
新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり
（外国語活動・外国語科）
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１．令和2年度 小学校外国語活動・外国語科における改善の重点

① 児童の具体的な姿や児童に身に付けさせたい力を具体的に示し、単元のゴールを
明確にしたバックワード・デザインによる単元を構想し、単元を通して資質・能
力の育成を図ること。

② コミュニケーションの目的や場面、状況を明確にし、練習だけで終わらず、実際
に英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動を中心に授業を行うこと。

改善の重点

留意点

① 単元の構成に当たっては、終末での目指す児童の具体的な姿や児童に身に付けさ
せたい力を具体的にし、学習の見通しを立てたり振り返ったりする場面を設け、
自己の学びや変容を自覚させるようにすること。

② 自分の気持ちや考え、また自分がもっている情報を相手に伝えたいと思うような
課題設定のもと、目的・場面・状況を意識した必然性のある活動を設定すること。

③ 「読むこと」「書くこと」については、音声で十分に語句や表現に触れる機会を
つくった上で指導を行うこと。
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２．バックワード・デザインによる単元構想
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単元のゴールから逆向き設計で、１時間ごとの授業につながりをもたせながら単元を構成し、
単元を通して資質・能力を育成する。

①
• 学習到達目標に基づいた単元の目標を設定する。

②
• 児童の具体的な姿から、単元の評価規準を設定する。

③

•単元の終末で行う言語活動（Goal activity）を設定し、そこに向かうために必要となる言

語活動や練習を考える。

④
• 各時間の目標を設定し、Goal activityに向かうための言語活動や練習を配列する。

⑤
•各時間の目標達成に向けて、時間配分や評価場面等を考慮して１時間の授業を構成する。

Hello! My name is ○○.
I like soccer.
Do you like soccer? 
Soccer is fun.

I can swim well. I like sports.
I like natto. It’s delicious.
My birthday is March 9th. When 
is your birthday?



３．言語活動とは

言語活動＝実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う活動
（練習＝発音練習や歌、英語の文字を機械的に書く活動）

「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」2017、文部科学省

※言語活動を成立させるために練習は重要だが、
練習だけで終わることがないように留意する。

【例：友達とMy heroへのあこがれを紹介し合おう】

自分のあこがれの人物について、写真やイラストを見せながら、This is my hero. He/She is/can ~などの言語材料を使って紹

介し合う。

▲写真やイラスト、それまでに事前準備していた

紹介原稿を見ながら発表をする。

▲発表が終わるたびに、聞いていた児童から「声

が大きくていいね」「アイコンタクトがあると

いいね」などと日本語でアドバイスをする。

▲発表した児童は、もらったアドバイスを基に、

ワークシートにカタカナで語句や文を追加する。

〇紹介したことに対して、聞いていた児童が内容

について英語で質問や感想を言う。

〇紹介をした児童は、質問や感想を聞いて、自分

の発表内容についてどこが不十分だったのか、

何を付け足して言えばより理解してもらえるの

かを思考する。

〇紹介を聞いた児童は、よりよい紹介をするため

に、よい内容や英語表現だと思ったことを自分

の発表に取り入れようとする。

言語活動を通してコミュニケーションの
目的を達成する

「初等教育資料１月号」2020、文部科学省教育課程課、東洋館出版社 5

児童が実際に英語を使ってやり取りする中で、自分の考えを整理し、
再構成して、表現する姿を目指す。



３．言語活動における目的や場面、状況の設定

小学校の外国語教育はこう変わる！⑧ ～児童の意欲を高めるゴール設定の在り方～
文部科学省／mext channel

https://www.youtube.com/watch?v=cfrf07_-iEM&t （１１分３６秒）

【単元名】
We Can! 2 Unit 7 「My Best Memory」（本時１／７）

【授業者】
宮崎市立赤江小学校 岩切 宏樹 教諭、Jake Siebuhr

【単元目標】
他校のＡＬＴに赤江小学校の素晴らしさを分かってもらえるように、思い出の学校行事について話を聞
いて概要を捉えたり、例を参考に語順を意識して書いたりするとともに、他者に配慮しながら伝え合う
ことができる。

【本時の目標】
様々な学校行事の言い方を知る。

【動画のポイント 】
単元の初めの授業で言語活動の目的、場面、状況を明確に設定し、ゴールを設定して、児童の学習
意欲を喚起していること。（他校のＡＬＴに学校行事などを紹介をして「我が赤江小こそがNo.1で
あることを一緒にアピールしてほしい」と、ＡＬＴが児童に呼びかけている）
ＡＬＴ自身のBest Memoryについて、本単元で児童が使用する言語材料を意図的に使用してゆっ
くりと話し、単元最後の言語活動のモデルを示していること。
ＨＲＴは、ＡＬＴの発表を日本語訳をせずに児童の理解状況を確認したり、分かりにくかった内容
を補足したりしていること。
Let’s Listenを行う際に、ただ聞かせて答えを選択させるのではなく、My best memory is～を何
度も使用して慣れ親しませたり、聞く目的を設定して聞かせたりしていること。
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４．外国語教育におけるＩＣＴ活用の利点

児童の言語活動の更なる充実と指導・評価の効率化

言語活動（特に「話すこと」「書くこと」の機会）の充実とパフォーマンステスト等評価へ
の活用
言語活動で活用するための、音声・文字・語彙・文構造などの定着（繰り返し練習）
一人一人の能力や特性に応じた学びの機会の確保

①言語活動・練習

遠隔地・海外とのコミュニケーションと災害など非常時への対応

遠隔地や海外等の児童、英語話者との「本物のコミュニケーション」
新型コロナウイルス感染症拡大への対応大規模災害等に伴う休業期間における学びの保障
小規模校における対話的な学びが可能

②交流・遠隔授業

興味・関心、学習の質を高める

コミュニケーションのモデル提示、「聞く」「読む」ための素材の提供
板書や説明時間の短縮等により、言語活動中心の授業展開が可能
写真やイラスト等により、日本語を介さずに英語のまま理解することを支援

③コンテンツ・授業運営

「各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料「外国語の指導におけるICTの活用について」」文部科学省
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【言語活動・練習】 発表ややり取りをする活動

「各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料「外国語の指導におけるICTの活用について」」文部科学省



５．外国語科における目標と評価規準との関係性
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内容のまとまり
（五つの領域）
ごとの評価規準

単元の目標

外国語科の目標

学習指導要領

五つの領域別の学年ごとの目標 学年ごとの評価規準

国研提示

各学校で作成

評価規準

言語活動・練習等

単元の目標 評価規準

言語活動・練習等

Can-Doリスト形式
による学習到達目標

五つの領域別の目標

学年ごとの目標

各学校で設定する学習到達目標に基づいて各単元を構成し、英語を使って何ができるように
なるかをあらかじめ明らかにする。
生徒の学習状況から、学習到達目標の達成状況を適宜把握し、指導と評価の一体化とその改
善につなげる。



学習到達目標（ CAN-DOリスト形式 ）の作成と活用

岩手県山田町立豊間根小学校

10「令和２年度小学校各教科等教育課程研究協議会 小学校外国語活動・外国語 事例発表資料」岩手県
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【単元名】
We Can! 1 Unit2
When is your birthday?

【関係する内容のまとまり】
「聞くこと」

イ ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、具体的
な情報を聞き取ることができるようにする。

「話すこと〔やり取り〕」
イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを、簡単な語句

や基本的な表現を用いて伝え合うことができるようにする。
「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。

【単元の目標】
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために、相手の誕生日や好きなもの、欲しいものなど、具体

的な情報を聞き取ったり、誕生日や好きなもの、欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また、アルファベットの活字体の
大文字を書くことができる。

※ 本単元における「書くこと」については、目標の達成に向けて指導は行うが、本単元内で記録に残す評価は行わない。

【単元の評価規準】
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

聞
く
こ
と

＜知識＞
月日の言い方や、I like/want～. Do you 

like/want～? What do you like/want? When～? 
その答え方について理解している。
＜技能＞

誕生日や好きなもの、欲しいものなど、具体的な
情報を聞き取る技能を身に付けている。

相手のことをよく知るた
めに、誕生日や好きなもの、
欲しいものなど、具体的な
情報を聞き取っている。

相手のことをよく知るため
に、誕生日や好きなもの、欲
しいものなど、具体的な情報
を聞き取ろうとしている。

話
す
こ
と
〔
や
り
取
り
〕

＜知識＞
月日の言い方や、I like/want～. Do you 

like/want～? What do you like/want? When～? 
その答え方について理解している。
＜技能＞

知識を使って、誕生日や好きなもの、欲しいもの
などについて、I like/want～. When is your 
birthday? What do you like/want? などを用いて、
考えや気持ちを伝え合うために必要な技能を身に付
けている。

自分のことをよく知って
もらったり相手のことをよ
く知ったりするために、自
分や相手の誕生日や好きな
もの、欲しいものなどにつ
いて、簡単な語句や基本的
な表現を用いて、お互いの
考えや気持ちなどを伝え
合っている。

自分のことをよく知っても
らったり相手のことをよく
知ったりするために、自分や
相手の誕生日や好きなもの、
欲しいものなどについて、簡
単な語句や基本的な表現を用
いて、お互いの考えや気持ち
などを伝え合おうとしている。

学習評価について（「聞くこと」の評価事例）

東書 ５年 Unit２

開隆堂 ５年 Lesson２

教出 ５年 Lesson２

参考資料p.45
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「聞くこと」の領域における「知識・技能」の学習評価
参考資料p.50-53

時 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

１

２

３

４ 指導者の話を聞く

５ (Let’s Watch and Think 5) Let’s Watch and Think 5

６ Activity 2

７ (Activity 2) Activity 2

Hello, everyone. My birthday is September 28th. 
Look, this is my bag. （実際にカバンを見せる）It’s 
old and small. I want a new big blue bag.  I like 
blue. So, I want a new big blue bag for my birthday.

児童１【たん生日】 ９月２８日
【好きな色】 青色
【ほしいもの】青いかばん

児童２【たん生日】 ８月２８日
【好きな色】 青色
【ほしいもの】小さいかばん

知識・技能

b

c

Let’s Watch and 
Think 5やActivity2で
学習改善を図ることが
できるようにしたり、
Small Talk でも同様の
トピックを取り扱った
りするなど、今後の指
導改善を図る。

記録に残す評価場面

話すこと
［やり取り］

聞くこと

【評価規準】
指導者の誕生日や好
きなもの、欲しいも
のを聞き取っている。
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「聞くこと」の領域における「思考・判断・表現」の学習評価
参考資料p.50-53

けんた ：Hello, Laksh. When is your birthday?
ラクシュ：Hi, Kenta. My birthday is June 28th.
けんた ：Oh, it’s this month.

What do you want for your birthday?
ラクシュ：I want an umbrella.
けんた ：Really? An umbrella for your birthday?

What color?
ラクシュ：I like yellow.

I want a yellow umbrella for my birthday.
けんた ：Oh, I see. What sport do you like, Laksh?
ラクシュ：I like swimming.
けんた ：How about food? What food do you like?
ラクシュ：I like donuts very much.

I want a donut party for my birthday.
けんた ：A donut party? Great!

外国語の授業で、友達が喜ぶ誕生日カードを作り、
贈り合います。あなたが贈る相手は、ラクシュで
す。カードを作るために、けんたになりきってラ
クシュの話を聞き、分かったことを書きましょう。思考・判断・表現の観点から学習評価

を行う際には、言語活動を行う目的や
場面、状況を設定することが大切。
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「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」の関係

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、コミュニケ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。

（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。

（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。

（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。

目的や場面、状況などに応じて、自分の考えや気持ちなどを伝え合うコミュニケーショ
ンは、外国語の背景にある文化に対する理解を深めていたり、他者に配慮したりしてい
ないと、成立するものではないと考えられる。

「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り
組む態度」は深い関りがある。

文末を対の形で表現 「聞き取っている」⇔「聞き取ろうとしている」
一体的に見取ることができる


