
令和３年度 1 学年 国際英語科 総合英語 シラバス 

 

単位数 ５単位 使用教科書 Prominence English Communication Ⅰ・Ⅱ（東京書籍） 

Vision Quest English Expression Ⅰ（啓林館） 

  

学期 月 課 タイトル 評価の観点 文法事項 
進

度 

1 

4 

※ 教科ガイダンス 高校英語の基本的な学習方法を理解し、学習スタイルを身に

つける。クラスルームイングリッシュを学ぶ。 

  

Prom.1 We Are Together  <地球環境と人類の共存・多文化共生>私たちが生きる上で全

ての土台となる地球。グローバルな観点から地球における共

生について学ぶ。 

・英語の５文型・to 不定詞 
・動名詞 

 

VQ 1 My name is Tanaka 
Kaito. Nice to meet 
you. 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・英語らしい発音で発話ができる。 

文法文の種類 
機能相づちをうつ 

/聞き直す 

 

5 

Prom. 2 Animal Emotions <動物>ペットや野生動物など、動物と人間の関わりをきっか

けに動物の感情について考える。 

・現在完了形・節を示す形

式主語 it・受け身 
 

VQ 2 
How did you get 
interested in Japan? 

・学んだ表現を使い自分の関心事について書くことができる。 

・トピックをきめ,原稿を書き、クラスで発表できる。 

文法文型と動詞 
機能言い換える/話題を変

える 
 

6 

Prom.3 One Ocean, One 
people 

<比較文化・異文化理解>ポリネシアの伝統航海術に関するイ

ンタビューを通して、異文化理解を深める。 

・関係代名詞・分詞の後置

修飾・助動詞 
 

 

VQ3 I’m planning to go to 
Nagano this summer 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・旅行プランを書くことができる。 

文法時制 
機能計画する・予定する 

 

7 

Prom.4 Landfill Harmonic <環境問題・社会問題>ゴミをリサイクルして作った楽器を演

奏する。パラグアイの「リサイクルオーケストラ」の活動に

ついて知り、環境問題や現代社会について考える。 

・使役動詞・知覚動詞・過

去完了形・SVO(O=what
などで始まる節) 

 

VQ4 
 

VQ5 

Have you seen a live 
soccer game? 
Can you help me 
with this plate? 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・学んだ表現を使い今まで経験したことを書くことができる 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・レストランでの会話ができる。 

文法完了形 
機能原因・理由を述べる 
文法助動詞 
機能許可を求める/依頼する 

 

2 

8 

Prom.5 
Katsushika Hokusai, 
A Japanese Genius 

〈芸術・文化・歴史〉アメリカの有名雑誌 LIFE の特集「過

去千年の最重要人物」の上位 100 人に、日本人で唯一取り上

げられた葛飾北斎。その人物像や、作品が西洋美術に与えた

影響について知り、日本文化について考える。 

・句を示す[it・関係代名詞

の非制限用法・未来完了形  

VQ6 The Sapporo Lilac 
Festival will be held  

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・観光名所について書くことができる。 
文法受動態 
機能喜ぶ/驚く  

  

9 

Prom.6 A Strange but True 
Superhero 

<現代文化>やなせたかしと「アンパンマン」。「アンパンマン」

が誕生した背景と、やなせたかしが作品煮込めた思いについ

て知り、真の正義について考える。 

 

・関係副詞・to 不定詞の意

味上の主語・仮定法過去 
 

VQ7 Thank you for 
coming to my 
birthday party 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・レストランでの会話ができる。 

文法不定詞 
機能感謝する/謝罪する 

 

10 

Prom.7 What’s an Ig? <科学・学問>ノーベル賞のアメリカ版パロディであるイグ・

ノーベル賞の創設の経緯や特徴、日本人受賞者のエピソード

などを知り、科学とユーモアについて考える。 

・seem などの動詞・SVOO    
 

VQ8 How about going to 
a movie this 
afternoon? 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・誘いのメールを書くことができる。 

文法動名詞 
機能勧誘する/申し出る 

 

11 
 
 
12 

Prom.8 The State-of-the-Art 
Origami Engineering 

<科学・日本文化・工学>地図・飲料缶から最先端の宇宙科学

まで幅広く応用され、世界が注目する日本発の科学技術「ミ

ウラ折り」。その起源はなんと日本の「折り紙」だった。日本

の伝統文化が宇宙工学に応用された視点や着想に、科学的探

求の醍醐味を味わう 

・分詞構文①・S+be 動詞

＋C（C=that 節）・仮定法

過去完了 

 

 

VQ9 
 
 
VQ10 

 

Rules are for 
everyone’s comfort 
and safety 
Things vary from 
culture to culture 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・自分たちのルールを書くことができる。 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・日本の行事などを説明することができる。 

 

文法分詞 
機能賛成する/反対する 
 
文法関係詞 
機能説明する 

 



3 

1 

Prom.9 Father of the 
Paralympic games 
 

<人権・スポーツ）パラリンピック大会の起源と意思ルートヴ

ィヒ・グットマンの功績を知り、スポーツと社会参画につい

て考える。 

・関係代名詞・付帯状況

with 
・強調構文 

 

  

2 

Prom.10 Save Washington 
Square park 

<人権・社会参画)ワシントンスクエアパーク(ニューヨーク市)
の保存のために住民運動を率いたジェーン・ジェイコブの活

動を知り、コミュニティー形成と社会参画について考える。 

・SVOO（O=what などで

始まる節）・SVOO(O=if
または whether で始ま

る節) 
・分詞構文② 

 

3 

VQ11 
 

VQ12 
 
   

I believe everything 
has a positive side 
I wish my father 
were more 
understanding 

・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・社会問題について書くことができる。 
・右記の文法や表現を使って文章を書くことができる。 

・他者へのアドバイスを書くことができる。 

 

文法比較 
機能意見を述べる/主張する 
文法仮定法 
機能助言する/提案する 
 

 
 

Prom.Ⅱ 
Lesson1 

The Power of 
Empathy 

多様な価値観や文化的背景を持った他者と関係を築くために

大切な共感力について学び，コミュニケーションにおける共

感力の働きについて考える。 

S + V + O (O=if または

whether で始まる節) 
 / 受け身（完了形） 

 

 
到達目標  
A（80％以上）B（65％以上） 
C（40％以上）D（40％以下） 

 
次学期（次学年に向けての課題） 

学期 自己評価  
1 学期   
2 学期   
3 学期   

 


