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外国語表現の能力外国語表現の能力外国語表現の能力外国語表現の能力 外国語理解の能力外国語理解の能力外国語理解の能力外国語理解の能力

ＳＰＥＡＫＩＮＧ（話すこと） ＷＲＩＴＩＮＧ（書くこと） ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ（聞くこと） ＲＥＡＤＩＮＧ（読むこと）

既習の言語材料を使って、状況に応じた口頭のやり取既習の言語材料を使って、状況に応じた口頭のやり取既習の言語材料を使って、状況に応じた口頭のやり取既習の言語材料を使って、状況に応じた口頭のやり取
りをしたり、準備する時間があれば、まとまりのある話りをしたり、準備する時間があれば、まとまりのある話りをしたり、準備する時間があれば、まとまりのある話りをしたり、準備する時間があれば、まとまりのある話
をしたりすることができる。をしたりすることができる。をしたりすることができる。をしたりすることができる。

既習の言語材料を使って、自分の考えや経験したこと、既習の言語材料を使って、自分の考えや経験したこと、既習の言語材料を使って、自分の考えや経験したこと、既習の言語材料を使って、自分の考えや経験したこと、
身近な事柄について、まとまりのある英語を書くことが身近な事柄について、まとまりのある英語を書くことが身近な事柄について、まとまりのある英語を書くことが身近な事柄について、まとまりのある英語を書くことが
できる。できる。できる。できる。

聞き取りの観点が与えられたり、２度繰り返されたり聞き取りの観点が与えられたり、２度繰り返されたり聞き取りの観点が与えられたり、２度繰り返されたり聞き取りの観点が与えられたり、２度繰り返されたり
すれば、既習の言語材料を使ったまとまりのある英語すれば、既習の言語材料を使ったまとまりのある英語すれば、既習の言語材料を使ったまとまりのある英語すれば、既習の言語材料を使ったまとまりのある英語
を聞いて、概要や要点を理解することができる。を聞いて、概要や要点を理解することができる。を聞いて、概要や要点を理解することができる。を聞いて、概要や要点を理解することができる。

読み取りの観点が与えられれば、既習の言語材料を読み取りの観点が与えられれば、既習の言語材料を読み取りの観点が与えられれば、既習の言語材料を読み取りの観点が与えられれば、既習の言語材料を
使ったまとまりのある英語を読んで、概要や要点を理解使ったまとまりのある英語を読んで、概要や要点を理解使ったまとまりのある英語を読んで、概要や要点を理解使ったまとまりのある英語を読んで、概要や要点を理解
することができる。することができる。することができる。することができる。

 中学校 中学校 中学校 中学校
学習指導要領の目標学習指導要領の目標学習指導要領の目標学習指導要領の目標

初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すこと初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すこと初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すこと初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すこと
ができるようにする。ができるようにする。ができるようにする。ができるようにする。

英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用い英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用い英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用い英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用い
て自分の考えなどを書くことができるようにする。て自分の考えなどを書くことができるようにする。て自分の考えなどを書くことができるようにする。て自分の考えなどを書くことができるようにする。

初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解
できるようにする。できるようにする。できるようにする。できるようにする。

英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読ん英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読ん英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読ん英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読ん
で書き手の意向などを理解できるようにする。で書き手の意向などを理解できるようにする。で書き手の意向などを理解できるようにする。で書き手の意向などを理解できるようにする。

３年間の３年間の３年間の３年間の
学習到達目標学習到達目標学習到達目標学習到達目標

身近な話題について賛成・反対の理由とともに５文以上の英語で
意見を伝えることができる。
(U 5 Living with Robots - For or Against)

身近な話題について、賛成・反対の理由とともに、５文以上のまとま
りのある英語で報告書を書くことができる。
(U5 Activity 2 紙の辞書と電子辞書)

社会的な話題についての５文程度のまとまりのある対話を聞い
て、概要や要点を理解することができる。
(U 5 Activity 1 優先席にすわってもよい？)

不思議な体験についての300～400語程度の複数パラグラフの物語
を読んで、話の概要を理解することができる。
(Let's Read 2 The Green Door)

◆身近な話題について、状況に応じた適切な表現を
使ってやり取りをすることができる。

◆準備する時間があれば、身近な話題について、５文
以上のまとまりのある英語で情報を伝えたり、意見を
述べたりすることができる。

偉人の功績について５文以上の英語で紹介することができる。
(U 6 Striving for a Better World)

中学校生活の思い出や今後の抱負について、５文以上のまとまり
のある英語で書くことができる。(Presentation 3 中学校生活)

偉人についての５文程度のまとまりのある報告を聞いて、概要や
要点を理解することができる。(U 6 Activity 1 尊敬する人物)

◆文章構成の例を参考にすれば、身近な話題につい
て、５文以上のまとまりのある英語で様々な文章を書くこ
とができる。

◆聞き取りの観点が与えられ、適切な速さで２度繰り
返されれば、社会的な話題についての５文程度のまと
まりのある話や対話を聞いて、概要や要点を理解する
ことができる。

◆読み取りの観点が与えられれば、社会的な話題につい
ての300～400語程度の複数パラグラフの様々な文章を
読んで、概要や要点、書き手や登場人物の気持ちを理
解することができる。

偉人についての300～400語程度の複数パラグラフの伝記を読んで、
書き手や登場人物の気持ちを理解することができる。
(Let's Read 3 An Artist in the Arctic)

自分の好きなことやものについて、４文以上のまとまりのある英語
で紹介紹介することができる。
(Presentation 3 好きなこと・もの)

道案内の場面で、乗り物での行き方をたずねる表現を使ってやり
取りをすることができる。(Daily Scene 4 道案内)

自分が行った場所について、行き先の紹介や行った目的とともに、
５文以上のまとまりのある英語で旅行記を書くことができる。
(Presentation 2 修学旅行)

外国についての５文程度のまとまりのある説明を聞いて、概要や
要点を理解することができる。
(U 3 Activity 1 ガーナってどんな国？)

平和についての300～400語程度の複数パラグラフの物語を読んで、
登場人物の気持ちを理解することができる。
(Let's Read1 A Mother's Lullaby)

観光場所に誘う場面で、経験や意向を聞いたり、提案したりする
表現を使ってやり取りをすることができる。
(Daily Scene 3 さそい)

日本の文化について、説明とともに、５文以上のまとまりのある英語
で紹介文を書くことができる。(Presentation 1 日本文化紹介)

５文程度のまとまりのある緊急放送の内容を聞いて、概要や要
点を理解することができる。
(U 4 Activity 1 災害への備え)

文化や社会についての300～400語程度の複数パラグラフの説明文
を読んで、概要や要点を理解することができる。
(U3 Fair Trade Event)

◆身近な話題について、状況に応じた適切な表現を
使ってやり取りをすることができる。

◆準備する時間やメモがあれば、体験したことなどに
ついて、まとまりのある４文以上の英語で紹介すること
ができる。

自分の好きなことやものについて、理由とともに、４文以上のまとま
りのある英語で紹介文を書くことができる。
(Presentation 3 好きなこと・もの)

自分の好きなことやものについての質問を聞いて、正確に理解
することができる。(Presentation 3 好きなこと・もの)

◆文章構成の例を参考にすれば、自分や身近な人や事
柄について、４文以上のまとまりのある英語で紹介文な
どを書くことができる。

◆聞き取りの観点が与えられ、適切な速さで２度繰り
返されれば、身近な話題についての５文程度のまとま
りのある話や対話を聞いて、重要な情報を正確に理
解することができる。

◆読み取りの観点が与えられれば、身近な話題について
の50～100語程度のまとまりのある様々な文章を読ん
で、書き手の意見や登場人物の気持ち、要点を理解する
ことができる。

映画についての50～100語程度のまとまりのある紹介文を読んで、
書き手の意見や要点を理解することができる。
(U 7 The Movie Dolphin Tale)

自分の体験したことについて、時間の流れに沿ったり話題を絞った
りして、４文以上のまとまりのある英語で日記を書くことができる。
(Daily Scene 1 日記)

ニュースについての５文程度のまとまりのある英語を聞いて、重
要な情報を正確に理解することができる。
(U 5 Activity 1 今日のニュース)

職業についての50～100語程度のまとまりのある意見文を読んで、
書き手の意見や要点を理解することができる。(U 3 Career Day)

電話での取り次ぎの場面で、丁寧な表現を使ってやり取りをする
ことができる。(Daily Scene 4 電話の会話)

自分が住んでいる町の特色について、自分の気持ちとともに、４文
以上のまとまりのある英語で紹介文を書くことができる。
(Presentation 2 町紹介)

天気予報についての５文程度のまとまりのあるテレビ番組の英
語を聞いて、重要な情報を正確に理解することができる。
(U 4 Activity 1 今日の天気)

友情についての50～100語程度のまとまりのある劇の台詞を読ん
で、登場人物の気持ちを理解することができる。
(Let's Read 1 The Carpenter's Gift)

買い物の場面で、自分の好みや要望についての表現を使ってや
り取りをすることができる。
(Daily Scene 7 買い物)

友達のなりたい職業についてのまとまりのあるスピーチを聞い
て、重要な情報を正確に理解することができる。
(Presentation 1 将来の夢)

単元計画の例単元計画の例単元計画の例単元計画の例
（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）

３年生３年生３年生３年生
単元計画の例単元計画の例単元計画の例単元計画の例

（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）

２年生２年生２年生２年生
単元計画の例単元計画の例単元計画の例単元計画の例

（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）（指導単元と評価規準）

１年生１年生１年生１年生

自分のことについて、話題を絞って３文以上のまとまりのある英語
で紹介することができる。(Presentation 1 自己紹介)

自分のことについて、話題を絞って、３文以上のまとまりのある英語
で、紹介文を書くことができる。(Presentation 1 自己紹介)

コマーシャルでの５文程度のまとまりのある説明を聞いて、重要
な情報を正確に理解することができる。
(Listening Activuty 1 何のＣＭ？)

好きなことについての５～10文の紹介文を読んで、重要な情報を正
確に理解することができる。(U 3 わたしの好きなこと)

自分の一日の生活について、時間の流れに沿って、３文以上のまと
まりのある英語で、紹介文を書くことができる。
(Presentation 2 一日の生活)

徒歩での道順についての５文程度のまとまりのある説明を聞い
て、重要な情報を正確に理解することができる。
(Daily Scene 5 道案内)

観光地についての５～10文の紹介文を読んで、重要な情報を正確に
理解することができる。(U10 あこがれのボストン)

体調について症状をたずねたり、訴えたりする表現を使ってやり
取りをすることができる。(Daily Scene 1 体調をたずねる)

電話でパーティーに招待する場面で、誘ったり誘いを受けたりする
表現を使ってやり取りをすることができる。
(Daily Scene 2 電話での会話)

自分の学校について、情報の順番を整理して、３文以上のまとまり
のある英語で、紹介文を書くことができる。
(Daily Scene 4 ウェブサイト)

友人のプロフィールについての５文程度のまとまりのあるスピー
チを聞いて、重要な情報を正確に理解することができる。
(Listening Activity 2 友達のプロフィール)

外国についての５～10文の対話文を読んで、重要な情報を正確に理
解することができる。(U 7 ブラジルから来たサッカーコーチ)

体験したことについての５～10文の手紙を読んで、重要な情報を正
確に理解することができる。(U 11 思い出の一年)

再生可能エネルギーについての50～100語程度のまとまりのある紹
介文を読んで、要点を理解することができる。
(Let's Read 3 Cooking with the Sun)

３年生３年生３年生３年生
「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」

１年生１年生１年生１年生
「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」

２年生２年生２年生２年生
「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」「学習到達目標」

思い出の行事について、まとまりのある３文以上の英語で紹介す
ることができる。(Presentation 3)

◆身近な話題について、状況に応じた適切な表現を
使ってやり取りをすることができる。

◆準備する時間やメモがあれば、身近な話題につい
て、まとまりのある３文以上の英語で紹介することがで
きる。

自分が行った場所について、話題を絞って、３文以上のまとまりの
ある英語で、絵はがきを書くことができる。(Daily Scene7 絵はがき)

体験したことについての５文程度のまとまりのある英語を聞い
て、重要な情報を正確に理解することができる。
(Listening Activity 4 休暇中の出来事)

◆モデル文を参考にすれば、自分や身近な人や事柄に
ついて、３文以上のまとまりのある英語で紹介文などを
書くことができる。

◆聞き取りの観点が与えられ、ゆっくりと２度繰り返さ
れれば、身近な話題についての５文程度のまとまりの
ある話や対話を聞いて、重要な情報を正確に理解す
ることができる。

◆読み取りの観点が与えられれば、身近な話題について
の５～10文程度の紹介文などを読んで、重要な情報を正
確に理解することができる。

自分のなりたい職業について、４文以上のまとまりのある英語で
紹介することができる。(Presentation 1 将来の夢)

身近な人からのメールの内容について、自分の気持ちとともに、４
文以上のまとまりのある英語で返信メールを書くことができる。
(Daily Scene 3 メール)
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