福岡県立苅田工業高等学校CAN-DOリスト

３年後期

３年前期

２年後期

２年前期

１年後期

１年前期

話すこと
学習到達目標
・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどをまとめ，発表す
ることができる．
・発表されたものを聞いて，質問
したり意見を述べたりすることが
できる．
・多様な考え方ができる話題につ
いて，立 場を 決め て意 見を まと
め ，意 見 を 述 べ 合 うこ とが でき
る．また，実際に相手を説得する
ことができる．

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・プレゼンテー
ション
・ディベート

書くこと
学習到達目標
・主題を決め，様々な種類の文章
を書くことができる．
・文章の構成を意識しながら書く
ことができる．
・図表との関連が盛り込まれた文
章を書くことができる．
・書いた内容を読み返して，推敲
することができる．また，実際に
改善を図ることができる．

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・ライティ ング
テスト
・定期考査

聞くこと
学習到達目標
・社会的な話題や時事問題につ
いて話されている対話や討論な
どを聞いて，情報や考えなどの概
要をとらえることができる．
・社会的な話題や時事問題につ
いて話されている対話や討論な
どを聞いて，情報や考えなどの要
点や詳細をとらえることができ
る．

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・リスニングテ
スト
・定期考査

読むこと
学習到達目標
・社会的な話題や時事問題につ
いて書かれている説明や評論な
どを速読して，情報や考えなどの
概要をとらえることができる．
・社会的な話題や時事問題につ
いて書かれている説明や評論な
どを精読して，情報や考えなどの
要点や詳細をとらえることができ
る．

科目・評価
コミュ英Ⅱ
・リーディング
テスト
・定期考査

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどをまとめ，発表し
ようとすることができる．
・発表されたものを聞いて，質問
することができる．
・多様な考え方ができる話題につ
いて，立 場を 決め て意 見を まと
め ， 意見 を 述 べ 合 うこ とが でき
る．

コミュ英Ⅱ
・プレゼンテー
ション
・ディベート

・主題を決め，様々な種類の文章
を書こうとすることができる．
・文章の構成を意識しながら書こ
うとすることができる．
・図表との関連が盛り込まれた文
章を書こうとすることができる．
・書いた内容を読み返して，推敲
することができる．

コミュ英Ⅱ
・ライティ ング
テスト
・定期考査

・社会的な話題や時事問題につ
いて話されている対話や討論な
どを聞いて，情報や考えなどの概
要をある程度とらえることができ
る．
・社会的な話題や時事問題につ
いて話されている対話や討論な
どを聞いて，情報や考えなどの要
点や詳細をある程度とらえること
ができる．

コミュ英Ⅱ
・リスニングテ
スト
・定期考査

・社会的な話題や時事問題につ
いて書かれている説明や評論な
どを速読して，情報や考えなどの
概要をある程度とらえることがで
きる．
・社会的な話題や時事問題につ
いて書かれている説明や評論な
どを精読して，情報や考えなどの
要点や詳細をある程度とらえるこ
とができる．

コミュ英Ⅱ
・リーディング
テスト
・定期考査

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，話し合
うなどして結論をまとめることが
できる．
・英語の音声的な特徴や内容の
展開などに注意しながら話すこと
ができる．
・説明や描写の表現を工夫して，
相手に効果的に伝わるように話
すことができる．
・与えられた条件に合わせて，即
興で話すことができる．

コミュ英Ⅱ
・ディスカッ
ション
・パフォーマン
ステスト（ス
ピーチ，プレ
ゼンテーショ
ン）

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，ある程
度まとまりのある文章を書くこと
ができる．
・論点や根拠などを明確にしなが
ら書くことができる．
・説明や描写の表現を工夫して，
相手に効果的に伝わるように書く
ことができる．

コミュ英Ⅱ
・パフォーマン
ステスト（ ライ
ティング）
・定期考査

・事物に関する紹介や報告，対話
や討論などを聞いて，情報や考
えなどの概要をとらえることがで
きる．
・事物に関する紹介や報告，対話
や討論などを聞いて，情報や考
えなどの要点や詳細をとらえるこ
とができる．
・英語の音声的な特徴や内容の
展開などに注意しながら聞くこと
ができる．
・未知の語の意味を推測したり背
景となる知識を活用したりしなが
ら聞くことができる．

コミュ英Ⅱ
・リスニングテ
スト
・定期考査

・説明，評論，物語，随筆などを
速読して，概要をとらえることが
できる．
・説明，評論，物語，随筆などを
精読して，要点や詳細をとらえる
ことができる．
・説明，評論，物語，随筆などを，
聞き手に伝わるように音読したり
暗唱したりすることができる．
・文章の構成を理解しながら読む
ことができる．
・図表との関連を理解しながら読
むことができる．
・未知の語の意味を推測したり背
景となる知識を活用したりしなが
ら読むことができる．

コミュ英Ⅱ
・リーディング
テスト
・音読テスト
・暗唱テスト
・定期考査

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，話し合
うなどして結論をまとめようとする
ことができる．
・英語の音声的な特徴や内容の
展開などを注意しながら話そうと
することができる．
・説明や描写の表現を工夫して，
相手に効果的に伝わるように話
そうとすことができる．
・与えられた条件に合わせて，即
興で話そうとすることができる．

コミュ英Ⅱ
・ディスカッ
ション
・パフォーマン
ステスト（ス
ピーチ，プレ
ゼンテーショ
ン）

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，ある程
度まとまりのある文章を書こうと
することができる．
・論点や根拠などを明確にしなが
ら書こうとすることができる．
・説明や描写の表現を工夫して，
相手に効果的に伝わるように書
こうとすることができる．

コミュ英Ⅱ
・パフォーマン
ステスト（ ライ
ティング）
・定期考査

・事物に関する紹介や報告，対話
や討論などを聞いて，情報や考
えなどの概要をある程度とらえる
ことができる．
・事物に関する紹介や報告，対話
や討論などを聞いて，情報や考
えなどの要点や詳細をある程度
とらえることができる．
・英語の音声的な特徴や内容の
展開などを意識しながら聞くこと
ができる．
・未知の語の意味を推測したり背
景となる知識を活用したりするこ
とを意識しながら聞くことができ
る．

コミュ英Ⅱ
・リスニングテ
スト
・定期考査

・説明，評論，物語，随筆などを
速読して，概要をある程度とらえ
ることができる．
・説明，評論，物語，随筆などを
精読して，要点や詳細をある程
度とらえることができる．
・説明，評論，物語，随筆などを，
聞き手にある程度伝わるように音
読したり暗唱したりすることがで
きる．
・文章の構成を意識しながら読む
ことができる．
・図表との関連を意識しながら読
むことができる．
・未知の語の意味を推測したり背
景となる知識を活用したりするこ
とを意識しながら読むことができ
る．
・聞いたり読んだりしたこと，学ん 英コミュⅠ
・聞いたり読んだりしたこと，学ん 英コミュⅠ
・事物に関する紹介や対話などを 英コミュⅠ
・説明や物語などを読んで，情報
だことや経験したことに基づき， ・インタビュー だことや経験したことに基づき， ・パフォーマン 聞いて，情報や考えなどの概要 ・リスニングテ や考えなどの概要をとらえること
情報や考えなどについて，話し テスト
情報や考えなどについて，簡潔 ステスト（ ライ をとらえることができる．
スト
ができる．
合ったり意見を交換したりするこ ・パフォーマン な文章を書くことができる．
ティング）
・事物に関する紹介や対話などを ・定期考査
・説明や物語などを読んで，情報
とができる．
ス テ ス ト （ ス ・内容の要点を示す語句や文，つ ・定期考査
聞いて，情報や考えなどの要点
や考えなどの要点や詳細をとら
・事実と意見などを区別して話す ピーチ）
ながりを示す語句などに注意しな
や詳細をとらえることができる．
えることができる．
ことができる．
がら書くことができる．
・事実と意見などを区別して聞くこ
・事実と意見などを区別して読む
・与えられた話題について，即興
・事実と意見などを区別して書くこ
とができる．
ことができる．
で話すことができる．
とができる．
・リズムやイントネーションなどの
・説明や物語などを，聞き手に伝
・リズムやイントネーションなどの
英語の音声的な特徴に注意しな
わるように音読することができ
英 語 の 音 声 的 な 特 徴 ， 話 す速
がら聞くことができる．
る．
度，声の大きさなどに注意しなが
・内容の要点を示す語句や文，つ
ら話すことができる．
ながりを示す語句などに注意しな
がら読むことができる．

コミュ英Ⅱ
・リーディング
テスト
・音読テスト
・暗唱テスト
・定期考査

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，話し合
おうとしたり意見を交換しようとし
たりすることができる．
・事実と意見などを区別して話そ
うとすることができる．
・与えられた話題について，即興
で話そうとすることができる．
・リズムやイントネーションなどの
英 語 の 音 声 的 な 特 徴 ， 話 す速
度，声の大きさなどに注意しなが
ら話そうとすることができる．

英コミュⅠ
・リーディング
テスト
・音読テスト
・定期考査

英コミュⅠ
・インタビュー
テスト
・パフォーマン
ステスト（ス
ピーチ）

・聞いたり読んだりしたこと，学ん
だことや経験したことに基づき，
情報や考えなどについて，簡潔
な文章を書こうとすることができ
る．
・内容の要点を示す語句や文，つ
ながりを示す語句などに注意しな
がら書こうとすることができる．
・事実と意見などを区別して書こ
うとすることできる．

英コミュⅠ
・パフォーマン
ステスト（ ライ
ティング）
・定期考査

・事物に関する紹介や対話などを
聞いて，情報や考えなどの概要
をある程度とらえることができる．
・事物に関する紹介や対話などを
聞いて，情報や考えなどの要点
や詳細をある程度とらえることが
できる．
・事実と意見などを区別して聞くこ
とがある程度できる．
・リズムやイントネーションなどの
英語の音声的な特徴に注意しな
がら聞こうとすることができる．

英コミュⅠ
・リスニングテ
スト
・定期考査

・説明や物語などを読んで，情報
や考えなどの概要をある程度とら
えることができる．
・説明や物語などを読んで，情報
や考えなどの要点や詳細をある
程度とらえることができる．
・事実と意見などを区別して読む
ことがある程度できる．
・説明や物語などを，聞き手にあ
る程度伝わるように音読すること
ができる．
・内容の要点を示す語句や文，つ
ながりを示す語句などを意識しな
がら読むことができる．

英コミュⅠ
・リーディング
テスト
・音読テスト
・定期考査

