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（３）外国語

ここでは、中学年における「外国語活動」、高学年における「外国語科」について述べる。

１ 外国語活動

（1）外国語活動の目標

ア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。

① 外国語を通して、イ言語や文化について体験的に理解を深め、ウ日本語と外国語との音

声の違い等に気付くとともに、エ外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。

〔知識及び技能〕

② オ身近で簡単な事柄について、カ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。 〔思考力、判断力、表現力等〕

③ 外国語を通して、キ言語やその背景にある文化に対する理解を深め、ク相手に配慮しな

がら、ケ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〕

アは、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」であると示されている。

①は、「知識及び技能」の習得に関わる目標である。イは、児童のもつ柔軟な適応力を生かし

て、言葉への自覚を促し、幅広い言語に関する能力や国際感覚の基盤を培うため、日本語や我が

国の文化を含めた言語や文化に対する理解を深めることを指している。ウは、日本語と外国語を

比較することで、日本語と外国語との音声の違い等に気付かせることを指している。エは、高学

年以降の外国語学習における聞く力や話す力につなげるものとして、外国語の音声や基本的な表

現に慣れ親しむことを示している。

②は、「思考力、判断力、表現力等」の育成に関わる目標である。オは、高学年の外国語科と

同様、児童がよく知っている人や物、事柄のうち簡単な語彙や基本的な表現で表すことができる

ものを指している。また、中学年の外国語活動では、伝え合う力の素地をカに示すように、「聞

くこと」、「話すこと［やり取り］」及び「話すこと［発表］」の三つの領域を通して養うことと

している。一方、高学年の外国語科では、「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」の五つの領域を通して養うこととしている。

③は、「学びに向かう力、人間性等」の涵養に関わる目標である。キは、学習対象である外国

語などの固有の言語だけでなく、日本語も含めた言語の普遍性について気付くことの重要性を示

している。またクは、言語は人との関わりの中で用いられるため、他者を尊重し、聞き手・話し

手に配慮しながらコミュニケーションを図ることが求められることを示している。ケは、単に授

業等において積極的に外国語を使ってコミュニケーションを図ろうとする態度のみならず、生涯

にわたって継続して外国語習得に取り組もうとするといった態度を養うことを目標としている。

（2）「英語」の目標

外国語活動では、前述の目標を踏まえ、英語において次のような具体的な目標を設定している。

①聞くこと

ア ゆっくりはっきりと話された際に、自分のことや身の回りの物を表す簡単な語句を聞

き取るようにする。

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
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分かるようにする。

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に、どの文字であるかが分かるようにする。

②話すこと［やり取り］

ア 基本的な表現を用いて挨拶、感謝、簡単な指示をしたり、それらに応じたりするよう

にする。

イ 自分のことや身の回りの物について、動作を交えながら、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ようにする。

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］

ア 身の回りの物について、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。

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。

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、人前で実物などを見せながら、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話すようにする。

(3) 外国語活動における「英語」の指導内容［第３学年及び第４学年］

①内容

〔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

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。

〔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

報や考えなどを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 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使って、相手

に配慮しながら、伝え合うこと。

イ 身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどが伝わるよう、工夫して質問を

したり質問に答えたりすること。

(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)の事項は、(1)の事項を活用して、例えば次のような言語活動を通して指導する。

ア聞くこと

(ｱ) 身近で簡単な事柄に関する短い話を聞いておおよその内容を分かったりする活動。

(ｲ) 身近な人や身の回りの物に関する簡単な語句や基本的な表現を聞いて、それらを表

すイラストや写真などと結び付ける活動。

(ｳ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体で書かれた文字と結び付ける活動。

イ話すこと［やり取り］

(ｱ) 知り合いと簡単な挨拶を交わしたり、感謝や簡単な指示、依頼をして、それらに応

じたりする活動。
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(ｲ) 自分のことや身の回りの物について、動作を交えながら、好みや要求などの自分の

気持ちや考えなどを伝え合う活動。

(ｳ) 自分や相手の好み及び欲しい物などについて、簡単な質問をしたり質問に答えたり

する活動。

ウ話すこと［発表］

(ｱ) 身の回りの物の数や形状などについて、人前で実物やイラスト、写真などを見せな

がら話す活動。

(ｲ) 自分の好き嫌いや、欲しい物などについて、人前で実物やイラスト、写真などを見

せながら話す活動。

(ｳ) 時刻や曜日、場所など、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、人前で実物

やイラスト、写真などを見せながら、自分の考えや気持ちなどを話す活動。

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) 児童の身近な暮らしに関わる場面 (ｲ) 特有の表現がよく使われる場面

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

②指導計画の作成と内容の取扱い

要点をまとめると、次のことに留意することが大切である。

(1) 指導計画の作成に当たって

〇 具体的な課題等を設定し、児童がコミュニケーションの目的や場面、状況などを意識し

て活動を行い、英語の音声や語彙、表現などの知識を、三つの領域における実際のコミュ

ニケーションにおいて活用する学習の充実を図る。

〇 英語を初めて学習することに配慮し、簡単な語句や基本的な表現を用いながら、友達と

の関わりを大切にした体験的な言語活動を行う。

〇 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。

〇 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。

〇 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。

〇 学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が指導計画を作成し、授業を実施するに

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。

(2) 内容の取扱いについて

〇 英語でのコミュニケーションを体験させる際は、児童の発達の段階を考慮した表現を用

い、児童にとって身近なコミュニケーションの場面を設定する。

〇 文字については、児童の学習負担に配慮しつつ、音声によるコミュニケーションを補助

するものとして取り扱う。

〇 言葉によらないコミュニケーションの手段もコミュニケーションを支えるものであるこ

とを踏まえ、ジェスチャーなどを取り上げ、その役割を理解させるようにする。

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。その際、
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相手とコミュニケーションを行うことに課題がある児童については、個々の児童の特性に

応じて指導内容や指導方法を工夫する。

〇 児童が身に付けるべき資質・能力や児童の実態、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し、児童の興味・関心

をより高め、指導の効率化や言語活動の更なる充実を図るようにする。

〇 各単元や各時間の指導に当たっては、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、児童

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。

(4) 外国語活動の指導

① 基本的な単元計画及び活動例

段階 学習活動・内容 指導及び援助の視点

１ 単元のテーマ(文化的側面)とテーマ ○異文化に触れさせるため、ALT を活用したり
に関する英語表現を知る。 絵や写真、実物などを提示したりする。

導 ○異文化に関するリスニング ○英語表現の音声に慣れ親しませるため、CD
・「いろいろな国の英語」 や ALTを活用する。
・「世界の国々の時間と子供の活動」等 ○英語表現に慣れさせるため、ゲームやチャン

入 ○カルタ、キーワードゲーム ツなど遊びの要素を取り入れて練習させる。

・「建物」「スポーツ」「職業」 等 ○コミュニケーションに対する積極性を高める

○チャンツ、歌 ため、ペアや班などの小集団で練習、確認さ

・"Twelve Months." "I Can Swim." 等 せるなど形態を工夫する。

２ 単元のテーマに基づき作成、配付さ ○ペアや班などの小集団の形態をとり、児童ど

れたカードや自分のことについて話し うしで協力させる活動を設定する。

展 たり、聞いたりする。 ○会話の相手はテンポよく替えさせる。また、

○インタビュー、伝言ゲーム 小集団の単位を徐々に大きくする。

・「好き嫌いを伝える」「できる、できな ○英語表現に慣れ親しませるために、チャンツ

開 いを尋ねる／答える」 等 やゲームなどを繰り返し設定する。

○ロールプレイ ○活動意欲を高めるため、児童の実態に応じた

・「買い物」「道案内」「英語劇」 等 絵や写真などのカードを使う。

３ 単元のテーマに基づいて、自分のこ ○児童の実態に応じて、小集団や学級集団の形

とを話したり、相手のことを聞いたり 態で活動させる。

する。 ○異文化に触れさせるとともに、英語で表現す

終 ○発表を取り入れたクイズ、ゲーム ることに達成感をもたせるため、ALT に発表
・「スネイクスアンドラダーズ」 等 したり、会話したりする場を設定する。

○ Show & Tell、スピーチ ○達成状況を振り返らせるために、コミュニケー

末 ・「メニュー紹介」「夢の紹介」 等 ションへの関心・意欲・態度と言語や文化に

○相互評価、自己評価 関する気付きを視点に評価カードに書かせた

・コミュニケーションへの関心・意欲・ り、口頭で発表させたりする。

態度

・言語や文化に関する気付き

② １単位時間の基本的な展開及び活動例

段階 学習活動・内容 指導及び援助の視点

１ めあての確認 ○ HRTも英語で授業を進めることを心がける。
○英語であいさつ、日付、曜日、天気な ○活動の説明では、HRT は児童のモデルとして

導 どの確認 ALTとデモンストレーションをする。



- 72 -

○前時までに使用し、本時に活用する英 ○単純に繰り返して練習させるのではなく、ゲー

語表現を使ったゲーム、チャンツ等 ムやチャンツ等遊びの要素を取り入れる。

入 ○本時のめあての確認 ○ペアや班などの小集団の形態で児童同士で協

( 内容 )しよう 力させる。

＜ポイント例＞①はっきりした声で ○めあて提示の際に①はっきりした声で②反応

②反応をして をしてなど、コミュニケーションへの関心・

③繰り返して 意欲・態度の視点から活動のポイントを示す。

２ コミュニケーション活動を行う。 ○活動の説明では、HRT が児童のモデルとして
○英語表現の発音 ALTとデモンストレーションをする。
○ゲーム、インタビュー、チャンツ ○ペアや班などの小集団で活動させる。

展 ・児童同士の英語でのやり取り ○会話の相手はテンポよく替えさせる。また、

○発表の準備 小集団の単位を徐々に大きくする。

・Show & Tellのピクチャーカード作成 ○児童の実態に応じた絵や写真などを使う。

開 ・小集団でセリフとジェスチャーの作成 ○ ALTは児童と共に活動したり、発音指導にあ
と練習 たったりし、HRT は上手く活動できていない

〇発表やコミュニケーション活動 児童がいないか見て個別支援をしたり、児童

を評価したりする。

３ 本時のまとめ ○展開の段階の後半の活動が、本時のまとめに

終 ○本時のめあてが達成されたかを確認 なり得る場合が多いので、展開後半の児童の

・コミュニケーションへの関心・意欲・ 活動状況を主眼に合わせて見とる。

末 態度 ○自己評価表に書かせ、発表させる。全体に広

・言語や文化に関する気付き げるべき内容は教師が意図的に指名する。

※ 授業で位置付ける様々な活動は、前述の「１(3)①内容」の中の「(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」で示している言語活動例を参考にすると、
充実した活動になる。

(5) 評価

評価は、平成32年度より、１（１）に示した目標の３つの柱に沿い、「知識・技能」「思考力

・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点でなされることになる。

ただし、本年度（平成30年度）は移行期間であるため、現行学習指導要領に準じ、以下のよう

な観点とポイントで評価を行う。

観 点 評価のポイント 評価方法

言語や文化に関す ○発音、強勢、リズム、音節に関わる日本語との差異性や共 ・様相観察

る気付き 通性に気付く。 ・聞き取り

○文化や習慣についての日本との差異性や共通性に気付く。 ・チェックリスト

○異なる文化や習慣に興味・関心をもち、違いに対し寛容な ・自己評価

気持ちになる。 ・児童が使用

コミュニケーショ ○自分の考えや知っていることを、相手に伝わる声で、多く し て る 教

ンへの関心・意欲 の人に話す。 材 や ワ ー

・態度 ○アイコンタクトをとり、相手に伝わりやすいように必要に ク シ ー ト

応じてジェスチャーを交える。 の点検

○言い換えや繰り返しをしたり、ゆっくり話したりする。

○うなずきやYes. OK.など、反応をして聞く。

外国語への慣れ親 ○強勢やリズムをつけて話す。

しみ ○強勢やリズムのある英語を聞いて理解する。
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２ 外国語科

（1）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 ア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、イ読むこと、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。 〔知識及び技

能〕

② コミュニケーションを行うウ目的や場面、状況などに応じて、エ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

的な表現をオ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、カ自分の考えや

気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力を養う。 〔思考力、判断力、表現力

等〕

③ キ外国語の背景にある文化に対する理解を深め、ク他者に配慮しながら、ケ主体的に外

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〕

①のアは、中学年の外国語活動から発展し、高学年の外国語科では、日本語との音声の違い

にとどまらず、文字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどについても日本語との違いに気付

くこと、さらに、気付きで終わるのではなく、それらが外国語でコミュニケーションを図る際

に活用される、生きて働く知識として理解されることを求めている。また、イでは、中学校で

身に付けるべき実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能の基礎的なものを身に付け

ることを示している。ただし、「読むこと」、「書くこと」については、中学年の外国語活動では

指導しておらず、慣れ親しませることから指導する必要があり、「聞くこと」、「話すこと」と同

等の指導を求めるものではないことに留意する必要がある。

②は、コミュニケーションを行う際はウを意識する必要があり、その上で、「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」ことが重要になることを示している。また、エとは、中学年の外国語活動

と同様、児童がよく知っている人や物、事柄のうち簡単な語彙や基本的な表現で表すことがで

きるものを指している。オは、外国語科として言語能力向上の観点から言葉の仕組みの理解な

どを促すため、英語の文字や単語などの認識、日本語と英語の音声の違いやそれぞれの特徴へ

の気付き、語順の違いなど文構造への気付きなどが求められたことに対応したものである。さ

らに、カについては、聞いたり話したり、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、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、自分の気持ちや考えなどを

伝え合うことの大切さを述べたものである。

④は、「文化に対する理解」やコミュニケーションの相手となる「他者」に対する「配慮」を

伴って、ケを身に付けることを示している。キは、その言語を適切に使うことにもつながる。

クとは、「読むこと」、「書くこと」も扱うことから、コミュニケーションを図る対象が必ずしも

目の前にいる「相手」とは限らないことから、中学年の「相手」ではなく「他者」としている。

（2）「英語」の目標

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

【小学校・外国語】



- 74 -

【小学校・外国語】

句や基本的な表現を聞き取ることができるようにする。

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。

ウ 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、短い

話の概要を捉えることができるようにする。

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。

③話すこと［やり取り］

ア 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よう

にする。

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。

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、簡単な語句や基本的な表

現を用いてその場で質問をしたり答えたりして、伝え合うことができるようにする。

④話すこと［発表］

ア 日常生活に関する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用いて話

すことができるようにする。

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。

ウ 身近で簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理した上で、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話すことができるようにする。

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。

(3) 外国語科における「英語」の指導内容［第５学年及び第６学年］

①内容

〔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

(ｱ) 現代の標準的な発音 (ｲ) 語と語の連結による音の変化

(ｳ) 語や句、文における基本的な強勢 (ｴ) 文における基本的なイントネーション

(ｵ) 文における基本的な区切り

イ 文字及び符号

(ｱ) 活字体の大文字、小文字 (ｲ) 終止符や疑問符、コンマなどの基本的な符号

ウ 語、連語及び慣用表現

(ｱ) １に示す五つの領域別の目標を達成するために必要となる、第３学年及び第４学年

において第４章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

(ｲ) 連語のうち、get up、look atなどの活用頻度の高い基本的なもの

(ｳ) 慣用表現のうち、excuse me、I see、I'm sorry、thank you、you're welcomeなど
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の活用頻度の高い基本的なもの

エ 文及び文構造

(ｱ) 文

a 単文 b 肯定、否定の平叙文 c 肯定、否定の命令文

d 疑問文のうち、be動詞で始まるものや助動詞（can、doなど）で始まるもの、疑問詞

（who、what、when、where、why、how）で始まるもの

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

(ｲ) 文構造

a ［主語＋動詞］

b ［主語＋動詞＋補語］のうち、主語＋be動詞＋［名詞、代名詞または形容詞］

c ［主語＋動詞＋目的語］のうち、主語＋動詞＋［名詞または代名詞］

〔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

ア 身近で簡単な事柄について、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、自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと。

イ 身近で簡単な事柄について、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

推測しながら読んだり、語順を意識しながら書いたりすること。

(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

例えば次のような言語活動を通して指導する。

ア 聞くこと

(ｱ) 自分のことや学校生活など、身近で簡単な事柄について、簡単な語句や基本的な

表現を聞いて、それらを表すイラストや写真などと結び付ける活動。

(ｲ) 日付や時刻、値段などを表す表現など、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活動。

(ｳ) 友達や家族、学校生活など、身近で簡単な事柄について、簡単な語句や基本的な

表現で話される短い会話や説明を、イラストや写真などを参考にしながら聞いて、

必要な情報を得る活動。

イ 読むこと

(ｱ) 活字体で書かれた文字を見て、どの文字であるかやその文字が大文字であるか小

文字であるかを識別する活動。

(ｲ) 活字体で書かれた文字を見て、その読み方を適切に発音する活動。

(ｳ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲示やパンフレットなどから、

自分が必要とする情報を得る活動。

(ｴ) 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、絵本などの中から識別

する活動。

ウ 話すこと［やり取り］

(ｱ) 初対面の人や知り合いと挨拶を交わしたり、相手に指示や依頼をして、それらに

応じたり断ったりする活動。

(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伝えた

り、簡単な質問をしたり質問に答えたりして伝え合う活動。
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(ｳ) 自分に関する簡単な質問に対してその場で答えたり、相手に関する簡単な質問を

その場でしたりして、短い会話をする活動。

エ 話すこと［発表］

(ｱ) 時刻や日時、場所など、日常生活に関する身近で簡単な事柄を話す活動。

(ｲ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて、自分の趣味や得意なことなどを含めた自己

紹介をする活動。

(ｳ) 簡単な語句や基本的な表現を用いて、学校生活や地域に関することなど、身近で

簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを話す活動。

オ 書くこと

(ｱ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大文字、小文字を書く活動。

(ｲ) 相手に伝えるなどの目的を持って、身近で簡単な事柄について、音声で十分に慣

れ親しんだ簡単な語句を書き写す活動。

(ｳ) 相手に伝えるなどの目的を持って、語と語の区切りに注意して、身近で簡単な事

柄について、音声で十分に慣れ親しんだ基本的な表現を書き写す活動。

(ｴ) 相手に伝えるなどの目的を持って、名前や年齢、趣味、好き嫌いなど、自分に関

する簡単な事柄について、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

用いた例の中から言葉を選んで書く活動。

② 言語の働きに関する事項（高学年のみのものには下線）

ア 言語の使用場面の例

(ｱ) 児童の身近な暮らしに関わる場面

・家庭での生活 ・学校での学習や活動 ・地域の行事など

(ｲ) 特有の表現がよく使われる場面

・挨拶 ・自己紹介 ・買物 ・食事 ・道案内 ・旅行 など

イ 言語の働きの例

(ｱ) コミュニケーションを円滑にする

・挨拶をする ・呼び掛ける ・相づちを打つ ・聞き直す ・繰り返す など

(ｲ) 気持ちを伝える

・礼を言う ・褒める ・謝るなど

(ｳ) 事実・情報を伝える

・説明する ・報告する ・発表するなど

(ｴ) 考えや意図を伝える

・申し出る ・意見を言う ・賛成する ・承諾する ・断る など

(ｵ) 相手の行動を促す

・質問する ・依頼する ・命令する など

②指導計画の作成と内容の取扱い

要点をまとめると、以下のことが大切である（外国語活動と同様の内容は省略）。

(1) 指導計画の作成に当たって

〇 第３学年及び第４学年において第４章外国語活動を履修する際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。

(2) 内容の取扱いについて

〇 言語材料については、平易なものから難しいものへと段階的に指導する。また、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。
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ウ 文や文構造の指導に当たっては、次の事項に留意する。

(ｱ) 児童が日本語と英語との語順等の違いや、関連のある文や文構造のまとまりを認識

できるようにするために、効果的な指導ができるよう工夫する。

(ｲ) 文法の用語や用法の指導に偏ることがないよう配慮して、言語活動と効果的に関連

付けて指導する。

(3) 教材について

〇 教材は、聞くこと、読むこと、話すこと［やり取り］、話すこと［発表］、書くことな

どのコミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を総合的に育成するため、２（2）

に示す五つの領域別の目標と２（3）①に示す内容との関係について、単元など内容や時

間のまとまりごとに各教材の中で明確に示すとともに、実際の言語の使用場面や言語の

働きに十分配慮した題材を取り上げる。

〇 英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活、風俗習慣、物

語、地理、歴史、伝統文化、自然などに関するものの中から、児童の発達の段階や興味

・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げる。

(4) 外国語科の学習指導

①基本的な学習過程について

１(4)で示した外国語活動の指導と同様に、外国語科も、「話すこと（やり取り、発表）」「聞

くこと」を中心とし、インプットが中心の活動からアウトプットややり取りが中心の活動へと

徐々に移行していくように単元や一単位時間を構成する。外国語活動との活動構成の違いとし

て、次の２点に留意する。

ⅰ 一単位時間の導入時に、それまでの学習で慣れ親しんだ表現を用いた身近で簡単な会話

（Small Talk）を位置付ける。第5学年では、教師の話を聞いたり、教師と児童でやり取り

をしたりすることを中心とし、第6学年では、児童どうしで行うようにしていく。そのよう

な段階をとることで、徐々に身近な話題で複数のやり取りができるように指導していく。

ⅱ 「読むこと」「書くこと」の活動を、毎時間の後半に少しずつ、単元においても、後半に

なるにつれて少しずつその活動が増えるように組み込んでいく。

②「読むこと」「書くこと」の指導のポイント

「読むこと」「書くこと」は、目標や内容に示されているように、音声で十分に慣れ親しんだ

語句や表現を推測して読んだり、基本的な表現を書き写したり、例文を参考にして書いたりす

る活動である。つまり、その表現や語句に音声で十分慣れ親しんでいることが前提であるため、

外国語活動のような「話すこと」「聞くこと」の活動の仕組み方が、高学年でも重要となるわけ

である。その中に、「読むこと」「書くこと」の活動を組み込んでいく。

「読むこと」の指導は、聞く活動、話す活動の際にも、文字を黒板に掲示しておくなどして、

音声と文字をつなげて推測しやすくしておくとよい。そのうえで、例えば「友達やＡＬＴから

の手紙を読む」「簡単な物語を読む」など、読む必然性のある場面設定を行うことが大切である。

「書くこと」の指導においても、例えば「友達やＡＬＴに手紙を渡す」など、書く必然性、

書く目的をもてるような場面設定を行うこと、そして、例文を参考に語順を意識させながら書

かせることが大切である。

(5) 評価

外国語活動同様、移行期間である本年度は、現行学習指導要領に準じ、１(4)で示した評価の
観点とポイントで行う。「読むこと」「書くこと」は活動として体験はするが、評価を行う必要

はない。しかし、児童の様相から、推測して読めているか、語順を意識して自分が伝えたいこと

を書けているかを見取るように心がけると、授業改善や移行後の評価に役立てることができる。
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