
学期 区分 単元 内容 目標・留意点

Lesson 6 現在完了 Have you finished your report yet? 完了・結果の現在完了の文を書くことができる

Have you ever been to Angel Island? 経験の現在完了の文を書くことができる

How long have you played soccer? 継続を表す現在完了の文を書くことができる

Lesson 7 受動態 The building was built in 1995. 受動態の文を書くことができる

Everyone was surprised at the variety of food. by以外の前置詞を用いる受動態を書くことができる

It was sent to me by my mother. SVOO/SVOCの受動態を書くことができる

Lesson 8 名詞/不定代名詞/再帰代名詞 Do you have any good English tea? 名詞の種類を理解して文を書くことができる。

I like both. I'll buy one now and the other another day. 不定代名詞を使って文を書くことができる。

I really enjoyed myself. 再帰代名詞を使って文を書くことができる。

Read　Skating for Peace 物語を味わいながら英文を読むことができる。

Lesson 9 後置修飾/分詞による修飾 The house opposite the musium is Mr. Jackson's house. 様々な後置修飾を用いて文を書くことができる。

Who is that boy standing over there? 現在分詞と過去分詞の形容詞的用法を理解することができる。

Speech "I have a dream." キング牧師の演説を読み、自分の夢についてスピーチをする。

Lesson 10　関係代名詞 Ｉ went there with a girl who studies with me at school. 関係代名詞の種類を使い分けられるようにする。

Let's try the tea I bought from England. 目的格の関係代名詞の省略が見分けられるようにする。

What is the best thing that you can recommend to me? 様々な関係代名詞を用いて文を書くことができる。

Lesson 11 不定詞の発展的用法 Ｉｔ's difficult for me to speak Chinese. Ｉｔ(仮主語)=to不定詞の構文を理解する。

My teacher has asked me to talk about Great Britain. SVO+to doの構文を用いて文を書くことができる。

Lesson 11 不定詞の発展的用法 Do you know how to get to the concert hall? 疑問詞+to不定詞の構文を用いて文を書くことができる。

Are you too tired to think in the morning? to不定詞を用いた様々な表現を使うことができる。

Read The History of Glasses メガネの歴史と仕組みについて理解し、話すことができる

Lesson 12 比較/間接疑問/付加疑問/感嘆文 Ｉ want to see as many places as possible. 様々な比較表現を使うことができるようにする。

Tell me what it means. 間接疑問文を書くことができる。

The restaurant is on State Street, isn't it? 付加疑問を用いて文を書くことができる。

What a wonderful experience we've had! 感嘆文を用いて感情を表現することができる。

Read A change to America 様々な英語の表現に注意しながら、アメリカの社会問題について考えることができる。

Read Jackal Met a Man for the First Time 物語を味わいながら英文を読むことができる。

Further Reading A Woman Who Changed  People's Old Ideas 長い英文を意味を理解しながら読み、内容について話し合うことができる。

・New Treasure Second Edition Stage2(Z会出版)
・New Treasure 文法問題集 Stage2(Z会出版)
・New Treasure Woork Book Stage2(Z会出版)
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使用補助教材

平成２８年度・中学３年生　年間指導計画表

定期試験の得点に英会話の授業得点、小テストや提出物、授業への取り組み等の得点を加味し、総合
的に判定する

・予習（家庭学習）→授業→復習（家庭学習）のサイクルをしっかり確立すること
・授業に専念し、自分なりに工夫して復習しやすいノートを作成すること

注意事項
・授業時には教科書と文法問題集・英和辞典・ノートの４点を必ず持参すること
・New CrownはSpeechの題材やReedingの課題として使用する

３
学
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総合英語（５時間）

聞くこと，話すこと，読むこと，書くことの４技能をバランスよく伸ばし、高校受験に必要な学力を身に付ける。
英語を用いて積極的にコミュニケーションとろうとする態度を育成する。

・NEW CROWN ３(三省堂)

教科目(単位数）

インフルエンザ等
臨時休校になった
場合の課題
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・New Treasure Work Bookを進めること
・休校が長期に及ぶ場合は、辞書を用いて教科書各章の新出単語の意味調べを進めること

評価方法

学習方法


