
基礎

さあ、2020年度！小学校学習指導要領の全面実施です。

まずは
！「目標に立ち返る」ことが全ての基本です！

外国語活動及び外国語科の目標を確認しましょう!

のポイントを紹介します。

　いよいよ2020年度から小学校の新学習指導要領が2年間の移行期間を終えて全面実施となります。
　大分県教育委員会ではスムーズな移行を目指して、改訂のポイントの説明や研修などを通して、新学習指導要領
外国語活動及び外国語科についての理解を深めてきました。
　これからは、より計画的、実践的に、外国語教育の充実を目指しましょう。

2018年10月に配付した『小学校英語指導の手引き』は、基礎編。
本手引は、「言語活動」や「単元の構成」等の大切なことの確認と、学習評価等を加えた応用編となります。

外国語活動（3、4年生）

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、

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、

資質・能力　を次のとおり育成することを目指す。

コミュニケーションを図る  　　  となる

外国語（5、6年生）

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。

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。

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。

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。

⑴

⑵

⑶

⑴

⑵

⑶

コミュニケーションを図る  　　  となる
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新しい外国語教育の
充実を目指して

新しい外国語教育の
充実を目指して

「小学校英語指導の手引き2（応用編）」

小学校外国語教育の目標

素地



1. 「目標」と「評価」について

学習評価の基本的な考え方

外国語科（第5、第6学年）の評価（指導要録では）

【外国語活動の記録】 ▼

『児童生徒の学習評価の在り方について（報告） H31.1』より

評価の観点に即して、児童の学習状況に顕著な事項がある場合

にその特徴を記入する等、 児童にどのような力が身に付いたか

を文章で端的に記述する。

「評定」においては、中・高等学校の外国語科と同様に、その特性

及び発達の段階を踏まえながら、 数値による評価 を適切に

行うことが求められる。

『小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等に
ついて（通知）』（H31.3.29）　小学校児童指導要録（参考様式）様式2（指導に関する記録）表面 より

『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等
について（答申）』 H28.12

外国語活動（第3、第4学年）の評価（指導要録では）

①児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと

②教師の指導改善につながるものにしていくこと

③これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは見直していくこと

学習評価についての基本的な考え方は、

です。評価という視点からもう一度指導を見直し、指導の充実を図ることが大切です。

②



外国語科の単元（題材）ごとの学習評価設定にあたって

CAN-DOリスト形式による学習到達目標とは

岡山県教育委員会義務教育課『小学校英語の CAN-DO リスト作成について』参考

ー設定例ー

五つの領域ごとに「5年生ではここまでできるようにしたい。6年生では…」という気持ちで設定しましょう。

文部科学省資料より

外国語科の目標

教科書を活用して 1 学期パフォーマンス評価

五つの領域別の目標 文部科学省
国研

学校

内容のまとまり（五つの領域）
ごとの評価規準

　「CAN-DOリスト形式」による学習到達目標とは、領域別の「言語を使って何ができるか」という観点から、
能力や技能を「～することができる」という形でリスト化したものです。
　「五つの領域別の学年ごとの目標」は、学習指導要領の「五つの領域別の目標」を踏まえると、一文ずつの
能力記述文で示すことが基本的な形となります。この「五つの領域別の学年ごとの目標」の設定は、

「CAN-DOリスト形式」による学習到達目標を作成することで設定できます。

まずは、学習指導要領にある

①「外国語科の目標」から「学年ごとの目標」を、

②「五つの領域別の目標」から「五つの領域別の学年ごとの目標」を、国研が示す

③「内容のまとまり（五つの領域）ごとの評価規準から「学年ごとの評価規準」を作成します。

これは、他教科と違って、外国語科は学年ごとの目標や評価が示されていないためです。
また、学習指導要領の第2章3「指導計画の作成と内容の取扱い」にも学年ごとの目標を適切に
定めることが示されています。

第
5
学
年

第
6
学
年

聞くこと 読むこと 書くこと
やり取り

話すこと

発表

自分のことや身近な
事について、簡単な
言葉を聞き取り、短い
話の大まかな内容を
理解することができる。

⑴アルファベットと簡単な言葉や

　文の意味が分かる。

⑵アルファベットジングルを言う

　ことができる。

⑴アルファベットの意味が分かり、
　その読み方を発音することが
　できる。

⑵ 簡単な言葉や言い方の意味を
　予想しながら読むことができる。

⑴アルファベットを書くことが
　できる。

⑵習ったことをもとに、簡単な
　言葉や文を書き写すことが
　できる。

⑴言葉の順序を考えながら、
　よく聞いた簡単な言葉や言い方
　を書き写すことができる。

⑵例文をもとに、自分のこと
　や身近なことについて、よく聞
　いた簡単な言葉や言い方で
　書くことができる。

日常生活について、自分の
気持ちや考えなどを、簡単な
言葉や言い方で、たずねたり
答えたりすることができる。

伝えたいこ
とを 、簡 単
な言葉で発
表すること
ができる。

自分 のこと
などについ
て 、簡 単 な
言葉や言い
方で 発表す
ることが で
きる。

⑴日常生活について、自分の
　気持ちや考えなどを、簡単な
　言葉や言い方で、 たずね
　たり答えたりすることが
　できる。

⑵簡単な言葉や言い方で、
　その場で質問したり答え
　たりすることができる。

日常生活について、
しっかりと内容を
聞き取り、短い話の
大まかな内容を理解
することができる。

学年ごとの目標 五つの領域  別の学年ごとの目標 学年ごとの評価基準

単元の目標

言語活動・練習等 言語活動・練習等 言語活動・練習等

評価規準 単元の目標 評価規準 単元の目標 評価規準

③

CAN-DOリスト形式
による学習到達目標

① ③②



文部科学省資料より

岡山県教育委員会義務教育課『小学校英語のCAN-DOリスト作成について』より

「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標とパフォーマンス評価について

外国語科の五つの領域ごとの観点別評価の考え方

「内容のまとまり（五つの領域）ごとの評価規準」及び「学年ごとの評価規準」は、3つの観点ごとに（計15枠）
設定します。しかし、学年末に評価を総括し、指導要録に記載する際に全ての評価情報が揃っていれば
よく、各単元ごとに、全ての領域・観点について記録に残す評価を行う必要はありません。ただし、
各単元において、3観点をバランスよく見取り、指導の改善に生かすことは重要です。

相手の好きなものや
季節を聞き取ること
ができる。

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。

1学期

Unit1
自己紹介

Unit2
日本へ

ようこそ

Unit3
人物紹介

Unit4
町紹介

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。

基 本的な表現を
用いて指示、依頼
をしたり、それらに
応じたりすること
ができる。

簡単な語句や基本的
な表現を用いて話す
ことができる。

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。

聞き手が理解できる
ように自己紹介が
できる。

相手の自己紹介を
聞いて質問すること
ができる。

中心となる言語活動

自己紹介をする。

日本紹介をする。

Who is this?
Quizを出題する。

自分の住む
町紹介をする。

相手の食べ物紹介
を聞き、質問をし
たり答えたりする
ことができる。

日本文化について、
名称や特徴などを、
例を参考にして
書く。

単語間のスペース
や語順を意識して、
紹介文を書く。

例文を参考に、
町紹介を書く。

ある人物について、
特徴やできることを
伝 え合うことが
できる。

動作を表すカード
に書かれた語や
文を読む。

相手の町紹介を
聞き、質問をしたり
答えたりすること
ができる。

自分が住む町につ
いて、考えや気持
ちを入れながら紹
介ができる。

相手が話す日本の
行事や食べ物を聞き
取ることができる。

ALTに自分のことを知ってもらうために、好きなものや季節、欲しい物等について、
ポスターを作って自己紹介を行い、質問に答える。

聞く 話す［発表］ 話す［やり取り］ 読む 書く

聞くCAN-DO

参考（例）

1学期の
パフォーマンス評価

読む 話す［やり取り］ 話す［発表］ 書く

④

聞くこと 読むこと 書くこと 判定

指導要録に記載（学年末）

観点別
評価

話すこと
［やり取り］

話すこと
［発表］

知識・技能

思考・判断・
表現

主体的に学習に

取り組む態度

学年の目標、五つの領域別の学年ごとの目標（CAN-DOリスト形式による学習到達目標）及び評価
規準を設定したら、単元（あるいは1学期）の領域別の目標やパフォーマンス評価の内容、そのための
言語活動等を定めていきます。



児童に力を付けるための、評価計画を含んだ単元計画を

単元のゴールを意識した1時間1時間の授業の充実を

① Warming Up ～英語の時間の雰囲気作り、動機付け～

② Activity ～めあてを達成させるための活動～

③ Looking back ～振り返りによる学習の喜びや充実間の醸成～

上記の「主な評価とその場面の例」は、記録に残す全員の評価を行う時間を示しています。その他の時間も、

目標に向けての指導は行いますが、記録に残す評価を行わないこともあります。記録に残す評価をしない

時間も、授業のねらいを明確にし、本時の目標に対する児童の学習状況を確認する必要があります。

小学校外国語科単元計画（例）【第5学年】

国立教育政策研究所教育課程研究センター学習評価に関する参考資料第3編【案】事例1をもとに作成

【単元の目標】 主な評価とその場面の例

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

【本時の目標】

　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。

「聞くこと」：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。
＜行動観察・ワーク
シート記述分析＞

「 話 すこと〔 やり
取り〕」：誕生日や
好きなもの、欲しい
も の を 尋 ね たり
答えたりして伝え
合っている。＜行動
観察＞

「聞くこと」：相手のことを
よく知るために、誕生日
などについて短い話を
聞いて、具体的な情報を
聞き取っている。＜行動
観 察・テキスト記 述
分析＞

「話すこと〔やり取り〕」：
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、
誕生日や好きなもの、
欲しいものなどについて
尋ねたり答えたりして
伝え合っている。＜行動
観察＞

「聞くこと」：相手のことを
よく知るために、誕生日
などについて短い話を
聞いて、具体的な情報を
聞き取ろうとしている。
＜行動観察・テキスト
記述分析＞

「話すこと〔やり取り〕」：
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、
誕生日や好きなもの、
欲しいものなどについて
尋ねたり答えたりして
伝え合おうとしている。
＜行動観察＞

　月の言い方を知る。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。

　月名を聞いたり言ったりすることができるとともに、
日付の言い方を知る。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。

　誕生日や好きなものを聞き取ることができる。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。

　誕生日や好きなもの、欲しいものを聞き取ったり、それらに
ついて尋ねたり答えたりして伝えたりすることができる。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。

　相手のことをよく知るために、誕生日などについて短い話を
聞いて、具体的な情報を聞き取ったり、誕生日や好きなもの、
欲しいものを尋ねたり答えたりして伝え合うことができたり
する。また、活字体の大文字を書くことができる。

　自分のことをよく知ってもらったり相手のことを知ったり
するために、誕生日や好きなもの、欲しいものなどについて
尋ねたり答えたりして伝え合うことができる。
　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。

　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、誕生日や好きなもの、欲しいもの
などについて尋ねたり答えたりして伝え合おうとする。

1
時

2
時

3
時

4
時

5
時

6
時

7
時

⑤

○ 授業の始まりの挨拶
○ 歌やチャンツ、絵本等
○ Small Talk
★ めあての確認（目標等の共有）

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

○ モデルの提示（教師やALTとのやり取り等）
○ 新しい言語材料と出会い、すすんで聞いたり話したりしながら慣れ親しむ活動
○ 慣れ親しんだ表現を「自分の言葉」として伝え合う活動
○ 単元のゴールで行う活動を主体的に取り組むための伝え合う活動（伝え合う内容を大切に）

○ 振り返りカード等の活用による自己評価・相互評価
○ 言語面、内容面、学び方の振り返り
○ 授業の終わり



2. 「言語活動」について

再確認 言語活動の考え方

学習指導要領解説にある「言語活動」に関しての記載

児童が興味・関心のある題材や活動

決められた表現を使った単なる
反復練習のようなやり取りではなく

自己理解・他者理解を深め、
コミュニケーションの楽しさを実感

ペアやグループ、学級に向けた発表

指導者から児童、児童から指導者、
また児童同士

「誰に」「何のために」という
「相手意識」や「目的意識」

相手の思いを想像し、
伝える内容や言葉、伝え方を考えながら

本当に伝えたい内容

身近で具体的な場面設定

「伝え合う」ことへの意欲が
高まるような

場面設定や題材の選択

意味のあるやり取り 伝え合う目的や必然性のある
場面でのコミュニケーション

　外国語活動や外国語科において、言語活動とは、

　「実際に英語を用いて互いの考えや気持ちを伝え合う」活動を意味する。

　英語を用いているが、考えや気持ちを伝え合うという要素がない活動は言語活動であるとは言い難い。

★ 児童の興味・関心に合った内容 を取り扱う。

★ 語彙や表現に慣れ親しませるために、 アウトプットを重視 した、量的・質的に充実した活動を組む。

★ 活動の前に、ルールや方法を日本語で説明するのでなく、 モデルを示す ようにする。

★ 「自分の本当の気持ちを、知っている英語や態度でなんとか相手に伝えようとする」ことが大切。

　 “Repeat after me.”の多い授業にならないように注意する。

★ （モデルとして）学級担任やALTが 自身の本当のこと を語る。

「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」（文部科学省）より

文部科学省資料より

言語活動を効果的に行うために、事前に次のような点に注意しましょう。

　児童には、「言語活動」で伝え合う喜び、楽しさを味わわせたいものです。そのためにも、単元計画や
授業計画を立てる際、設定した言語活動に上記のような要素があるかという視点で、客観的に見直して
みましょう。
　公開授業等における授業観察の視点等でも着目される部分です。

⑥



3. 授業づくりのポイント

（1）他教科等との関連

★考えられる具体的な指導内容と連携した教科・領域の例

〈指導内容例〉 〈関連教科・領域〉

学習指導要領でも

「言語活動で扱う題材は、児童の興味・関心に合ったものとし、国語科や音楽科、図画工作科など、
他教科等で児童が学習したことを活用したり、学校行事で扱う内容と関連付けたりするなどの
工夫をすること」（3 指導計画の作成と内容の取扱い⑴オ）

との記載があり、教科等横断的な視点での指導計画の作成・実施が求められています。学習指導要領解説のP125～
P126も参照しましょう。

（2）ALTとの協働

『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』（文部科学省）を参考

特徴を聞き取り、まいごの○○さんを探そう！

○○（地域の行事）をALTの先生に伝えよう！
私のまち○○のよさをALTの先生に伝えよう！
なりたい職業を考えて、夢の時間割を作ろう！

行ってみたい国を紹介しよう！
歴史上の人物を紹介しよう！

バランスのよいランチメニューを作ろう！
○○（家族）のためのディナーを作ろう！

こんなデザインの車があったらいいな！
住みたいな！こんな家

オリジナル絵本を作って読み聞かせをしよう！

レッツ、ダンス！音楽に合わせて体を動かそう！

好きなものランキングを紹介しよう！
インタビュー（アンケート）結果をグラフにしよう！

自分だけのレインボー○○（虫）を作ろう！

リズムに合わせて英語で歌おう！

国語等

総合的な学習の時間等

社会等

家庭等

家庭・図画工作等

図画工作等

体育等

算数等

理科等

音楽等

⑦

教科等横断的なカリキュラムを組み、他教科等で得た知識や体験などを生かした活動を展開することで、
児童の知的好奇心を刺激するとともに、児童にとって学びにつながることになります。児童が進んでコミュニ
ケーションを図りたいと思うような、学校におけるすべての教育活動と積極的に関連付けることが大切です。

◀『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』（文部科学省）より

　現在、大分県内の小学校では、

学級担任や専科教員による単独

での授業、ALTや外部人材との

ティーム・ティーチング等、学校の

実態に合わせた指導形態が取り

入れられています。

　中でも、ALTは児童にとって、その

存在自体が異文化を体現するもの

であるとともに、学習した英語を

使って伝えることができる存在と

して、今後ますますの活用が求め

られます。



『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』（文部科学省）より抜粋

4. クラスルーム・イングリッシュを使おう
※基本的な表現に加えて前回の手引きの表現がさらにパワーアップ！

……このパンフレットについてのお問い合わせ先……

大分県教育庁義務教育課

〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号　TEL：097-506-5529　FAX：097-506-1795
HPアドレス http://www.pref.oita.jp/soshiki/31810/

英語の時間です。

あなたはＡをしてください。

私はＢをします。

鈴木先生の話を聞きましょう。

じゃんけんをしましょう。

じゃんけんぽん!

席に戻りなさい。

準備はいいですか。

始めましょう。

今日の目標です。

目標を一緒に読みましょう。

これが今日の授業内容です。

今日の授業の振り返りを
しましょう。

振り返りシートは書きましたか。

今日の授業は楽しかったですか。

今日はこれで終わります。

また［来週／次回］会いましょう。

笑顔で。

正解です。

よい考えです。

［テキスト/ワークシート/ファイル］

を取り出しなさい。

テキストを片付けなさい。

前に来なさい。

（彼／彼女）に拍手しましょう。

ペアになりなさい。

相手を代えなさい。

役割を変えなさい。

ノートに貼りなさい。

お餅を英語で何と言いますか。

It’s time for English class.

You’ll be A, and I’ll be B.

Let’s listen to Suzuki sensei.

Let’s play rock, paper, scissors. 
One, two, three!

Go back to your seat.

Are you ready?

Let’s begin.

This is today’s goal.

Let’s read the goal together.

This is today’s [lesson / class 
schedule / plan].

Let’s review today’s class.

Did you finish writing the 
reflection sheet?

Did you enjoy today’s class?

That’s all for today.

See you [next week / next time].

With a smile.

That’s right.

That’s a good idea.

Take out your [textbook / 
worksheet / file ].

Put away your textbook.

Come to the front.

Let’s give (him/her) a big hand.

Make pairs.

Change partners.

Change [Switch] roles.

Glue it in your notebook.

How do you say omochi in English?

Any volunteers?

Make groups of five (students).

Write the letter ‘A’ with me.

Choose the phrase you want to 
copy and write it carefully.

Write on the 4 lines.

Put your pencil down.

Choose one of these words and 
copy it.

One minute left.

This is the end of the story.

Write your name on the 
worksheet.

How many cards do you have?

Don’t show your cards to 
anyone.

Walk around and find a partner.

One point for Group A.

Who knows the answer?

Talk in your group.

Collect your worksheet.

I’ll give you three hints.

It’s OK to make mistakes.

Good!/Great!/Well done!

You did a good job!

Congratulations!

Wonderful!/Excellent!/
Fantastic!/Perfect!/Super!

Close! / Almost!

You’re getting better.

Keep it up!

You can do it.

やりたい人はいますか。

５人のグループをつくりなさい。

私と一緒に「A」を書きなさい。

書きたい表現を選んでていねい
に書きなさい。

４線の上に書きなさい。

鉛筆を置きなさい。

１つ単語を選んで書き写しなさい。

あと１分です。

これでお話は終わりです。

ワークシートに名前を書きなさい。

何枚カードを持っていますか。

カードを友達に見せてはいけま
せん。

歩き回って相手を見つけなさい。

Aグループに１ポイント。

答えが分かった人はいますか。

グループで話し合いなさい。

ワークシートを集めなさい。

ヒントを３つ言います。

間違えても大丈夫だよ。

よくできました!

がんばりましたね!

おめでとう!

素晴らしい!／いいね!

惜しい!

よくなってきましたよ。

その調子!

君ならできるよ。
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