
高校１年生／Ⅱ類

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3
各課で扱ったトピックや問
題などについて、新出語句
や言語材料をもとに、４技
能を使って運用することが
できる。

A2 B2 C2

各課で扱ったトピック
や問題などについて
理解することができ
る。

与えられた動詞を使っ
て、さまざまな表現を
話したり、書くことがで
きる。

A1 B1 C1

新出語句や言語材料
について正しく理解す
ることができる。

各課の内容やトピック
に関連した説明の英
文を読んだり聞いたり
して理解できる。

知識 技能 思考

基
礎

〈留意点・評価〉

・「動詞を使いこなそう」をテーマに、与えられた動詞を使ってさまざまな表現を話し、書く練習をする。
・できるだけたくさんの文を作る練習をする。

Unicorn English Expression 1
Workbook(standard)

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

＜主な言語材料＞
・主語の使い方
・「S+V」
・「S+V+O」「S+V+O+O」
・「S+V+C」「S+V+O+C」
・句動詞
		

＜表現内容・トピック＞
・朝の行動・朝食
・通学方法や天候
・授業の様子
・授業の内容、教室での活動
・放課後の活動
・帰宅後の様子
・自宅での行動
・休日での行動
・夏休みの計画や行ってみたい場
所

応
用

学年／コース 英語／英語表現Ⅰ

１学期 中間試験まで

Unit 1 (Lesson 1-5) 使用教材



高校１年生／Ⅱ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

各課で扱ったトピック
や問題のさらに発展
的な内容の英文を、正
しく理解することがで
きる。

各課で扱ったトピックや問
題などについて、新出語句
や言語材料をもとに、４技
能を使って運用することが
できる。

A2 B2 C2

各課で扱ったトピック
や問題などについて
理解することができ
る。

学んだ文構造・文法事
項と機能表現を使っ
て、数文から成る英文
を書くことができる。

ある事柄に関する話
題や自分の意見をク
ラスメートの前で、発
表することができる。

A1 B1 C1

新出語句や言語材料
について正しく理解す
ることができる。

各課の内容やトピック
に関連した説明の英
文を読んだり聞いたり
して理解できる。

各課で扱った内容やト
ピックについて、自分
の意見を持つことがで
きる。

知識 技能 思考

基
礎

〈留意点・評価〉

「いろいろな表現を身につけよう」をテーマに、①②を行う。
①センテンス・ビルディング (1)述語動詞の形を決める (2) 主語・目的語・補語を中心に検討する (3) 修飾語句で仕上げる
②コミュニケーション・スキル(1) 声に出して英語を読む　(2) 一対一で会話する (3)スピーチ、プレゼンテーションに挑戦する
(4) スピーチ、プレゼンテーションのための文章構成

Unicorn English Expression 1
Workbook(standard)

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

＜主な言語材料＞
・「進行形」
  「現在形と進行形の違い」
・「未来」「未来を表す現在形」
・「現在完了形（経験・完了）」
  「過去完了形（経験・完了）」
・「現在完了形（継続）」
  「現在完了進行形（継続）」

＜表現内容・トピック＞
・旅行、旅行の好きな点
・余暇、スポーツ観戦や趣味
・レストランなどでの体験
・好きな料理
・ホームステイ、留学

応
用

学年／コース 英語／英語表現Ⅰ

１学期 期末試験まで

Unit 2 (Lesson 6-9) 使用教材



高校１年生／Ⅱ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

各課で扱ったトピック
や問題のさらに発展
的な内容の英文を、正
しく理解することがで
きる。

各課で扱ったトピックや問
題などについて、新出語句
や言語材料をもとに、４技
能を使って運用することが
できる。

A2 B2 C2

各課で扱ったトピック
や問題などについて
理解することができ
る。

学んだ文構造・文法事
項と機能表現を使っ
て、数文から成る英文
を書くことができる。

ある事柄に関する話
題や自分の意見をク
ラスメートの前で、発
表することができる。

A1 B1 C1

新出語句や言語材料
について正しく理解す
ることができる。

各課の内容やトピック
に関連した説明の英
文を読んだり聞いたり
して理解できる。

各課で扱った内容やト
ピックについて、自分
の意見を持つことがで
きる。

知識 技能 思考

基
礎

〈留意点・評価〉

「いろいろな表現を身につけよう」をテーマに、①②を行う。
①センテンス・ビルディング (1)述語動詞の形を決める (2) 主語・目的語・補語を中心に検討する (3) 修飾語句で仕上げる
②コミュニケーション・スキル(1) 声に出して英語を読む　(2) 一対一で会話する (3)スピーチ、プレゼンテーションに挑戦する
(4) スピーチ、プレゼンテーションのための文章構成

Unicorn English Expression 1
Workbook(standard)

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

＜主な言語材料＞
・助動詞 may, must
・助動詞 used to, would ,
should, should have done,
had to
・「受動態」「受動態が好まれる場
合」
・SV（使役動詞）OC（原形不定詞）
・to 不定詞（副詞的用法、形容詞
的用法）

＜表現内容・トピック＞
・音楽、好きな歌手
・自分や友達のペットを紹介
・自分の街を紹介
・自分の読んだ本を発表

応
用

学年／コース 英語／英語表現Ⅰ

２学期 中間試験まで

Unit 2 (Lesson 10-13) 使用教材



高校１年生／Ⅱ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

各課で扱ったトピック
や問題のさらに発展
的な内容の英文を、正
しく理解することがで
きる。

各課で扱ったトピックや問
題などについて、新出語句
や言語材料をもとに、４技
能を使って運用することが
できる。

ある事柄に関する話題や
自分の意見をクラスメート
の前で、原稿の内容や声
の大きさなどの点に注意し
ながら発表することができ
る。

A2 B2 C2

各課で扱ったトピック
や問題などについて
理解することができ
る。

学んだ文構造・文法事
項と機能表現を使っ
て、数文から成る英文
を書くことができる。

ある事柄に関する話
題や自分の意見をク
ラスメートの前で、発
表することができる。

A1 B1 C1

新出語句や言語材料
について正しく理解す
ることができる。

各課の内容やトピック
に関連した説明の英
文を読んだり聞いたり
して理解できる。

各課で扱った内容やト
ピックについて、自分
の意見を持つことがで
きる。

知識 技能 思考

基
礎

〈留意点・評価〉

「いろいろな表現を身につけよう」をテーマに、①②を行う。
①センテンス・ビルディング (1)述語動詞の形を決める (2) 主語・目的語・補語を中心に検討する (3) 修飾語句で仕上げる
②コミュニケーション・スキル(1) 声に出して英語を読む　(2) 一対一で会話する (3)スピーチ、プレゼンテーションに挑戦する
(4) スピーチ、プレゼンテーションのための文章構成

Unicorn English Expression 1
Workbook(standard)

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

＜主な言語材料＞
・「to 不定詞（名詞的用法）」
  「動名詞」
  「to不定詞と動名詞の違い」
・「SV（知覚動詞）OC（現在分詞）」
・「SV（知覚動詞）OC（原形不定
詞）」
「分詞」
・「with＋名詞＋現在（過去）分詞」

＜表現内容・トピック＞
・コンピューターを使った自分の行
動
・自分のファッション
・好きなスポーツについて自分の考
えを発表

応
用

学年／コース 英語／英語表現Ⅰ

２学期 期末試験まで

Unit 2 (Lesson 14-15)
Unit 3 (Lesson 16)

使用教材



高校１年生／Ⅱ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

各課で扱ったトピック
や問題のさらに発展
的な内容の英文を、正
しく理解することがで
きる。

トピックに沿ったテー
マで自分で構想を立
て、まとまりのある文
を書くことができる。

ある事柄に関する話題や
自分の意見をクラスメート
の前で、原稿の内容や声
の大きさなどの点に注意し
ながら発表することができ
る。

A2 B2 C2

各課で扱ったトピック
や問題などについて
理解することができ
る。

学んだ文構造・文法事
項と機能表現を使っ
て、数文から成る英文
を書くことができる。

ある事柄に関する話
題や自分の意見をク
ラスメートの前で、発
表することができる。

A1 B1 C1

新出語句や言語材料
について正しく理解す
ることができる。

各課の内容やトピック
に関連した説明の英
文を読んだり聞いたり
して理解できる。

各課で扱った内容やト
ピックについて、自分
の意見を持つことがで
きる。

知識 技能 思考

基
礎

〈留意点・評価〉

「文章を組み立てよう」をテーマに、パラグラフ（パラグラフの基本形、例）、推敲の仕方について学ぶ。
Unicorn English Expression 1
Workbook(standard)

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

＜主な言語材料＞
・「関係代名詞（制限用法）」
  「間接疑問」
  「関係代名詞（非制限用法）」
・「関係副詞（制限用法）（非制限用
法）」
・「分詞構文」
「with＋名詞＋形容詞、副詞、前
置詞句」
・「仮定法過去」
  「条件を表す副詞節」

＜表現内容・トピック＞
・映画のキャラクターや出演者
・現実とは違うことについて空想
・将来やってみたいこと
・環境について自分の考えや期待
・環境のためにできること
・日本以外の国について
・世界情勢

応
用

学年／コース 英語／英語表現Ⅰ

３学期 期末試験まで

Unit 3 (Lesson 17-20) 使用教材


