徳島県立脇町高等学校 令和４年度 学習到達目標（CAN-DO リスト）及び言語活動
CEFR
Stage

聞くこと(Listening)

読むこと(Reading)

話すこと
やり取り(Spoken Interaction)

発 表(Spoken Production)

書くこと(Writing)

想定時期

内部

■自然な速さの英語で話をすれば，おおよその内容を理解できる。
■語句に日本語の注釈がついた英語学習者向けの英字新聞で，興味 〇個人的に関心のある具体的なトピックについて，グループやペアで
〇教科書のリスニング活動に出てくる，10文程度の長さのわかりやす のある記事は，辞書を使いながら読めば大体は理解できる。
簡単な英語を多様に用いて社交的な会話を続けることができる。
い展開の話や会話を聞いて，大筋なら内容を理解できる。
〇教科書の本文について，複数の段落間のつながりや文章全体の構 〇自分が知っている映画や本のあらすじ，出来事などについて，英語
成を理解できる。
でやり取りができる。

■国際政治や社会問題など、世界のニュースで取り上げられるような
話題に関するスピーチを英語ですることができる。
■日本の国内ニュースで取り上げられる社会問題などに関するスピー
チを英語ですることができる。

［Lesson 16］
○科学的研究について，文章や対話文を聞き，研究内容や法則につ
いて理解する。

［Lesson 16］
[Lesson 16]
○科学的研究について，段落間のつながりを意識して文章を読み，全 ○科学的研究について，知っていることや思っていることを発言したり
体の構成を理解できる。
聞いたりできる。
[Unit 34]
○相手の主張を聞き取り，内容を踏まえて質問したり聞かれた内容に
ついて適当な返答をしたりすることができる。

[Lesson 16]
[Lesson 16]
○学問や研究に関して，自分なりに考えた意見を発言したり聞いたり ○学問や研究に関して，自分の考えたことを論理的にまとめて書くこと
できる。
ができる。
[Unit 34]
◎肯定側，否定側のそれぞれの立場に即して主張を述べることができ
る。

［Lesson 9 - Lesson 15］
◎世界遺産・宇宙など産業開発や飢餓・ジェンダーなどの社会問題に
関する文章を聞いて概要をつかむことができる。
○社会的影響力を持つ演説や社会マナーについての文章を聞いて，
Stage 8 話の展開を理解できる。
○テーマについて対話文を聞いて内容をまとめることができる。

［Lesson 9 - Lesson 15］
◎世界遺産・宇宙など産業開発や飢餓・ジェンダーなど社会問題に関
する文章を読んで，その問題点や重要性を理解できる。
○社会的影響力を持つ演説や社会マナーについての文章を読んで，
概要や重要な点を理解できる。
○文章を読み，情報の差異や内容，結果について理解し，内容をまと
めることができる。

［Lesson 9 - Lesson 15］
◎世界遺産・宇宙など産業開発についての是非を考え，グループやペ
アで議論することができる。
○飢餓・ジェンダーなど社会問題について，知っていることや思ってい
ることを発言したり，質問に答えたりできる。
[Unit 33]
○ディスカッションの基本的な流れや注意点を理解し，互いに意見交
換をすることができる。

[Lesson 9 - Lesson 15]
○世界遺産・宇宙など産業開発や飢餓・ジェンダーなど社会問題につ
いて，調べたことや自分なりに考えた意見を発言することができる。
◎より良い社会をつくるためにどのような方法を採るべきかについて，
自分の考えをまとめて発表できる。
[Unit 32]
○与えられたトピックについて情報や意見，提案などをわかりやすく提
示して説明できる。

[Lesson 9 - Lesson 15]
◎世界遺産・宇宙開発について，知っていることや調べたことを書くこ
とができる。
○飢餓・ジェンダーなど社会問題について，より良い社会をつくるため
にどのような方法をとるべきかなど自分の考えをまとめて書くことがで
きる。
[Unit 31]
○是非を論じる際に適切な論理展開を活用して文章を書くことができ
る。

［Lesson 1 - Lesson 8］
○高齢化社会で役立つ科学技術や食品廃棄問題の解決に向けた取
り組みについて，文章を聞いて概要をつかむことができる。
◎コミュニケーションや日本の文化・産業・歴史について，文章を聞い
て話の展開を理解することができる。
Stage 7 ○テーマについて対話文を聞いて内容をまとめることができる。

[Lesson 1 - Lesson 8]
◎科学技術の役割，高齢化や食品廃棄など社会の現状について，文
章を読んで内容を理解できる。
○コミュニケーションや日本の文化・産業・歴史についての文章を読ん
で，その多様性や文化的背景について理解できる。
○文章を読み，利点と問題点，解決に向けた取り組みなどについて理
解し，内容をまとめることができる。

[Lesson 1 - Lesson 8]
○高齢化や食品廃棄の社会問題について，知っていることや思ってい
ることを発言したり，質問に答えたりできる。
◎人生で成功するために大切なことについて，自分の経験や考えた意
見をペアやグループで交換することができる。
○国際語としての英語や非言語コミュニケーションについて，自分なり
に考えた意見を発言したり質問に答えたりできる。

[Lesson 1 - Lesson 8]
○科学技術の役割や高齢化や食品廃棄など社会の現状について本
文の内容を理解し，簡潔にまとめて話すことができる。
◎日本や世界の科学技術，食品廃棄問題，英語コミュニケーションな
どについて，調べたり考えたりした内容をまとめて発表することができ
る。
[Unit 29 - Unit 30]
◎「環境問題」など問題を提起するのに適切な論理展開を活用して，
自分の意見を発表することができる。

[Lesson1 - Lesson 8]
○日本や世界の科学技術について調べたことや知っていることをまと
めて書くことができる。
◎食品廃棄物を減らすためにすべきことや外国人とのコミュニケーショ
ンについて，自分の意見をまとめて書くことができる。
[Unit 22 - Unit 28]
○パラグラフの構成・つなぎ表現の知識を活用して文章を書くことがで
きる。
◎「好きなこと」や「グラフの比較･対象」など事物を紹介するのに適切
な論理展開を活用して文章を書くことができる。

■外国語学習者向けにやさしい英語で書かれた物語を，内容の重要
な点を理解しながら，そのつながりを理解できる。
〇教科書の本文の，１つの段落内の要点や内容のつながりを理解で
きる。

○なじみのある話題について，ペアワークやインタビュー形式の活動
において，英語で質疑応答ができる。
○補助となる絵やものを用いて，基本的な情報を伝え，簡単な意見交
換をすることができる。

■高校生がアルバイトすることに対して賛成か反対かを述べるなど， ■英語の手紙や電子メールなどで，ある程度まとまった内容を，それ
身近な社会的な話題に関するスピーチを英語で行い，質問にも英語で ほど辞書を引かなくても書くことができる。
答えることができる。
〇自分の意見や感想を整理し，文章構成を意識して書くことができる。
○写真や絵，地図などの視覚的補助を利用しながら，一連の簡単な句
や文を使って身近なトピックについて短い話をすることができる。

[Lesson 7 - Lesson 10]
◎落語家の活動や英語落語の特徴，ネルソン・マンデラとラグビー
ワールドカップ，シンガポールの再生水「NEWater」について，文章を聞
いてメモをとりながら概要を理解することができる。
Stage 6 ○「Less is more 」という概念について，文章を聞いて筆者の意図や内
容の状況を把握することができる。

[Lesson 7 - Lesson 10]
○文章を読み，落語のストーリーや落語家の活動の内容を理解でき
る。
◎どのようにネルソン・マンデラが国をまとめようとしたか，シンガポー
ルの水事情や再生水誕生の経緯，桂離宮に魅了されたいきさつなど，
物語の重要な点を理解することができる。

[Lesson 7 - Lesson 10]
[Lesson 7 - Lesson 10]
◎落語，ネルソン・マンデラ，世界の水問題などについて，知っている ◎英語の落語，南アフリカの人種問題，世界の水事情，桂離宮につい
ことや調べたことをペアで発言し，質問し合うことができる。
て調べたことをスピーチしたり，質問に答えたりすることができる。
○英語の落語の普及，南アフリカの人種問題，世界の水問題につい
て，自分の考えや思いを伝えたり，ペアの意見を聞いたりすることがで
きる。

[Lesson 7 - Lesson 10]
◎英語の落語，南アフリカの人種問題，世界の水問題などについて，
知っていることや自分で調べてきたことを英語で書くことができる。
○物事の共通点について，整理して書くことができる。
[Unit 2 ，Unit 8]
○句や節，意味上の主語，不定詞・動名詞など文法の適切な用法を理
解し，表現することができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
◎「エルトゥール号事件」やロケット開発を行った人物の経歴などにつ
いて，文章を聞いて時系列でメモを作成し，内容を整理することができ
Stage 5 る。
○ブラジルのクリティバ市の都市開発について，文章を聞き状況を把
握することができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
◎「エルトゥール号事件」，ロケット開発を行った人物，クリティバ市の
都市開発について文章を読み，段落の要点やつながりを意識して，全
体の概要を理解することができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
◎「エルトゥール号事件」やクリティバ市の都市開発について，聞き取っ
たメモに基づいて，ペアで質疑応答できる。
○登場人物や話題の国の文化について，知っていることや調べたこと
を発言したり，ペアの意見を聞いたりすることができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
◎出来事や経歴を時系列で整理し，簡単な英語で説明することができ
る。
○ロケット開発や話題の地域について，スピーチしたり，質問に英語で
答えたりすることができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
○出来事や経歴を時系列で整理して書くことができる。
◎都市問題や環境問題についての本文を読み，それに対する自分の
意見を書くことができる。
[Unit 5]
○英語の時制の形を意識しながら自分の経験を表現できる。
○英語特有の概念を踏まえた上で，書いたり話したりできる。

２年生
２学期

[Lesson 1 - Lesson 3]
◎日本人や外国人の日本に対する評価やユニバーサルデザインにつ
いての対話を聞き，内容を理解することができる。
○社会貢献活動についての文章を聞いて，必要な情報をメモすること
Stage 4 ができる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
○日本文化や外国人の日本の評価について，文章を読んで要約する
ことができる。
◎登場人物の考え，ユニバーサルデザインの概念，社会貢献活動の
内容などについて，文章を読んで重要な点を理解することができる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
◎日本の良さや写真の状況などについて，インタビュー形式を用い
て，簡単な英語で意見交換をすることができる。
○発展途上国と先進国の現状について，グラフを見ながらペアで内容
を説明することができる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
◎自分自身の思う日本の良さを表現したり，物事の違いを説明したり
することができる。
○食糧不足問題を解決するために先進国ができることについて，プレ
ゼンテーション形式で提案することができる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
○本文を読んで感じたことや物事の違いの説明を簡単に書くことがで
きる。
◎食糧不足問題を解決するために自国でできることなど，自分の意見
を書くことができる。
[Unit 1]
○英語特有の表現を用いることを意識しながら自分の意見を表現する
ことができる。

２年生
１学期

B1
Stage 9

A2

■英語のネイティブ・スピーカーがスピードやポーズなどにある程度配
慮して話をすれば，おおよその内容を理解できる。
〇教科書のリスニング活動に出てくる，5文程度の長さの短い話や会
話を聞いて，話し手の意図や内容の状況を理解できる。

[Lesson 7 - Lesson 9]
[Lesson 7 - Lesson 9]
○オーバーツーリズムや情報社会の問題について，文章を聞き概要を ◎オーバーツーリズムや情報社会の問題についての文章を読み，経
緯や理由など要点を理解できる。
Stage 3 理解できる。

A1

■英語のネイティブスピーカーがスピードやポーズなどにかなり配慮し
て話をすれば，おおよその内容を理解できる。
〇教科書のリスニング活動で聞く英語を，1文ずつであれば内容を理
解できる。

■外国語学習者に向け優しい英語で書かれた物語の大まかな流れを
理解できる。
〇教科書の本文を読んで，内容の大筋（出来事のつながり）を理解で
きる。
〇1文が短く，単純な構文で書かれた教科書の本文を，日本語に訳さ
なくても，内容を理解できる。

[Lesson 7 - Lesson9]
[Lesson 7 - Lesson 9]
◎身近にある問題について，自分の意見を話したり質問したりできる。 ◎身近にある問題を提起し，賛成・反対の立場をとり，自分の意見を
発表することができる。

◎・・・メインタスク（主たる言語活動） ○・・・サポートタスク（主たる言語活動につなげるための言語活動）
■教室外ＣＡＮ－ＤＯ 〇教室内ＣＡＮ－ＤＯ（ＧＴＥＣ資料より）

外部

■自分の興味のある話題やものに対して，意見や感想を発信すること
ができる。
〇自分の意見や感想を論理的に整理し，段落構成を意識して書くこと
ができる。

[Lesson 7 - Lesson 9]
◎身近にある問題を提起し，賛成・反対の立場をとり，自分の意見を
書くことができる。

３年生
３学期

３年生
２学期

３年生
１学期

２年生
３学期

１年生
３学期

○趣味，部活動，好き嫌いなど自分のことやなじみのあるトピックにつ ■学校や身の回りのトピックに関する自分の考えを英語で論理的に言 ■学校や身の回りのトピックに関する自分の考えを英語で論理的に書
いて，基本的な語や言い回しを使って簡単な意見交換をすることがで うことができる。
くことができる。
きる。
〇自分の意見や感想，または出来事の描写を５～６文程度の英語で
○相手の発話を理解できない場合など，必要に応じて，聞き返したり
書くことができる。
意味を確認したりすることができる。

[Lesson 4 - Lesson 6]
[Lesson 4 - Lesson 6]
[Lesson 4 - Lesson 6]
[Lesson 4 - Lesson 6]
◎紛争や計測方法の進化などの話題についての英語の説明を聞き， ○紛争や計測方法の進化などについての文章を読み，概要を理解で ◎興味ある国や話題の地域について，話したり質問したりすることがで ○話題の地域について調べたことを発表できる。
概要を理解できる。
きる。
きる。
◎世界の紛争や教育の重要性について自分の考えを発表できる。
Stage ２
◎文章を読んで，概要や筆者が伝えたいメッセージを理解できる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
[Lesson 1 - Lesson 3]
◎世界的イベントや日本の伝統芸能などの話題について聞きとること ○世界的イベントや日本の伝統芸能についての文書を読んで，概要を
理解できる。
Stage １ ができる。
◎文章を読んで登場人物の行動や思いを理解できる。

達成率（%）

[Lesson 4 - Lesson 6]
◎紛争地域について，自分の考えを書くことができる。

[Lesson 1 - Lesson 3]
[Lesson 1 - Lesson 3]
[Lesson 1 - Lesson 3]
◎興味のある伝統文化や行ってみたい国などについて，話したり質問 ◎興味のある伝統文化や行ってみたい国などについて，説明したり発 ◎興味のある伝統文化や行ってみたい国などについて，書くことがで
したりできる。
表したりすることができる。
きる。
○携帯電話の使い方について話したり質問したりできる。

１年生
２学期

１年生
１学期

外部指標名
ＧＴＥＣ for STUDENTS

