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〔外国語科〕

１ 外国語科のねらい

(1) 外国語科の目標

第１ 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、簡単な情報や考えなどを理解したり表現

したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目

指す。

(1) 外国語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどを理解するとともに、これらの知識を、
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

きる技能を身に付けるようにする。 〔知識及び技能〕

(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、日常的な話題や社会的な話題
について、外国語で簡単な情報や考えなどを理解したり、これらを活用して表現したり伝え

合ったりすることができる力を養う。 〔思考力、判断力、表現力等〕

(3) 外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮し
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。

〔学びに向かう力、人間性等〕

外国語科の本質は、「簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュ

ニケーションを図る資質・能力」を育成することである（上記下線部）。上記(1)は、外国語にお
ける「何を理解しているか、何ができるか」という「知識及び技能」の習得に関わる目標、上記

(2)は、外国語における「理解していること・できることをどう使うか」という「思考力、判断
力、表現力等」の育成に関わる目標、上記(3)は、「どのように社会・世界と関わり、よりよい人
生を送るか」という「学びに向かう力、人間性等」の涵養に関わる目標として掲げられたもので

ある。これらの資質・能力を育成するためには、外国語教育の特性に応じて、生徒が物事を捉え、

思考する「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働かせることが重要であ

る。「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」とは、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であり、「外国語で表現して伝え合うため、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」であると考えられる。

また、小学校に新たに外国語科が導入されたことを踏まえ、小学校における学習との接続に一層

留意する必要がある。

(2) 英語の目標

外国語科の目標を踏まえ、英語では次のように五つの領域ごとに目標が設定されている。これ

らの目標は、複数の領域を効果的に関連付ける統合的な言語活動を視野に入れたものとなってい

る。

１ 目標

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。

(1) 聞くこと
ア はっきりと話されれば、日常的な話題について、必要な情報を聞き取ることができるよう
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にする。

イ はっきりと話されれば、日常的な話題について、話の概要を捉えることができるようにす

る。

ウ はっきりと話されれば、社会的な話題について、短い説明の要点を捉えることができるよ

うにする。

(2) 読むこと
ア 日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれたものから必要な情報を読み取ることが

できるようにする。

イ 日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれた短い文章の概要を捉えることができる

ようにする。

ウ 社会的な話題について、簡単な語句や文で書かれた短い文章の要点を捉えることができる

ようにする。

(3) 話すこと［やり取り］

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うことができるようにす

る。

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用い

て伝えたり、相手からの質問に答えたりすることができるようにする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、そ

の理由などを、簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。

(4) 話すこと［発表］

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で話すことができるようにする。

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用い

てまとまりのある内容を話すことができるようにする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、そ

の理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができるようにする。

(5) 書くこと

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて正確に書くことができるようにする。

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用い

てまとまりのある文章を書くことができるようにする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、考えたことや感じたこと、そ

の理由などを、簡単な語句や文を用いて書くことができるようにする。

なお、各学校において作成される学習到達目標は、上記五つの領域別の目標を踏まえながら、

指導内容である具体的な言語材料と言語活動を関連付けて設定されたものにすることが望まし

い。同じ学習到達目標について、複数の単元で異なる言語材料を活用した異なる言語活動を行う

ことにより、五つの領域別の目標をよりよく達成できるようなカリキュラム・マネジメントや課

題設定が望まれる。

２ 英語の指導内容

(1)英語の指導内容

〔知識及び技能〕の内容については、音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどを理解すると

いう「知識」の面と、その知識を「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」及び「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という「技能」の面とで構成されている。

下記ア～エの詳細については、学習指導要領に示されている内容を熟読し、参照すること。特

に、今回の改訂で変更となった「取り扱う語数」（「1200語程度の語」から「小学校で学習する 600
～ 700 語に加え、「1600 ～ 1800 語程度の語」に変更）や、追加された「文、文構造及び文法事
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項」（「感嘆文のうち基本的なもの」、「現在完了進行形」や「仮定法のうち基本的なもの」など）

については留意して指導に当たる必要がある。

〔知識及び技能〕

(1) 英語の特徴やきまりに関する事項
実際に英語を用いた言語活動を通して、小学校学習指導要領第２章第 10 節外国語第２の

２の(1)及び次に示す言語材料のうち、１に示す五つの領域別の目標を達成するのにふさわ
しいものについて理解するとともに、言語材料と言語活動とを効果的に関連付け、実際のコ

ミュニケーションにおいて活用できる技能を身に付けることができるよう指導する。

ア 音声

イ 符号

ウ 語、連語及び慣用表現

エ 文、文構造及び文法事項

〔思考力、判断力、表現力等〕の内容については、以下の(2)の「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事項」として、ア、イ、ウ

に整理されている。

〔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

具体的な課題等を設定し、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、情

報を整理しながら考えなどを形成し、これらを理論的に表現することを通して、次の事項を

身に付けることができるよう指導する。

ア 日常的な話題や社会的な話題について、英語を聞いたり読んだりして必要な情報や考

えなどを捉えること。

イ 日常的な話題や社会的な話題について、英語を聞いたり読んだりして得られた情報や

表現を、選択したり抽出したりするなどして活用し、話したり書いたりして事実や自分

の考え、気持ちなどを表現すること。

ウ 日常的な話題や社会的な話題について、伝える内容を整理し、英語で話したり書いた

りして互いに事実や自分の考え、気持ちなどを伝え合うこと。

下記(3)「言語活動及び言語の働きに関する事項」においては、〔思考力、判断力、表現力等〕
の育成に当たり、〔知識及び技能〕に示される事項を活用して、五つの領域ごとの具体的な「①

言語活動に関する事項」に示された言語活動を通して指導することや、「②言語の働きに関する

事項」を適切に取り上げて指導が行われる必要が示されている。

(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

(2)に示す事項については、(1)に示す事項を活用して、例えば次のような言語活動を通し
て指導する。

ア 小学校学習指導要領第２章第 10節外国語の第２の２の(3)に示す言語活動のうち、小
学校における学習内容の定着を図るために必要なもの。

イ 聞くこと

(ｱ) 日常的な話題について、自然な口調で話される英語を聞いて、話し手の以降を正

確に把握する活動。

(ｲ) 店や公共交通機関などで用いられる簡単なアナウンスなどから、自分が必要とす

る情報を聞き取る活動。

(ｳ) 友達からの招待など、身近な事柄に関する簡単なメッセージを聞いて、その内容

を把握し、適切に応答する活動。
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(ｴ) 友達や家族、学校生活などの日常的な話題や社会的な話題に関する会話や説明な

どを聞いて、概要を要点を把握する活動。また、その内容を英語で説明する活動。

ウ 読むこと

(ｱ) 書かれた内容や文章の構成を考えながら黙読したり、その内容を表現するよう音

読したりする活動。

(ｲ) 日常的な話題について、簡単な表現が用いられている広告やパンフレット、予定

表、手紙、電子メール、短い文章などから、自分が必要とする情報を読み取る活動。

(ｳ) 簡単な語句や文で書かれた社会的な話題に関する説明などを読んで、イラストや

写真、図表なども参考にしながら、要点を把握する活動。また、その内容に対する

賛否や自分の考えを述べる活動。

エ 話すこと［やり取り］

(ｱ) 関心のある事柄について、相手からの質問に対し、その場で適切に応答したり、

関連する質問をしたりして、互いに会話を継続する活動。

(ｲ) 日常的な話題について、伝えようとする内容を整理し、自分で作成したメモなど

を活用しながら相手と口頭で伝え合う活動。

(ｳ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、読

み取ったことや感じたこと、考えたことなどを伝えた上で、相手からの質問に対し

て適切に応答したり自ら質問し返したりする活動。

オ 話すこと［発表］

(ｱ) 日常的な話題について、その場で考えを整理して口頭で説明する活動。

(ｲ) 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどをまとめ、簡単なスピー

チをする活動。

(ｳ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、自

分で作成したメモなどを活用しながら口頭で要約したり、自分の考えや気持ちなど

を話したりする活動。

カ 書くこと

(ｱ) 趣味や好き嫌いなど、自分に関する基本的な情報を語句や文で書く活動。

(ｲ) 簡単な手紙や電子メー得るの形で自分の近況などを伝える活動。

(ｳ) 日常的な話題について、簡単な語句や文を用いて、出来事などを説明するまとま

りのある文章を書く活動。

(ｴ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、自

分の考えや気持ち、その理由などを書く活動。

②言語の働きに関する事項

言語活動を行うに当たり、主として次に示すような言語の使用場面や言語の働きを取り上

げるようにする。

ア 言語の使用場面の例

(ｱ) 生徒の身近な暮らしに関わる場面

(ｲ) 言語の働きの例

イ 言語の働きの例

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする

(ｲ) 気持ちを伝える

(ｳ) 事実・情報を伝える

(ｴ) 考えや意図を伝える

(ｵ) 相手の行動を促す
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(2)指導計画の作成と内容の取扱い

ア 指導計画の作成

指導計画の作成に当たっては、小学校や高等学校における指導との接続に留意しながら、次の

事項に配慮する。

〇単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の

主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする。

〇学年毎の目標を適切に定め、３学年間を通じて外国語科の目標の実現を図るようにする。

〇小学校第３学年から第６学年までに扱った簡単な語句や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。

〇授業は英語で行うことを基本とする。その際、生徒の理解の程度に応じた英語を用いる。

〇言語活動で扱う題材は、生徒の興味・関心にあったものとし、他の教科等で学習したことを活

用したり、学校行事で扱う内容と関連付けたりする。

〇障害のある生徒などについては、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。

〇指導計画の作成や授業の実施に当たっては、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材

などの協力を得る等、指導体制の充実を図るとともに、指導方法の工夫を行う。

イ 内容の取扱い

内容の取扱いについては、次の事項に配慮する。

〇平易なものから難しいものへと段階的に指導する。また、生徒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ことがあることに留意する。

〇音声指導に当たっては、音声指導の補助として、必要に応じて発音表記を用いて指導すること

もできることに留意する。また、発音と綴りとを関連付けて指導する。

〇生徒の学習負担にも配慮しながら筆記体を指導することもできることに留意する。

〇文法事項の指導に当たっては、次の事項に留意する。

・関連のある文法事項はまとめて整理するなど、効果的な指導ができるよう工夫する。

・文法はコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ、コミュニケーションの目的を達

成する上での必要性や有用性を実感させた上でその知識を活用させたり、繰り返し使用すること

で、規則性や構造などについて気付きを促したりするなど、言語活動と効果的に関連付けて指導

する。

・用語や用法の区別などの指導が中心とならないよう配慮する。

〇辞書の使い方に慣れ、活用できるようにする。

〇ペア・ワーク、グループ・ワークなどの学習形態について適宜工夫すること。

〇生徒の実態、教材の内容などに応じて視聴覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、教

育機器などを有効活用する。

〇コミュニケーションを行う目的、場面、状況などを明確に設定し、言語活動を通して育成すべ

き資質・能力を明確に示すことにより、生徒が学習の見通しを立てたり、振り返ったりすること

ができるようにする。

３ 外国語科の学習指導

(1) 授業づくりのポイント

授業づくりは、以下の留意事項をふまえ、「年間指導計画⇒単元設計⇒単位時間の授業設計」

の流れで行う。

ア 年間指導計画づくりのポイント

・４技能をバランスよく育成するために、学習到達目標（CAN-DO リスト）を設定する。
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・学習到達目標（CAN-DOリスト）に基づいた、年間指導計画および評価計画を設定する。
イ 単元設計のポイント

・「聞いたことから話す」「読んだことから話す」「読んだことから書く」など、技能を関連

付けてコミュニケーションを図ることが必然となる技能統合型の言語活動を設定する。

・導入、理解、練習、産出、など、何をねらいとしているかをふまえて言語活動を設定する。

・「私たちの町を ALTの先生に紹介しよう」など、プロジェクト型の自己表現活動を題材と
して位置付ける際は、以下の点に留意する。

＊目的、場面、状況などを踏まえ、目的意識や相手意識をもって表現させる。

＊見通しをもたせるために、まず初めに活動内容や評価について具体を示す。

＊プロジェクトを通して生徒に書かせたい英文を、まずは教師が書いてみる。その際、

例えば３年生で６文（35語～40語）以上で Bなど、評価基準を設定する。
＊活動への目的意識や、意欲を持たせるために、映像を活用するなど導入を工夫する。

＊スピーキングや英作文などのパフォーマンステストにつなげ、評価する。

＊活動後の振り返りを位置付け、次の活動につなげる。

ウ 単位時間の授業設計のポイント

・小学校外国語活動での学びを生かせるように、Hi, friends! や Hi, friends! Plus、We Can! な
どの指導内容を把握しておく。また、チャンツなど、外国語活動や小学校外国語科の教材や、

ゲームなど、外国語活動で行ったような活動を授業に取り入れ、小中の円滑な接続を図る。

・語彙や文法事項の理解につながる音読などの繰り返し指導を位置付ける。

・思考を促すことができるように、生徒が産出した英文について「この表現をどう思うか」

などと問うなどしてフィードバックする場を設定する。

・ペアやグループでの活動を目的を持って設定する。交流に際しては、交流の視点や手順を

示したり、ホワイトボードに考えを書かせたりして学び合いを促す。

・機会をとらえて、辞書活用の指導を充実させる。

・授業で身に付けることと、家庭学習で身に付けることを区別して考え、計画的、系統的に

宿題を提示する。また、家庭学習に係る教員間の連携を図る。

(2) 基本的な学習指導過程（単元及び単位時間）

ア 単元指導計画例

段階 学習活動・内容 指導及び援助の視点

１ 単元の概要把握 ○単元末に行う自己表現活動の発表モデルの視聴

（１）題材の概要把握 や英文モデルの読解をさせる。紹介文等の作品

導 ・紹介文等の作品 提示、Model Dialogue、Oral Introductionと Q&A
・Model Dialogue、 Model Speech 等により題材の概要や価値等に触れさせる。

・Oral Introduction 等 ○自分の考えや伝えたいことが表出するように、

入 （２）単元を通した学習課題の把握 生徒の実態に合ったテーマを選ぶ。

・「自分は～を表現したい」 ○評価の具体を示し、何をどう学ぶかについて見

通しをもたせ、課題を設定させる。

２ 新出言語材料の理解・練習とコミュ ○ここでの理解、練習を単元末のプロジェクト型

ニケーション活動 の自己表現活動につなげるために、言語材料や

（１）新出言語材料等の理解と練習 場面をプロジェクトの内容に関連づけるように

・身近な題材を用いた説明 する。

・パターンプラクティス ○繰り返し使用させる既習の言語材料は、意図的、

・空所補充問題 ・語順整序問題 計画的に決め、それらを用いて例文や練習問題

（２）各セクションの内容理解 を作成する。
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展 ・Q&A ・True or False ○新出言語材料を十分に理解させてから順次進め

・音読 ・要約 等 るのではなく、題材中における新出言語材料の

（３）コミュニケーション活動 働きや意味を学習させると同時に、実際の使用

・インタビュー活動 場面を意識した言語活動を設定する。

開 ・リテリング 等 〇単位時間の最後に、一文でも自分の考えや気持

ち、情報を表現する場を設定する。

３ 単元のまとめ ○理解、練習した言語材料を必然的に使用するよ

（１）新出言語材料を活用させ定着を図 うな場面を含むタスク（課題）を与える。

終 るプロジェクト型の自己表現活動 ○まとまりのある英文を書かせる場面では、マイ

・有名人紹介文の作成 ンドマッピング→下書き作成→グループでの学

・将来の夢のスピーチ発表 び合い→清書など、段階的に書かせる。

・スキット、ストーリーメイキング ○生徒が産出した英文の誤りを生かしたフィード

末 ・ALTへの日本文化紹介のプレゼン バックの場を設定する。

・別題材を使った発展的な読解 等 ○全体の場で発表させる場合、十分に練習時間を

（２）振り返り 確保する。

イ－（１） 単位時間の展開例（言語材料の理解、練習を行う単元半ばの授業）

段階 学習活動・内容 指導及び援助の視点

１ 英語であいさつ ○ Q&A は教師対生徒だけでなく、生徒対生徒な
導 ・天候、曜日、日付、時刻等 ども設定するとよい。

２ 前時までの復習 ○既習事項の復習は、テンポを大切にし、ペア等

３ 本時のめあての確認 の形態での生徒同士のコミュニケーション活動

入 ( 方法 )して( 内容 )しよう の中で行う。帯活動として位置付けるとよい。

４ 新出言語材料の理解、練習

（１）新出言語材料の文構造等の理解 ○生徒の関心や意欲を引き出すために、言語材料

・意味、働き、文構造の理解 の導入では、視覚情報などを活用する。

展 ・パターンプラクティス 等 ○意味、語順などに加え、その働きに気づかせる。

（２）新出言語材料が使われている教科 〇 Q&A や T-F など、英語で内容理解を図る。ま
書本文の内容理解 た、Q&A は、概要を問う発問からテーマに迫

・Q&A、 T-F 等 る発問へと段階的に発問構成する。答えさせる

開 （３）音読練習 際は、根拠となる英文を問い、書かせるように

・Chorus/Individual Reading する。

（４）コミュニケーション活動 ○新出言語材料を使って、自分の考えや気持ち、

・インタビュー活動 等 情報をやりとりする場を設定する。

（５）話す活動で用いた英文を書く 〇話したことを書かせるなど文字につなぐ。

５ 本時のまとめ ○自己評価カード等で、めあての達成状況を振り

終 （１）振り返り 返らせる。

末 ・相互評価、自己評価 〇ワークシートの記述等から、主眼やめあてと整

（２）次時の学習の確認 合性を持たせた評価を行い、次時につなげる。

イ－（２） 単位時間の展開例（理解、練習したものを産出する単元末の授業）

段階 学習活動・内容 指導及び援助の視点

１ 英語であいさつ ○前年度の生徒によるパフォーマンスや ALT に
導 ・天候、曜日、日付、時刻等 よるモデルスピーチ等を提示して、プロジェク

２ 前時までの復習 トのゴールのイメージを持たせておく。生徒の
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３ 本時のめあての確認 実態に応じて、モデル文を提示してもよい。

入 ( 方法 )して( 内容 )しよう ○めあてとともに、評価の具体についても確認を

する。

４ プロジェクト型の活動 ○実態に応じて、２単位時間で実施してもよい。

（１）ALT の「お気に入りの有名人」 ○ ALT の表現を自己表現に活用できるように、
の紹介を聞き概要を理解する。（聞く） 紹介内容とその表現方法を理解させる。

（２）「お気に入りの有名人」の紹介文 ○日本語の語句でマインドマップを書かせ、内容

展 の下書きを書く。（書く） を整理させる。また、構成について指導する。

（３）班で交流する。 ○班での学び合いを設定し、互いに内容や構成に

・内容は十分か ついてアドバイスさせ、加筆や修正につなげる。

・伝わりやすい構成になっているか等

開 （４）加筆・修正し、清書する。 ○産出の際に生じた文法の誤りに気づかせるため

に、「三人称単数は正しく使われているか」な

ど視点を与えて思考を促す。

（５）発表の練習をする。（話す） ○十分に練習時間を確保する。

（６）発表をする。発表を聞く。 ○即興でのやり取りにつなげるため、発表の後、

（７）内容について Q&Aを行う。 内容についての生徒同士の Q&Aを設定する。
○相互評価させ、自己評価につなげる。

５ 本時のまとめ ○評価の観点または技能ごとに、自己評価させた

終 （１）振り返り 上で、「うまくいったこと」「次に気をつけた

末 ・自己評価、自由記述 いこと」など自由記述させ、次の活動につなげ

（２）次単元の学習の確認 る。

４ 外国語科における評価の考え方

１単位時間の授業では、評価は一つないし二つの観点に絞る。また、めあてを提示する際は、

「何をどう評価するのか」、評価の観点や項目について生徒に明確に伝わるように示す。

学習到達目標（CAN-DO リスト）に基づいた、年間指導計画および評価計画に沿って、単元
の評価を設定する。

観 点 評 価 規 準 評価基準作成のポイント

コミュニケーション コミュニケーションに関心をもち、積 ・表現した文の数、会話のターン

への関心・意欲・態度 極的に言語活動を行い、コミュニケー の数、時間

ションを図ろうとする。 ・振り返りの記述内容 等

外国語表現の能力 初歩的な英語を用いて、自分の考えや ・自分の考えや気持ちを表す時の

気持ちなどを話したり、書いたりして 文法、構成、場面や相手に応じ

表現する。 た適切さ

・音読の音声の適切さ 等

外国語理解の能力 初歩的な英語を聞いたり読んだりして、・聞いたり読んだりしたことにつ

話し手や書き手の意向や具体的な内容 いての内容理解に関わる問題の

など相手が伝えることを理解する。 正答率 等

言語や文化につい 言語やその運用についての初歩的な知 ・語彙や文法形式の理解度を測る

ての知識、理解 識、技能を身に付けるとともに、その テストの正答率、正答の頻度

背景にある文化を理解している。 ・文化についての理解度 等

※平成３３年度からは、評価の観点は、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取

り組む態度」の３観点となる。
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