昼間は家で暇をつぶし，

夜は近所を歩き回るという生活を

送っていた。ある晩，近所に住むカ

タンザラさんにあったとき，本を

100 冊読破しているところだと嘘

をついた。その話が近所に広まり，

人々は彼を好意的に見てくれるよ

うになった。秋になると，ジョージ

はこの嘘を事実に変えるために図

書館を訪れる。生徒とほぼ同年齢で

あるジョージの「自分探し」につい

て考える。 

・主人公ジョージの生き

方に関心を持ち，物語を

理解しようとする。 

・この物語の提示する 10

代後半の少年の心の動き

を，自分自身に当てはめ

て考えようとしている。 

・ある場面での出来事や

登場人物の心情を英語で

適切に説明することがで

きる。 

・読んだ内容についての

意見や感想を英語で話し

合うことができる。 

・登場人物の言動や

心情の変化を読み

とることができる。 

・読んだ内容に関す

る質問に英語で答

えることができる。 

・感情を込めて英文を読む

ように努め，主人公の心情

に応じて音読している。 

・第 2 次世界大戦前の，ア

メリカがまだそれほど豊か

ではなかった頃の，貧しい

移民の家族の生活を想像し

ようとしている。 

 

2 学期以降 

 

 

 

○評価(Evaluation)について 

 1) 評価の対象となるもの 

 ①定期テスト Reading Part（中間・期末の平均）・・・70％  ➁提出物（長期休暇課題・週末課題）・・・10％ 

 ③Data Base の平均・・・10％                 ④その他（授業参加、授業態度）・・・10％  

 

 2) ５段階評価の基準 

 80 ～ 100 点・・・５    65 ～ 79 点・・・４   50 ～  64 点・・・３ 

 35 ～ 49 点・・・２      0 ～ 34 点・・・1 

 

評価の観点 

ａ．コミュニケーションへの関 

  心・意欲・態度 

ｂ．外国語表現の能力 ｃ．外国語理解の能力 ｄ．言語や文化についての知 

  識・理解 

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

ンを図ろうとする。 

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。 

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。 

英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，言語の背景にある

文化などを理解している。 

学期 月 単元名 時数 活動内容 評価の観点 

評価・反省 
評価・反省 

a b c d  

２ 9 
 

センター試

験対策 

 

13 

・大学入試センター試験対策オリジナルテスト英語 

40 分プレノート 

・Listening Box センター対策リスニング 30 分 

・入試長文読解ｼﾘｰｽﾞ "Take Pleasure in Your English 

Reading" 

  

○ 
 

○ 

 

○ 
○ 
○ 

 

〇 

〇 

○ 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 

10 
 

ｾﾝﾀｰ試験及

び大学個別

試験対策 

 

13 

・大学入試センター試験対策オリジナルテスト英語 

40 分プレノート 

・Listening Box センター対策リスニング 30 分 

・入試長文読解ｼﾘｰｽﾞ "Take Pleasure in Your English 

Reading" 

  

○ 
 

○ 

 

○ 
○ 
○ 

 

〇 

〇 

○ 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 

11 
 

ｾﾝﾀｰ試験及

び大学個別

試験対策 

 

13 

・センター試験直前予想問題集英語筆記 80 分 

・進研「センター試験」直前演習英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ 30 分 

 

  

○ 
 

○ 

 

○ 
○ 
○ 

 

〇 

〇 

○ 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 

12 
 

センター試

験直前対策 

 

10 

・センター試験直前予想問題集英語筆記 80 分 

・進研「センター試験」直前演習英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ 30 分 

 ○ 
 

○ 
 

○ 
○ 
○ 
 

〇 

〇 

○ 
 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 

3 1 
 

センター試

験直前対策 

 

5 

・センター試験直前予想問題集英語筆記 80 分 

・進研「センター試験」直前演習英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ 30 分 

  

○ 
○ 

 

○ 
○ 

 

〇 

〇 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 

2  

大学個別試

験対策 

 

5 

各大学の個別試験過去問題集   

○ 
○ 

 

○ 
○ 

 

〇 

〇 

・授業での取り組み 
・課題等の提出状況 
・評価問題 


