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小学校外国語教育の早期化・教科化

〇児童の高い学習意欲、中学生の外国語教育に対する積極性の向上

●音声中心で学んだことが、中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続
されていない

●日本語と英語の音声の違いや英語の発音と綴りの関係、文構造の学習において
課題がある

●高学年は、児童の抽象的思考力が高まる段階であり、より体系的な学習が求めら
れる

• 「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の三つの資質・能力を明確にした上で，

①各学校段階の学びを円滑に接続
②「外国語を使って何ができるようになるか」

子どもたちが学校卒業後も、自分の将来の進路や職業などと結び付けながら、
主体的に英語の学習に取り組む態度を身に付けられるようにすることも大切。

中学年から「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を通じて外国語に慣れ
親しみ外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から発達の段階に応じて
「読むこと」及び「書くこと」を加え、教科としての外国語を導入する。
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育成すべき資質・能力の三つの柱

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか
生きて働く

知識・技能の習得

理解していること・できる
ことをどう使うか

未知の状況にも対応できる

思考力･判断力・表現力等の育成

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化
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観点別学習状況の評価を４観点から３観点に改める。
（高等学校指導要録にも観点別学習状況評価の欄を設置）

【参考】学校教育法第３０条第２項

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させる
とともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力
その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用
いなければならない。

技能

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

知識・理解
主体的に学習に
取り組む態度

思考・判断・表現

知識及び技能

観点別学習状況の評価の改善
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各教科における評価の基本構造

・観点別学習状況の評価や評定に
は示しきれない児童生徒一人一
人のよい点や可能性，進歩の状
況について評価するもの。

個人内評価

・観点ごとに評価し、
生徒の学習状況を分析
的に捉えるもの
・観点ごとにＡＢＣの
３段階で評価

評 定

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。
・５段階で評価（小学校は３段階。小学校低学年は行わない）

・各教科における評価は、学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するもの（目標準拠評価）
・したがって、目標準拠評価は、集団内での相対的な位置付けを評価するいわゆる相対評価とは異なる。

知識及び技能 思考力、判断力、
表現力等

学びに向かう力、
人間性等

学習指導要領に
示す目標や内容

知識・技能 思考・判断・
表現

観点別学習状況
評価の各観点

主体的に学習に
取り組む態度

感性、思いやり
など
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外国語活動及び外国語科の目標

外国語活動の目標

外国語によるコミュニケーショ
ンにおける見方・考え方を働
かせ，外国語による聞くこと，
話すことの言語活動を通して，
コミュニケーションを図る素地
となる資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。

外国語科の目標

外国語によるコミュニケーショ
ンにおける見方・考え方を働
かせ，外国語による聞くこと，
読むこと，話すこと，書くことの
言語活動を通して，コミュニー
ションを図る基礎となる資質・
能力を次のとおり育成するこ
とを目指す。

学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第２章 第１節目標）
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冊子版解説外国語 p.67～
外国語活動 p.11～

外国語によるコミュニケーション
における見方・考え方

「外国語で表現し伝え合うため，外国語やその
背景にある文化を，社会や世界，他者との関わ
りに着目して捉え，コミュニケーションを行う目
的や場面，状況等に応じて，情報を整理しなが
ら考えなどを形成し，再構築すること」

外国語によるコミュニケーションの中で，どのような視点で
物事を捉え，どのような考え方で思考していくのかという，
物事を捉える視点や考え方
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外国語活動及び外国語科の目標

外国語活動の目標

（1） 外国語を通して，言語や
文化について体験的に理解を
深め，日本語と外国語との音
声との違い等に気付くとともに，
外国語の音声や基本的な表
現に慣れ親しむようにする。

外国語科の目標

（1） 外国語の音声や文字，
語彙，表現，文構造，言語の
働きなどについて，日本語と
外国語との違いに気付き，こ
れらの知識を理解するととも
に，読むこと，書くことに慣れ
親しみ，聞くこと，読むこと，話
すこと，書くことによる実際の
コミュニケーションにおいて活
用できる基礎的な技能を身に
付けるようにする。

「気付き」で終
わらない

読むこと、書くこと･･･慣れ親しみ

「読む・書く」と「聞く・話す」に求め
るレベルは違う
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冊子版解説P.13～14及びp.69～71

外国語活動及び外国語科の目標

外国語活動の目標

（2） 身近で簡単な事柄につ
いて，外国語で聞いたり話し
たりして自分の考えや気持ち
などを伝え合う力の素地を養
う。

外国語科の目標

（2） コミュニケーションを行う
目的や場面，状況などに応じ
て，身近で簡単な事柄につい
て，聞いたり話したりするとと
もに，音声で十分に慣れ親し
んだ外国語の語彙や基本的
な表現を推測しながら読んだ
り，語順を意識しながら書いた
りして，自分の考えや気持ち
などを伝え合うことができる基
礎的な力を養う。 「慣れ親しみ」で

はなく「できる」こ
とが求められる。

外国語活動も外国語も「自分の
考えや気持ちなどを伝え合う」こ
とが最終の目標になっている。
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冊子版解説P.14～15及びp.71～72



外国語活動及び外国語科の目標

外国語活動の目標

（3） 外国語を通して，言語や
その背景にある文化に対する
理解を深め，相手に配慮しな
がら，主体的に外国語を用い
てコミュニケーションを図ろうと
する態度を養う。

外国語科の目標

（3） 外国語の背景にある文化
に対する理解を深め，他者に
配慮しながら，主体的に外国
語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度を養う。

「他者に配慮しながら」

読んだり、書いたりすることにも取
り組むことから、コミュニケーション
を図る相手が必ずしも目の前の相
手とは限らない。

「言語やその背景にある文化」

外国語活動において、学習対象と
して扱っている外国語だけでなく、
日本語を含め言語の普遍性に体
験的に気付くことが大切である。

大分県教育委員会
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冊子版解説P.15～17及びp.72～74

「英語」の目標

外国語活動

英語学習の特質を踏まえ，
以下に示す，聞くこと，話
すこと［やり取り］，話す
こと［発表］の三つの領域
別に設定する目標の実現を
目指した指導を通して，第
１の(1)及び(2)に示す資
質・能力を一体的に育成す
るとともに，その過程を通
して，第１の(3)に示す資
質・能力を育成する。

外国語科

英語学習の特質を踏まえ，以
下に示す，聞くこと，読むこ
と，話すこと［やり取り］，
話すこと［発表］，書くこと
の五つの領域別に設定する目
標の実現を目指した指導を通
して，第１の(1)及び(2)に示
す資質・能力を一体的に育成
するとともに，その過程を通
して，第１の(3)に示す資質・
能力を育成する。

学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第２章 第２節英語 １目標）

冊子版解説外国語 p.75～
外国語活動 p.18～
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「英語」の目標

外国語活動

（1） 聞くこと
イ ゆっくりはっきりと話された

際に，身近で簡単な事柄に関
する基本的な表現の意味が
分かるようにする。

外国語科

（1） 聞くこと
ア ゆっくりはっきりと話されれ

ば，自分のことや身近で簡単
な事柄について，簡単な語句
や基本的な表現を聞き取るこ
とができるようにする。

5領域3領域

学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第２章 第２節英語 １目標）
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冊子版解説P.19～21及びp.76～77

「英語」の目標

外国語活動 外国語科

（2） 読むこと
ア活字体で書かれた文字を

識別し，その読み方を発音す
ることができるようにする。

イ音声で十分に慣れ親しんだ

簡単な語句や基本的な表現
の意味が分かるようにする。

5領域3領域
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冊子版解説p.78



「英語」の目標

外国語活動

（2） 話すこと［やり取り］
ウサポートを受けて，自分や相
手のこと及び身の回りの物に関
する事柄について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて質問を
したり質問に答えたりするように
する。

（3） 話すこと［発表］
イ 自分のことについて，人前で
実物などを見せながら，簡単な
語句や基本的な表現を用いて話
すようにする。

外国語科

（3） 話すこと［やり取り］
ウ自分や相手のこと及び身の回
りの物に関する事柄について，
‥その場で質問をしたり質問に
答えたりして、伝え合うことがで
きるようにする。

（4） 話すこと［発表］
イ自分のことについて，伝えよう
とする内容を整理した上で，簡単
な語句や基本的な表現を用いて
話すことができるようにする。

5領域3領域
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冊子版解説P.21～24及びp.78～81

「英語」の目標

外国語活動 外国語科

（5） 書くこと
ア大文字，小文字を活字体で書
くことができるようにする。また，
語順を意識しながら音声で十分
に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な表現を書き写すことがで
きるようにする。

イ 自分のことや身近で簡単な
事柄について，例文を参考に，
音声で十分に慣れ親しんだ簡単
な語句や基本的な表現を用いて
書くことができるようにする。

5領域3領域
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冊子版解説p.81～82



内容

外国語活動
〔知識及び技能〕
（1） 英語の特徴等に関する事項
実際に英語を用いた言語活動を通
して，次の事項を体験的に身に付け
ることができるよう指導する。
ア 言語を用いて主体的にコミュニ
ケーションを図ることの楽しさや大切
さを知ること。

イ 日本と外国の言語や文化につい
て理解すること。
（ｱ） 英語の音声やリズムなどに慣
れ親しむとともに，日本語との違い
を知り，言葉の面白さや豊かさに気
付くこと。

外国語科
〔知識及び技能〕
（1）英語の特徴やきまりに関する事
項
ア 音声 イ 文字及び符号
（ｱ）活字体の大文字，小文字
ウ 語，連語及び慣用表現 （ｱ）‥
外国語活動を履修する際に取り扱っ
た語を含む600～700語程度の語
エ 文及び文構造 （ｱ）文
e 代名詞のうち，I，you，he，sheな
どの基本的なものを含むもの
f 動名詞や過去形のうち，活用頻
度の高い基本的なものを含むもの

学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第２章 第２節英語 ２内容）

動機づけ

慣れ親しみ

読む・書く

語彙
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冊子版解説外国語 p.83～98  
外国語活動 p.24～27

内容

外国語活動

〔思考力，判断力，表現力等〕

（2）情報を整理しながら考えなど
を形成し，英語で表現したり，伝
え合ったりすることに関する事項

（3） 言語活動及び言語の働きに
関する事項

① 言語活動に関する事項

ア 聞くこと イ 話すこと［やり取
り］ ウ 話すこと［発表］

② 言語の働きに関する事項

外国語科

〔思考力，判断力，表現力等〕

（2） 情報を整理しながら考えなど
を形成し，英語で表現したり，伝
え合ったりすることに関する事項

（3） 言語活動及び言語の働きに
関する事項

①言語活動に関する事項

ア 聞くこと イ 読むこと ウ 話
すこと［やり取り］ エ 話すこと
［発表］ オ 書くこと

②言語の働きに関する事項

5領域3領域
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冊子版解説外国語 p.98～121  
外国語活動 p.27～41



指導計画の作成と内容の取扱い

外国語活動

（1） ウ ‥友達との関わりを

大切にした体験的な言語活動
を行うこと。

オ ‥外国語や外国の文化の
みならず，国語や我が国の文
化についても併せて理解を深
めるようにすること。

外国語科
（1） ウ ‥外国語活動を履修する際に
扱った‥基本的な表現などの学習内
容を繰り返し指導し定着を図ること。
（2） ア ‥児童の発達の段階に応じて，
聞いたり読んだりすることを通して意
味を理解できるように指導すべき事項
と，話したり書いたりして表現できるよ
うに指導すべき事項とがあることに留
意すること。
ウ （ｲ） 文法の用語や用法の指導
に偏ることがないよう配慮‥
（3） ア 教材は‥１に示す五つの領域
別の目標と２に示す内容との関係に
ついて‥各教材の中で明確に示す‥

学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第２章 第２節英語 ３指導計画の作成と内容の取扱い）
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冊子版解説外国語 p.121～135  
外国語活動 p.41～53

第２章 外国語活動及び外国語科の目標及び内容、第３章 指導計画の作成と内容の取扱い
第２節 英語

３ 指導計画の作成と内容の取扱い、(1) 指導計画の作成上の配慮事項

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，児
童の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援
学級，特別支援学校において，児童の十分な学びを確保し，一人一人の児童の障害の状態や
発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。

通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があること
を前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援
ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられ
る困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。

これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童に
よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面
での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の
困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困
難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫するこ
とを，各教科等において示している。

その際，外国語科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学
習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも
配慮する必要がある。

＜中略 ⇒ 次スライド＞
なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記

載し，翌年度の担任等に引き継ぐことなどが必要である。

カ、障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応
じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

20

冊子版解説P47～48
p.126～127
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小学校

ਗ
ব
ୁ
ఐ
؞
ਗ
ব
ୁ
ણ


困 難●音声を聞き取ることが難しい場合

意 図○外国語と日本語の音声やリズムの違いに気付くことができるようにする。

配 慮 例・リズムやイントネーションを，教員が手拍子を打つ。
・音の強弱を手を上下に動かして表す。
・本時の流れが分かるように，本時の活動の流れを黒板に記載しておく。

困 難●1 単語当たりの文字数が多い単語や，文などの文字情報になると，読む手掛かり
をつかんだり，細部に注意を向けたりするのが難しい児童の場合

意 図○語のまとまりや文の構成を見て捉えやすくするようにする。

配 慮 例・外国語の文字を提示する際に字体をそろえる。
・線上に文字を書く。
・語彙・表現などを記したカードなどを黒板に貼る際には，貼る位置や順番などに

配慮する。

外国語科における障がいのある児童生徒への配慮

大分県教育委員会 21

小学校児童指導要録（参考様式）（イメージ）

５，６年の外国語活動における
評価（記述）

平成32年の小学校学習指導要領全面実施までの間は,様式２の「総合所見及び指導上参
考となる諸事項」の欄に,特別の教科道徳とともに,記載することも考えられる。

３，４年の外国語活動におけ
る評価（記述）
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新学習指導要領に沿った新教材

〇Unit 6
大文字の活字体を扱い、26文字に慣れ親し
む活動を設定

〇Unit 9
絵本を題材とした単元 In the Autumn Forest

第三学年

大分県教育委員会 23

新学習指導要領に沿った新教材

〇Unit 6
小文字の活字体を扱い、26文字に慣れ親し
む活動を設定

〇Unit 9
絵本を題材とした単元 Good Morning

※Ｈ３０年度Let’s Try 1 のUnit 4は、必ず扱う

第四学年

大分県教育委員会 24



新学習指導要領に沿った新教材

〇Unit 1～4
中学年で大文字、小文字に慣れ親しんだこと
を踏まえ、じっくり時間をかけ毎回少しずつ文字
に出会い直しをする。

〇Unit 5, 9
三人称を扱う。ただし、中学生にとっても理解
し使えるようになるのが難しい一般動詞の三人
称単数現在のｰsは扱わないようにしている。

第五学年

大分県教育委員会 25

新学習指導要領に沿った新教材

〇Unit 5, 7
過去形肯定文を扱う。ただし、非常に限られた語彙や表現であり、
例えば、I went to the beach.  I saw a starfish.  It was fun.  などに出合
う。

これらは、文法事項の解説を通してではなく、夏休みにしたことなど
を題材に過去について聞いたり話したりする必然性のある活動を通
して出合わせるようにしている。

また、読み書きについては、音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句
や基本的な表現を、掲示やパンフレット、絵本の中から識別したり、
必要な情報を得たり、それらを書き写す、例を参考に書くなど細かな
ステップを踏んで、読んだり書いたりするようにしている。

第六学年

大分県教育委員会 26



新大分スタンダードのすすめ

・ 知識の関連付け、問題の発見・解決、情報を精査した考えの形成、思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と「思考力・判断力・表現力」を育成するワンランク上の授業を目指して

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定 情報収集 整理・分析
まとめ・表現・交流 振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで主体的・対話的で深い学びの実現を

安心して学べる
「学びに向かう学習集団」

H31.3月版

【めあて】自分の虹をかこう。（慣れ親しみ）
〇世界の子どもたちの描く虹の絵を見て違いに気付く。〇先生の好き
な色の話から，好きなものを表す表現を知る。〇だれが何色を好きか
聞いて線で結ぶ。〇歌 Goodbye Song

【めあて】友だちのすきなもの、きらいなものをあてよう。（慣れ親
しみ）
〇色やスポーツ，食べ物についての会話を聞いて好きなものを〇で囲
む。〇映像資料を視聴し好みを予想して好きかどうかを尋ねる。〇
「〇×クイズ」〇友達の好き嫌いを予想してインタビューする。

【めあて】先生のすきなものをあててみよう。（気付き）
〇「カラータッチゲーム」〇先生の好きなものと好きでないものについて知る。
〇「Who am I?クイズ」〇「カード・デスティニー・ゲーム」〇歌 Goodbye Song

小学校外国語活動単元計画（例）【第３学年】

【単元のめあて】じぶんのすきな色やスポーツ、食べ物などを友だちに伝えよう。（４時間扱い）

３時

２時

１時

【単元の振り返り】
・多様な 考え方があることや，外来語を通して英語の音声やリズムなど日本語との違いに気付く。
・色の言い方や，好みを表したり好きかどうかを尋ねたり答えたりする語や現に慣れ親しむ。
・自分の好みを伝え合う。

振り返り

振り返り

振り返り

４時
【めあて】自分のすきなものを友だちに伝えよう。（コミュニケー
ション）
〇チャンツ I like blue. （色・スポーツ・質問）〇好きなものを
言って自己紹介をする。〇歌 Goodbye Song

振り返り

【単元のねらい】自分の好きな色などを相手に伝える活動を通して、相手に伝わるように工夫し
ながら自分の好みを紹介しようとする態度を育てる。
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「主体的・対話的で深い学び」の在り方
（小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック p.88）

①自分自身のことを伝え合わせること

②伝え合う目的があること

③伝え合う内容が互いにとって未知であること

④①～③の条件を具備した内容を伝え合う中
で、言語材料の「意味」と「（当該言語材料が使
われる）場面」と「（当該言語材料を使用する）
目的」を結び付ける。

大分県教育委員会 29

①文字の捉え方

〇「文字」は、情報や感情を伝達するためのコミュニケー
ションツールの一つ。

つまり、指導においては、「読むこと」「書くこと」自体を
目的とするのではなく、外国語活動で経験してきた音声
等のツールの上に「文字」が加わることにより、コミュニ
ケーションの幅が広がり、より確かで豊かなものになるこ
とを子ども自身が実感できるような活動内容や指導方法
を工夫する。
〇「思いをのせて文字を書く」

「思いをのせて文字を書く」という体験を通した「文字」
への慣れ親しみが、中学校英語学習への接続をこれま
で以上に円滑にする。

小学校での文字指導

大分県教育委員会 30



②小学校の文字指導のゴール

①アルファベットを識別し、その名称が正しく発
音できて、四線に正しく書けること。

②伝えたい語句や表現を選んで書き写すこと
ができること。

③読むことや書くことに慣れ親しみ、興味をもつ
こと。

小学校での文字指導

大分県教育委員会 31

③各学年の文字指導

小学校での文字指導

〇アルファベットの大文字を知る。アルファベットで遊ぶ。
〇身の回りにあるアルファベットを探す。

３年生
【外国語活動】

〇アルファベットの小文字を知る。大文字と小文字に慣れる。
〇大文字と小文字の共通点や相違点に気付く。

４年生
【外国語活動】

〇アルファベットを読んだり書いたりする。（四線への書き方）
〇単語というまとまりを認識する。
〇身近な単語や選んだ表現を書き写す。
〇ローマ字と英語の違いを知る。

５年生
【外国語】

〇アルファベットを読んだり書いたりする。（四線への書き方）
〇アルファベットには名前と音があることを知る。
〇アルファベットがまとまって言葉ができていることを知る。
〇身近な単語や選んだ表現を、読んだり書き写したりする。

６年生
【外国語】

32
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小学校外国語教育の移行措置 ～平成３０・３１年度～ H29.12.26.

時数・教材 指導内容 評 価

１ 移行措置期間の時数

○３・４年は、１５時間
５・６年は、５０時間（３５時間+１５時間）

⇒ 外国語活動として実施

○３・４年を３５時間
５・６年を７０時間（３５時間+３５時間）

⇒ 先行実施することも可能

２ 使用教材について

○３・４年は、新教材（文科省作成）
５・６年は、Hi, friends!（３０時間程度）

＋新教材（２０時間程度）

※５・６年が先行実施を７０時間行う場合は、
Hi, friends!と新教材の両方を扱うものとし、
新教材のみの実施はできません。

１ 新教材（文科省作成）

〇３年生でアルファベットの大文字に慣れ親し
み（UNIT６）、
〇４年生でアルファベットの小文字に出会いま
す。（UNIT６）
〇５年生のUNIT１～４でアルファベットの文字
を書くことで認識を深め、
〇６年生では、お手本を見ながら単語、文を書
く活動を行います。
〇小学校では、文法は勉強しませんが、
〇５年生のUNIT５，９では、「第三者を紹介す
る」活動を行い、
〇６年生のUNIT５，７では、「過去のこと」を伝
え合う活動を行います。

１ 外国語活動として評価

〇H30・31年度は、先行実施についても外国語
活動として扱います。
〇つまり、３～６年とも、現在の３観点
①コミュニケーションへの関心・意欲・態度
②外国語への慣れ親しみ
③言語や文化に関する気付き
について記述による評価を行います。

２ 指導要録について

〇第３学年及び第４学年は、総合所見及び指
導上参考となる諸事項を記録する欄に児童の
学習状況に顕著な事項がある場合に記入する
等、児童にどのような力が身に付いたかを文章
で記述する。

〇第５学年及び第６学年は、外国語活動の記
録の欄に文章で記述。（現在の取扱いと同様）

新学習指導要領
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
「小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503.htm
H30年度使用新教材ダウンロード専用サイト（ＩＤ・パスワードが必要）
http://mext-next-kyozai.net/

参考資料
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小学校外国語活動・外国語
学習指導要領の改訂及び

新教育課程編成・実施のポイント

令和元年６月

大分県教育委員会


