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令和３年度「異文化理解」シラバス

異文化理解 単位数 ２単位 学科 フロンティア科 学年 第１学年

担当者 島袋 小百合 比嘉 安俊 仲間 寛之

1. 学習の到達目標

1. 外国の事情や異文化の背景と価値観やものの見方について理解を深める。
学習の到達目標 2. 外国の文化と自国の文化との相違や類似性について理解を深める。

3. 異なる文化をもつ人々と積極的にコミュニケーションを図る態度や能力を養う。

使用教科書，副教材など オリジナル教材

2. 学習指導計画及び評価方法等

学 評価の観点のポイント
学習内容 考

月 学習のねらい 査 コミュニケーショ
期 （教科書の構成） 範 ンへの関心・意欲 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化について

囲 ・態度 の知識・理解

ALT による自己紹 ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に ALT の出身国の気
介及び出身国の紹 ALT の出身国の歴 イントによる授業 関する質問に答え、候や文化、歴史等に
介。 史・文化･社会につ を積極的に理解し 題材に関するキー ついて理解を深め、

いて学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。 その国に対して親し
みを持つ。

世界共通語として ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 英語が多くのステー
の英語について学 世界で活躍する日 イントによる授業 関する質問に答え、ジにて意思伝達手段
ぶ。 本人を通してツール を積極的に理解し 題材に関するキー のツールとして利用

としての英語につい ようとする。 ワードを学ぶ。 されている状況を把
４ て学ぶ。 握する。
月 自己紹介プレゼン ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わる 他のグループの発 自分自身や自分の育

テーション① 自分自身に関するこ ーと協力して、発 ように、発表の方 表内容を理解する った街、住む場所の
とや自分の育った街 表の準備に取り組 法や話し方、使用 ことができる。 歴史・文化について
についての歴史・文 んでいる。 する表現を工夫し 理解を深める。
化について見つめ直 て、自分や自分の
し、発表する。 住む街について発

表することができ
る。

１ 自己紹介プレゼン ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分自身や自分の育
テーション② 自分自身に関するこ ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する った街、住む場所の

とや自分の育った街 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 歴史・文化について
についての歴史・文 んでいる。 る表現を工夫し 理解を深める。
化について見つめ直 て、自分や自分の

学 し、発表する。 住む街について発
表することができ
る。

英語圏の国々①－１ ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に イギリスの歴史、
イギリス① 英語圏であるイギリ イントによる授業 関する質問に答え、文化、社会について

期 スの歴史、文化、社 を積極的に理解し 題材に関するキー 理解を深め、その国
会について学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。 に対して親しみを持

つ。
英語圏の国々①－２ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を イギリスの歴史、
イギリス② イギリスにおけるタ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 文化、社会について

５ Reading クシーの利用状況や に注意しながら， のテーマや趣旨が 理解を深め、その国
産業革命時代の地下 積極的に英文を読 理解できる。 に対して親しみを持

月 鉄整備の背景を学 もうとしている。 つ。
ぶ。

英語圏の国々②－１ ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に アメリカの歴史、文
アメリカ① 英語圏であるアメリ イントによる授業 関する質問に答え、化、社会について理

カの歴史、文化、社 を積極的に理解し 題材に関するキー 解を深め、その国に
会について学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。 対して親しみを持

つ。

英語圏の国々②－１ ［題材内容］ 未知の語句があっ 文脈を手がかりに アメリカの歴史、
アメリカ② アメリカ社会におけ ても，意味を推測 して，未知語の意 文化、社会について

るスペイン語の普及 しながら読み続け 味を推測しながら， 理解を深め、その国
とその社会的問題に ている。 概要や要点を理解 に対して親しみを持
関して学ぶ。 することができる。 つ。

自分の行きたい国 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が調べた国だけ
について① 自分が一番興味のあ ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する でなく、他のグルー

６ る国の歴史・文化に 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 プによって紹介され
ついて調べ、発表す んでいる。 る表現を工夫し た国の歴史・文化に

月 る。 て、自分や自分の ついても理解を深め
住む街について発 る。
表することができ
る。
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自分の行きたい国 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が調べた国だけ
について② 自分が一番興味のあ ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する でなく、他のグルー

る国の歴史・文化に 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 プによって紹介され
ついて調べ、発表す んでいる。 る表現を工夫し た国の歴史・文化に
る。 て、自分や自分の ついても理解を深め

住む街について発 る。
６ 表することができ

る。
月 英語圏の国々④－１ ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に オーストラリアの

オーストラリア① 英語圏であるオース イントによる授業 関する質問に答え、歴史、文化、社会に
１ トラリアの歴史、文 を積極的に理解し 題材に関するキー ついて理解を深め、

化、社会について学 ようとする。 ワードを学ぶ。 その国に対して親し
ぶ。 みを持つ。

学
英語圏の国々④－１ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を オーストラリアの
オーストラリア② 英語圏であるオース 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 歴史、文化、社会に

期 Reading トラリアの、地域社 に注意しながら， のテーマや趣旨が ついて理解を深め、
会についての社会情 積極的に英文を読 理解できる。 その国に対して親し
勢を読み取る。 もうとしている。 みを持つ。

英語圏の国々⑤ ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 英語を公用語の 1 つ
アジアの国々① 英語を公用語の 1つ １ イントによる授業 関する質問に答え、として使用するアジア

として使用いている 学 を積極的に理解し 題材に関するキー の国々の歴史、文化、
アジアの国々につい 期 ようとする。 ワードを学ぶ。 社会について理解を深
て学ぶ。 期 め、その国に対して親

末 しみを持つ。
考

７ 英語圏の国々⑤ ［題材内容］ 査 文章の構成（序 読み物の話題文を 英語を公用語の 1 つ
アジアの国々② 英語圏で使用される 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 として使用するアジア

月 Reading① 英語とアジア諸国の に注意しながら， のテーマや趣旨が の国々の歴史、文化、
英語との違いや使用 積極的に英文を読 理解できる。 社会について理解を深
されるに至る歴史的 もうとしている。 め、その国に対して親
背景を学ぶ。 しみを持つ。

英語圏の国々⑤ ［題材内容］ 未知の語句があ 文脈を手がかりに 英語を公用語の 1 つ
アジアの国々③ 英語圏で使用される っても，意味を推 して，未知語の意 として使用するアジア
Reading② 英語とアジア諸国の 測しながら読み続 味を推測しながら， の国々の歴史、文化、

英語との違いや使用 けている。 概要や要点を理解 社会について理解を深
されるに至る歴史的 することができる。 め、その国に対して親
背景を学ぶ。 しみを持つ。

アメリカにおける ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に アメリカにおける
生活習慣およびマ アメリカにおける習 イントによる授業 関する質問に答え、生活様式、習慣やマ
ナー 慣やマナーを学び、 を積極的に理解し 題材に関するキー ナーを学び、その国

日本との違いを学び ようとする。 ワードを学ぶ。 のより深い理解を促
認識する。 し、親しみを持つ。

カナダにおける ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に カナダにおける生
生活習慣およびマ カナダにおける習慣 イントによる授業 関する質問に答え、活様式、習慣やマナ
ナー やマナーを学び、日 を積極的に理解し 題材に関するキー ーを学び、その国の

本との違いを学び認 ようとする。 ワードを学ぶ。 より深い理解を促
９ 識する。 し、親しみを持つ。

月
２ 様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序論， 読み物の話題文を それぞれの国が持つ

様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 本論，結論）に注 見つけ，文章全体 生活習慣やマナーに
よびマナー ナーを学び、日本と 意しながら，積極 のテーマや趣旨が 触れ、日本との違い

Reading ① の違いを学び認識す 的に英文を読もう 理解できる。 を認識しその国の理
学 る。 としている。 解への一助とする。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 つ生活習慣やマナー

期 よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が に触れ、日本との違
Reading ② の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 いを認識しその国の

る。 もうとしている。 理解への一助とす
る。

ヨーロッパにお ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に ヨーロッパにおけ
ける生活習慣およ ヨーロッパにおける イントによる授業 関する質問に答え、る生活様式、習慣や
びマナー 習慣やマナーを学 を積極的に理解し 題材に関するキー マナーを学び、その

び、日本との違いを ようとする。 ワードを学ぶ。 国のより深い理解を
学び認識する。 促し、親しみを持つ。

南アメリカにおけ ［題材内容］ ALT のパワー 授業の内容理解に 南アメリカにおけ
る生活習慣および 南アメリカにおける ポイントによる授 関する質問に答え、る生活様式、習慣や

10 マナー 習慣やマナーを学 業を積極的に理解 題材に関するキー マナーを学び、その
び、日本との違いを ２ しようとする。 ワードを学ぶ。 国のより深い理解を

月 学び認識する。 学 促し、親しみを持つ。
期

英語圏におけるハ ［題材内容］ 中 ALT のパワーポ 授業の内容理解に 英語圏における生
ロウィーンについ 英語圏の文化を知る 間 イントによる授業 関する質問に答え、活様式、習慣やマナ
て。 ことをねらいとし、 考 を積極的に理解し 題材に関するキー ーを学び、その国の

ハロウィーンがどの 査 ようとする。 ワードを学ぶ。 より深い理解を促
ようなものなのかを し、親しみを持つ。
学ぶ。
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英語圏におけるハ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 英語圏における生
10 ロウィーンについ 英語圏の文化を知ること 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 活様式、習慣やマナ

て。 をねらいとし、 に注意しながら， のテーマや趣旨が ーを学び、その国の
月 Reading ハロウィーンがどのよう 積極的に英文を読 理解できる。 より深い理解を促

なものなのかを学ぶ。 もうとしている。 し、親しみを持つ。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序論， 読み物の話題文を それぞれの国が持つ
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 本論，結論）に注 見つけ，文章全体 生活習慣やマナーに
よびマナー ナーを学び、日本と 意しながら，積極 のテーマや趣旨が 触れ、日本との違い

Reading ③ の違いを学び認識す 的に英文を読もう 理解できる。 を認識しその国の理
る。 としている。 解への一助とする。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 つ生活習慣やマナー
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が に触れ、日本との違

Reading ④ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 いを認識しその国の
る。 もうとしている。 理解への一助とす

る。
様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 つ生活習慣やマナー
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が に触れ、日本との違

Reading ⑤ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 いを認識しその国の
る。 もうとしている。 理解への一助とす

る。

アジアにおける生 ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に アジア諸国におけ
活習慣およびマナ アジア諸国における イントによる授業 関する質問に答え、る生活様式、習慣や
ー 習慣やマナーを学 を積極的に理解し 題材に関するキー マナーを学び、その

び、日本との違いを ようとする。 ワードを学ぶ。 国のより深い理解を
学び認識する。 促し、親しみを持つ。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 つ生活習慣やマナー
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が に触れ、日本との違

11 Reading ⑥ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 いを認識しその国の
２ る。 もうとしている。 理解への一助とす

る。
中東における生活 ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 中東諸国における

学 習慣およびマナー 中東諸国における習 イントによる授業 関する質問に答え、生活様式、習慣やマ
慣やマナーを学び、 を積極的に理解し 題材に関するキー ナーを学び、その国
日本との違いを学び ようとする。 ワードを学ぶ。 のより深い理解を促
認識する。 し、親しみを持つ。

期 様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持つ
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 生活習慣やマナーに触
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が れ、日本との違いを認

Reading ⑦ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 識しその国の理解への
る。 もうとしている。 一助とする。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持つ
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 生活習慣やマナーに触
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が れ、日本との違いを認

Reading ⑧ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 識しその国の理解への
る。 もうとしている。 一助とする。

沖縄の歴史・文化 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が取り上げた事
・生活習慣および 自分が取り上げたい ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する 柄だけでなく、他の
マナーについて① 事柄について発表す 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 グループによって紹

る。 んでいる。 る表現を工夫し 介された事柄につい
て、自分や自分の ても理解を深める。
住む街について発
表することができ
る。

沖縄の歴史・文化 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が取り上げた事
・生活習慣および 自分が取り上げたい ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する 柄だけでなく、他の
マナーについて② 事柄について発表す 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 グループによって紹

る。 んでいる。 る表現を工夫し 介された事柄につい
て、自分や自分の ても理解を深める。
住む街について発
表することができ
る。

英語圏における ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 英語圏における生
クリスマスについ 英語圏の文化を知る ２ イントによる授業 関する質問に答え、活様式、習慣やマナ
て ことをねらいとし、 学 を積極的に理解し 題材に関するキー ーを学び、その国の

クリスマスをどのよ 期 ようとする。 ワードを学ぶ。 より深い理解を促
うに過ごすのかを学 期 し、親しみを持つ。
ぶ。 末

考
12 様々な国における ［題材内容］ 査 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持

様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 つ生活習慣やマナー
月 よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が に触れ、日本との違

Reading ⑪ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 いを認識しその国の
る。 もうとしている。 理解への一助とす

る。

様々な国における ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を それぞれの国が持つ
様々な生活習慣お 様々な国の習慣やマ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 生活習慣やマナーに触
よびマナー ナーを学び、日本と に注意しながら， のテーマや趣旨が れ、日本との違いを認

Reading ⑫ の違いを学び認識す 積極的に英文を読 理解できる。 識しその国の理解への
る。 もうとしている。 一助とする。
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世界のお正月 ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 世界各国における新年
世界の国々ではどのよ イントによる授業 関する質問に答え、の過ごし方を学び、そ
うに新年を祝うのか日 を積極的に理解し 題材に関するキー の国のより深い理解を
本との違いを学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。 促し、親しみを持つ。

世界のお正月 ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 世界各国における新年
Reading 世界の国々ではどのよ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 の過ごし方を学び、そ

うに新年を祝うのか日 に注意しながら， のテーマや趣旨が の国のより深い理解を
本との違いを学ぶ。 積極的に英文を読 理解できる。 促し、親しみを持つ。

１ もうとしている。
海外の人々がイ ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 海外の人々が日本に対
メージする日本に 海外の人々の目線 イントによる授業 関する質問に答え、し持っている意外なイ
ついて で見た日本のイメー を積極的に理解し 題材に関するキー メージを認識し、今後

月 ジを学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。 の実践的コミュニケー
ションの一助とする。

海外の人々がイ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 海外の人々が日本に対
メージする日本に 海外の人々の目線 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 し持っている意外なイ

３ ついて で見た日本のイメー に注意しながら， のテーマや趣旨が メージを認識し、今後
Reading① ジを学ぶ。 積極的に英文を読 理解できる。 の実践的コミュニケー

もうとしている。 ションの一助とする。
海外の人々がイ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 海外の人々が日本に対

学 メージする日本に 海外の人々の目線 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 し持っている意外なイ
ついて で見た日本のイメー に注意しながら， のテーマや趣旨が メージを認識し、今後

Reading② ジを学ぶ。 積極的に英文を読 理解できる。 の実践的コミュニケー
もうとしている。 ションの一助とする。

期 日本の紹介① ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 海外の人々に日本の何
Real Japan 日本をどう海外へ イントによる授業 関する質問に答え、をどう紹介するかを学

紹介するかを学ぶ。 を積極的に理解し 題材に関するキー び、今後の実践的コミ
ようとする。 ワードを学ぶ。 ュニケーションの一助

とする。
海外の人々がイ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 海外の人々が日本に対

メージする日本に 海外の人々の目線 ３ 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 し持っている意外なイ
ついて で見た日本のイメー 学 に注意しながら， のテーマや趣旨が メージを認識し、今後

Reading③ ジを学ぶ。 期 積極的に英文を読 理解できる。 の実践的コミュニケー
学 もうとしている。 ションの一助とする。

日本の紹介② ［題材内容］ 年 ALT のパワーポ 授業の内容理解に 海外の人々に日本の何
Washoku 日本をどう海外へ 末 イントによる授業 関する質問に答え、をどう紹介するかを学

紹介するかを学ぶ。 考 を積極的に理解し 題材に関するキー び、今後の実践的コミ
査 ようとする。 ワードを学ぶ。 ュニケーションの一助

とする。
２ 海外の人々がイ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 海外の人々が日本に対

メージする日本に 海外の人々の目線 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 し持っている意外なイ
ついて で見た日本のイメー に注意しながら， のテーマや趣旨が メージを認識し、今後

Reading④ ジを学ぶ。 積極的に英文を読 理解できる。 の実践的コミュニケー
もうとしている。 ションの一助とする。

月 Practical ［題材内容］ ALT のパワーポ 授業の内容理解に 英語圏での日常生活に
Conversation 英語圏での日常生活に イントによる授業 関する質問に答え、おける様々な場面に必

て必ず必要とされる実 を積極的に理解し 題材に関するキー 要な表現を学ぶ。
践的会話表現を学ぶ。 ようとする。 ワードを学ぶ。

海外の人々がイ ［題材内容］ 文章の構成（序 読み物の話題文を 海外の人々が日本に対
メージする日本に 海外の人々の目線 論，本論，結論） 見つけ，文章全体 し持っている意外なイ
ついて で見た日本のイメー に注意しながら， のテーマや趣旨が メージを認識し、今後

Reading⑤ ジを学ぶ。 積極的に英文を読 理解できる。 の実践的コミュニケー
もうとしている。 ションの一助とする。

日本の歴史・文化 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が取り上げた事
・生活習慣および 自分が取り上げたい ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する 柄だけでなく、他の
マナーについての 事柄について発表す 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 グループによって紹

３ 紹介① る。 んでいる。 る表現を工夫し 介された事柄につい
て、自分や自分の ても理解を深める。
住む街について発

月 表することができ
る。

日本の歴史・文化 ［題材内容］ グループのメンバ 聞き手に伝わるよ 他のグループの発 自分が取り上げた事
・生活習慣および 自分が取り上げたい ーと協力して、発 うに、発表の方法 表内容を理解する 柄だけでなく、他の
マナーについての 事柄について発表す 表の準備に取り組 や話し方、使用す ことができる。 グループによって紹
紹介② る。 んでいる。 る表現を工夫し 介された事柄につい

て、自分や自分の ても理解を深める。
住む街について発
表することができ
る。


