
研究の概要  
 

１ 研究主題 

主体的なひとり学びを基盤とした学び合いの工夫 

―実際の英語使用の場面を意識したタスク活動における課題解決を通して― 

 

２ 主題設定の理由 

① 英語教育界の動向から 

 今，日本の英語教育は大改革期を迎えている。文科省は，今後の英語教育の改善・充実の方策に関して，「グロ

ーバル化に対応した英語教育改革の５つの提言」を発表した。その中で，特に中学校の教育現場に大きく関わる

改革が２つある。１つは，国が示す教育目標・内容の改善で，中学校の英語の授業は英語で行うことを基本とし，

互いの考えや気持ちを伝え合う言語活動を重視することである。もう１つは，学校における指導・評価に関わっ

て，英語を使って何ができるようになるかという観点から CAN-DO 形式の学習到達目標に基づく指導と学習評

価を着実に実施することである。この流れに取り残されぬよう，市全体として、先の改革の実現に向けた取組を

１つ１つ確実に推進しなければならない。 

② 当市の英語教育を取り巻く現状から 

 当市中学校の英語教育の現状には，以下のような課題がある。 

・授業が英語によるコミュニケーションの場になっておらず，生徒が即興で英語を話す活動に慣れていないこと

から，積極的に英語を使って自己表現しようとする態度が十分に養われていない。 

・英語学習に苦手意識をもつ生徒は他者に依存する傾向が強く，主体的・協働的に学ぶ学習が成立しにくい。 

・生徒の興味・関心を喚起するような課題提示が十分になされていない。 

・生徒に「何のため」が意識されていない活動，網羅的な指導，英語を使わない授業が行われている。 

 以上のような課題を解決するために，次の２点に留意して、授業改善を進める。 

〇生徒に本時のねらいを明示し、学び合いの前に必ず個人で課題と向き合い，課題について生徒が自分の考えや

意見をもって他者との交流に臨むことができるようにするなど、生徒が見通しをもって主体的に学習を進める

ことができる授業を行う 

〇生徒が実際に英語を使って課題解決することが求められるようなタスク活動を系統的・計画的に仕組むことで，

自然な英語使用及び文法・語彙指導の場面をつくり出し，主体的に課題解決に取り組むことができる授業を行

う。 

 

３ 研究の方法と内容 

【研究仮説】 

 

ひとり学びを保障してから学び合う場面が適切に設定されれば，生徒は，他者と協働的に課題解決する 

過程を通して，多様な考え方や表現方法に気付き，主体的に学びを深めていくだろう。 

 

 



 

【研究内容】 

① ひとり学びが保障される学び合いの場面の工夫と設定 

 → 適切な学習形態の工夫（個 → グループ（ペア）→ 全体 → 個）を行う。何のためなのかグループ学習な

のか，何のための全体指導なのかなど，その形態のねらいを明確にした上で指導を進める。 

② ひとり学びを支える学習環境づくり 

→ 資料提示，教室掲示，辞書使用，互いに認め合い高め合う学習集団づくり，個別指導の工夫を行う。特に学

習者が自分の力でコミュニケーション活動に取り組めるように補助的な会話・表現集を個別に与えたり，教

室に掲示したりする。 

③ 実際に使用することによる英語習得を意識した一連のタスク活動の工夫・設定 

→ 全体で分析・確認する「学習タスク」，型の習得のために行う複数回の「練習タスク」を経て，「学習・練習

タスク」と内容的にも形式的にも類似した「評価タスク」で学習到達目標の到達度を評価する。 

④『ねらい ― 学び合い ― まとめ』のある授業及び単元構成 

 → ねらいを明確に示し，適切な学び合いの場面を設定し，ねらいに即した振り返りやまとめを確実

に実施することで，生徒の学習内容の着実な習得を図る。 

 

４ １年次の成果と課題 

○委員間でひとり学びの意義が共有され，それを支える学習環境づくり（資料提示，教室掲示，授業展開の工夫

など）が着実に進んでいる。 

○授業の一単位時間レベルもしくは単元レベルでの，活動→振り返り→活動のサイクルの有効性が認められた。 

○即興での英語使用が求められるタスク活動を定期的に実施することで，自ら思考・判断して粘り強く表現活動

に取り組もうとする態度が身に付いてきた。難易度の高い課題でも，様々な方略を使ってコミュニケーション

を続けようとする態度が育まれつつあるとともに、自然な英語表現・文法導入の場面として有効であった。 

○振り返り活動を徹底することで学習者が自己と向き合う時間が確保され，ひとり学びの力や自己評価能力の向

上につながった。また，振り返りの内容から生徒の学習実態を把握することができて、教師による形成的評価

の場としても極めて有効であった。 

○CAN-DOリストとタスク活動の重要性を再認識することができた。また、タスク活動の遂行に必要な指導を適

切に授業に位置づけることができるようになり、生徒の基礎的・基本的な英語力の向上につながった。 

●英語力の向上には、習得と活用のサイクルの徹底と学習到達目標・指導・評価の一体化が必要である。 

●タスク活動を実施するためには、弾力的に指導計画を運用する必要がある。 

●学び合う集団づくりを実現するためには、英語科だけでなく全校体制で一致した取組の推進が不可欠である。 

 

５ 運営の成果と課題 

○ 現状や目指す生徒の姿を共有できて，市全体として取り組むべき方向性が明確になった。 

○ 糸魚川市内中学校共通のCAN-DOリストを作成し，改訂教科書のまとめの単元である「My Project」のタス

ク化及び指導の共通実践を行う。 

→平成２７年１２月以降の共通実践事項を共通理解し，年度当初の組織固めと指導材料を平成２８年３月中に準

備した。平成２８年度は共通理解の下，実践を進めることができている。 
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１年２組 英語科指導案（略案） 
 

                      日 時 平成２８年１１月９日（水）５校時 

                      会 場 糸魚川市立能生中学校柔剣道場(2階) 

                      授業者 教諭 池上 昭 

１ 単元（題材）名 

  My Project ②  人を紹介しよう （Sunshine English Course 1  開隆堂） 

２  単元（題材）の目標  

  ○既習の語句と表現を使って、他者を紹介することができる。 

３ 単元の指導計画（全４時間） 

※ここまでの帯活動・・・各自が考えたキャラクターを紹介し合うペアでの対話練習 

第１次 班提案「ご当地キャラクター」紹介スピーチづくり          （１時間） 

第２次  班提案「ご当地キャラクター」紹介スピーチをベースにした対話練習                               

（１時間） 

  第３次「ご当地キャラクターコンテスト➀ 個別インタビュー」      （１時間：本時） 

  第４次「ご当地キャラクターコンテスト② 各班プレゼンテーション・投票」   （１時間） 

４ 本時の指導（本時１時間／全４時間） 

（１）ねらい   

   ○班提案ご当地キャラクターについて対話をしながら、互いの班のキャラクターの特徴など 

について情報交換をすることができる。 

（２）手だて（指導の構想） 

①第三者を紹介したり、第三者について問答したりするために必要な表現を身に付けさせる。 

②ペアでの対話練習を通して、対話を続けるための方略（テクニック）を習得させる。 

（３）本時の展開 

学習形態 
目的 

 学習活動 
授業者の働き掛け（ ○ ） 

留意点（ ※ ） 

【ペア】 

練習 

 

【個人】 

課題と改善

策を明確にし

て、この後の

活動に生かす

ことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯（帯活動）ペアになり、他のペアと互いのキャラ

クターを紹介し合う対話練習に取り組む。  

 ＜７分＞ 

 

◯評価の観点について自己評価を行う。 

＜３分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯対話を続けるための方略の再確

認をさせる。 

 

 

◯自己評価をこの後の活動に生か

すよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の観点＞            

 ・Uh-huh./ I see. 等のあいづちを入れることができた。 

 ・Is he/she? , Does he/she? , Really?等の反応をすることができた。 

 ・That’s nice / great / cool. 等の短い感想を言うことができた。 

 ・相手のキャラクターについて説明された内容について、自分のキャラ 

クターはどうなのかを伝えることができた。 

 ・Yes/No questions を使い、知りたいことを尋ねることができた。 

 ・Wh-questionsを使い、知りたいことを尋ねることができた。 

 ・ペアを組んでいる相手任せにせず、自分なりに積極的な姿勢で対話に参加

することができた。 

 ・２人で助け合うなど、協力し合って相手のペアと対話をすることができた。 

 ※自己評価後、改善点と改善策を明確にする。 



 - 2 - 

【グループ】 

 学び合い 

 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ペア】 

学び合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グループ】 

【ペア】 

これまの 

学習の成果 

を発揮する。 

 

【個人】 

◯各自の評価結果を班内で発表し合い、共有する。 

                                   ＜３分＞ 

 

◯本時の学習の目標と学習活動の流れを確認する。 

                  ＜２分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯班内のペアごとに、他班と行う個別インタビュー

の役割分担や基本的な進め方について打合せを

行う。              ＜５分＞ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

◯他班の各ペアとの個別インタビューをそれぞれ

３分で行い、１回終わるごとに、１分間で相手の

キャラクターを評価する。     ＜２５分＞ 
 

本時の振り返り            ＜５分＞ 

※互いの改善策で参考になるこ 

とを評価カードに記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯対話の進め方や役割分担の仕方

についてのアドバイスを与え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯各班１ペアから成るグループに

なるよう指示する。 

（４）評価  

◯ 対話を続けるための方略を駆使しながら対話を進め、互いの班のご当地キャラクター

について詳しく知ることができる。（学習活動の観察、生徒の自己評価）   

 

＜本時の学習の目標＞ 

「ご当地キャラクターコンテスト➀ 個別インタビュー」を通して、互いの 

キャラクターの特徴をつかむことができる。 
 

＜学習活動の流れ＞ 

➀ペアで打合せ  

②各班１ペアからなるグループになり、他の班のペアと対話しながら互いの 

 キャラクターの特徴をつかむ。1 回３分の対話が終わる度に、相手のキャ

ラクターを１分で評価する。 

 

＜役割分担＞ 

・交互に話すのを基本とするのか、前半と後半を分担して話すのか。 
 

＜基本的な進め方＞ 

・どの内容をどの順番で話すのか。（大まかな目安） 

・しゃべっている方がつかえたときの対策 

・対話の進み方の予測 

  

 

ご当地キャラクターコンテスト➀ 個別インタビュー 

対話の基本型（例） 

A: This is our character.  His / Her name is ～.   

B: How old is he / she？ 

A: He / She is ～ years old. 

B: Oh, is he / she？ 

  This is our character.  His / Her name is ～.   

※会話の流れで判断しながら、適宜質問したり反応を入れたりするなど

して、臨機応変に進める。 



３　discriptors早見表　【CAN-DO リスト】6段階

G
rade

S
kill Listening

E
le

m
e
n
ts

Text（テキスト） Condition（条件） Task（タスク）

3
rd G

rade

6 テレビやラジオで放送されるインタビューを， 多少未習語があってもゆっくりはっきり話されれば， 推測しながらその概要や要点を理解することができる。

5 テレビやラジオで放送されるニュースやインタビューを， 多少未習語があっても，ゆっくりはっきりなじみのある英語で話されれば， 推測しながらその概要を理解することができる。

2
n
d G

rade

4 海外旅行先等で聞かれるような公的なアナウンスや会話を， なじみのある英語でゆっくりはっきり話されれば， 指示や正確な情報を理解することができる。

3 身近でなトピックの短いスピーチやプレゼンテーションを， なじみのある構成・内容・英語で，ゆっくりはっきり話されれば 概要や要点を理解することができる。

G
rade

S
kill Reading

E
le

m
e
n
ts

Text（テキスト） Condition（条件） Task（タスク）

なじみのある，短い文で，ゆっくりはっきり話されれば， その場面や要点を理解することができる。

1
st G

rade

2 文化や物語などの簡単な説明を， ゆっくりはっきりと話されば，絵や写真をたよりに， その概要を理解することができる

1 個人的で身近な話題の簡単なやり取りや説明を，

3
rd G

rade

6 公的な出版物（新聞・図鑑・辞典）を， 多少未習語があっても，
意味を推測しながら目的に応じて情報を取り出したり，解釈する
ことができる。

5 公的な出版物（図鑑・辞典）を， 多少未習語があってもなじみのある構成・内容の英語で書かれてあれば， 意味を推測しながら概要や要点を理解することができる。

少し長めの個人的なエッセイやスピーチ原稿を， なじみのある構成・内容の英語で書かれてあれば， その概要や要点を理解することができる。

1
st G

rade

2 短めの文化的な説明文や物語などを， 簡単な英語で書かれてあれば， その概要や要点を理解することができる。

1 身近な話題に関する簡単な紹介文などを，

2
n
d G

rade

4 パンフレットやガイドブックに掲載される文化や人に関する少し長
めの説明的文章を，

なじみのある構成・内容の英語で書かれてあれば， 目的に応じて情報を取り出したり，解釈したりすることができる。

3

なじみのある英語で書かれてあれば， その内容を理解することができる。



G
rade

S
kill Speaking <Interaction（やりとり）>

E
le

m
e
n
ts

Condition（条件） Quality（質） Performance（パフォーマンス）

3
rd G

rade

6 身近で個人的に関心のあるトピックについて， 多少正確さに欠けるものの複数の文で，簡単な ディスカッションをすることができる。

5 日常生活における様々な場面において， 基礎的な語や言い回しを用いて， 提案や勧誘をしたり，応じたりすることができる。

2
n
d G

rade

4 身近で個人的に関心のあるトピックや生活について， 多少言いよどみや誤りがあったりしても，場面や状況に応じて表現を選択し， 事実や気持ち，意見をやりとりすることができる。

3 社会生活で起こりうる場面（道案内・買い物など）において目的を
達成するために

基礎的な語や言い回しを用いて， 依頼や許可を得ることができる。

G
rade

S
kill Speaking <Production（発表）>

E
le

m
e
n
ts

Condition（条件） Quality（質） Performance（パフォーマンス）

基礎的な語や文型を用いて， 伝えたり，尋ねたりすることができる。

1
st G

rade

2 身近な人やもの，事柄について， 基礎的な語や文型，つなぎ言葉を用いて，短い 社交的なやり取りをすることができる。

1 個人の基礎的な情報や日常生活上で話題に上がる５W1Hにつ
いて，

3
rd G

rade

6 社会問題を扱ったトピックでも， キーワードや単語が書かれたカードやメモを準備すれば， ディベートで意見や理由を述べることができる。

5 個人的に興味や関心のあるトピックについて， キーワードや単語が書かれたカードやメモを準備すれば，短い スピーチをすることができる。

身近で個人的なトピックに関する自分の考えや気持を，
なじみのある表に情報を整理したカードを用意すれば，そのジャンル特有の表
現を用いたり，音声を工夫したりして，

スピーチをすることができる。

2 身近な人や事柄の写真や実物を提示して，

2
n
d G

rade

4 異文化や身近なことに関する調査結果についての資料をもと
に，

なじみのある表に情報を整理したカードを用意すれば，聴き手を意識した言い
回しや表現を即興的に補いながら，

プレゼンテーションをすることができる。

3

聴き手を意識した言い回しや基本的な文型・語を用いて，短い Show and Tellができる。

1 自分の基本的な情報・あいさつを内容とし， 基本的な言い回しや文型，語を使った数文程度の 自己紹介スピーチをすることができる。



G
rade

S
kill Writing

E
le

m
e
n
ts

Condition（条件） Quality（質） Performance（パフォーマンス）

3
rd G

rade

6 パンフレットやガイドブックに載せる日本文化について， そのジャンル特有の表現や構成を意識し，なじみのある表現を用いながら， 紹介記事を書くことができる。

5 聞いたり読んだりした内容に対する自分の意見や考えを， 構成を意識し，なじみのある表現を用いながら， レポートとして書くことができる。

基本的な文型や語句を使い，まとまりのある短い文章で 説明文を書くことができる。

日常的内容や個人的な経験について， 基本的な表現を用い，つながりのある文章で，短い エッセイやスピーチ原稿を書くことができる。

1
st G

rade

2 手紙やHPに掲載する個人の経験や日本の行事について， 特有の表現や基本的な文型・語句を用いて，短い文章の 紹介記事を書くことができる。

1 自分や身近な人物や事柄の基本的な情報について，

2
n
d G

rade

4 日本特有のものについてパンフレットに掲載するために，あるい
は，身近なことについて調べた内容を発表するために，

そのジャンル特有の表現やなじみのある表現を用いながら， 原稿や紹介記事を書くことができる。

3



糸魚川についての新聞記事

糸魚川の観光パンフレット・ガイドブック

短い自己紹介（スピーチ①）

短いshow and tell（プレゼン①）

意見と理由 糸魚川の観光名所紹介

自己ＰＲ（スピーチ③） 感想レポート

長期休業の思い出

短い説明文

手紙文

将来の夢（スピーチ②）

意識調査発表会（プレゼン②）

短い社交的な会話

短い情報交換

日常的内容や個人的な経験について，基
本的な表現を用い，つながりのある文章
で，短いエッセイやスピーチ原稿を書くこと
ができる。

自分や身近な人物や事柄の基本的な情報
について，基本的な文型や語句を使い，ま
とまりのある短い文章で，説明文を書くこと
ができる。

自分の基本的な情報・あいさつを内容とし，
基本的な言い回しや文型，語を使った数文
程度の自己紹介スピーチをすることができ
る。

身近な人や事柄の写真や実物を提示して，
聴き手を意識した言い回しや基本的な文
型・語を用いて，短いShow and Tellができ
る。

手紙やHPに掲載する個人の経験や日本の
行事について，特有の表現や基本的な文
型・語句を用いて，短い文章の紹介記事を
書くことができる。

日本特有のもについてパンフレットに掲載
するために，あるいは，身近なことについて
調べた内容を発表するために，そのジャン
ル特有の表現やなじみのある表現を用い
ながら，原稿や紹介記事を書くことができ
る。

２　３年間の学習到達目標　【CAN-DO リスト】6段階

G
rade

L
e
ve

l

Listening Reading
Speaking

Writing
Interaction（やりとり） Production（発表）

3
rd G

rade

6

テレビやラジオで放送されるインタビュー
を，多少未習語があってもゆっくりはっきり
話されれば，推測しながらその概要や要点
を理解することができる。

公的な出版物（新聞・図鑑・辞典）を，多少
未習語があっても，意味を推測しながら目
的に応じて情報を取り出したり，解釈したり
することができる。

身近で個人的に関心のあるトピックについ
て，多少正確さに欠けるものの複数の文
で，簡単なディスカッションをすることができ
る。

社会問題を扱ったトピックでも，キーワード
や単語が書かれたカードやメモを準備すれ
ば，ディベートで意見や理由を述べることが
できる。

パンフレットやガイドブックに載せる日本文
化について，そのジャンル特有の表現や構
成を意識し，なじみのある表現を用いなが
ら，紹介記事を書くことができる。

5

テレビやラジオで放送されるニュースやイン
タビューを，多少未習語があっても，ゆっく
りはっきりなじみのある英語で話されれば，
推測しながらその概要や要点理解すること
ができる。

公的な出版物（図鑑・辞典）を，多少未習語
があってもなじみのある構成・内容・英語で
書かれてあれば，意味を推測しながら概要
や要点を理解することができる。

日常生活における各場面において，基礎的
な語や言い回しを用いて，提案や勧誘をし
たり，応じたりすることができる。

個人的に興味や関心のあるトピックについ
て，キーワードや単語が書かれたカードや
メモを準備すれば，短いスピーチをすること
ができる。

聞いたり読んだりした内容に対する自分の
意見を，構成を意識し，なじみのある表現
を使いながら，レポートとして書くことができ
る。

ふるさとの未来への提言（ディベート） 糸魚川の伝統文化紹介

糸魚川で買い物・道案内

ふるさとの未来について意見交換

2nd G
rade

4

海外旅行先等で聞かれるような公的なアナ
ウンスや会話を，なじみのある英語でゆっく
りはっきり話されれば，指示や正確な情報
を理解することができる。

パンフレットやガイドブックに掲載される文
化や人に関する少し長めの説明的文章を，
なじみのある構成・内容・英語で書かれて
あれば，目的に応じて情報を取り出したり，
解釈したりすることができる。

身近で個人的に関心のあるトピックについ
て，多少言いよどみや誤りがあったりして
も，場面や状況に応じて表現を選択し，事
実や気持ち，意見をやりとりすることができ
る。

異文化や身近なことに関する調査結果に
ついて資料を基に，なじみのある表に情報
を整理したカードを用意すれば，聴き手を
意識した言い回しや表現を即興的に補いな
がら，プレゼンテーションをすることができ
る。

3

身近で個人的なトピックの短いスピーチや
プレゼンテーションを，なじみのある構成・
内容・英語で，ゆっくりはっきり話されれば，
その概要や要点を理解することができる。

少し長めの個人的なエッセイやスピーチ原
稿を，なじみのある構成・内容・英語で書か
れてあれば，その概要や要点を理解するこ
とができる。

社会生活で起こりうる場面（道案内・買い物
など）において目的を達成するために，基
礎的な語や言い回しを用いて，依頼や許可
を得ることができる。

身近で個人的なトピックに関する自分の考
えや気持を，なじみのある表に情報を整理
したカードを用いれば，そのジャンル特有
の表現を用いたり，音声を工夫したりして，
スピーチをすることができる。

買い物・道案内

1
st G

rade

2

文化や物語などの簡単な説明を，ゆっくり
はっきりと話されば，絵や写真をたよりに，
その概要を理解することができる

短めの文化的な説明文や物語などを，簡
単な英語で書かれてあれば，その概要や
要点を理解することができる。

身近な人やもの，事柄について，基礎的な
語や文型，つなぎ言葉を用いて，短い社交
的なやり取りができる。

1

個人的で身近な話題の簡単なやり取りや
説明を，短くなじみのある文で，ゆっくりはっ
きり話されれば，その場面や要点を理解す
ることができる。

身近な話題に関する紹介文などを，なじみ
のある英語で書かれてあれば，その内容を
正確に理解することができる。

個人の基本的な情報や日常生活する上で
必要になる情報について，基礎的な語や文
型を用いて，伝えたり，尋ねたりすることが
できる。



書くこと話すこと読むこと聞くこと

メールや紹介カードなどに自分や家
族友達について，基本的な情報を，
短く簡単な文章で，書くことができる。

日常的・個人的な内容を伝えるため
のレポートやメッセージにおいて，具
体的な事実や経験，気持ちなどを添
えて，まとまりのある文章で書くことが
できる。

日常的・社会的な問題について自分
の意見を伝えるためのレポートやメッ
セージにおいて，具体的な事実や経
験，意見を添えて，まとまりのある文
章で書くことができる。

なじみのあるトピックで，基本
的な語や言い回しを使って，
簡単な意見交換をすることが
できる。予測できる日常的な
状況において，定型表現を用
いて，やりとりができる。

身近なトピックについて，モデ
ル文章を参考にそのジャンル
特有の表現を用いて準備す
れば，自分の気持ちや意見
を理由とともに述べることが
できる。

Interaction（やりとり） Production（発表）

かなり限定されたなじみのあ
るトピックについて，基本的な
文を使って，簡単な質疑応答
等ができる。状況に応じて，
定型表現を使って気持ちを表
すなどして話をつなげること
ができる。

個人情報や身近なトピックに
ついて，モデル文章の一部を
入れ替えて用意すれば，説
明をしたり描写したりすること
ができる。

書くこと

パンフレット・ガイドブックなど実際
の生活や行動に関わる文章を，挿
絵や既有知識を参考にすれば，そ
の内容を正確に読み取ったり，大
切な情報を読み取ったりすることが
できる。

身近なトピックの話や海外旅行など
で最低限必要な指示・説明を，なじ
みある英語で話されれば，その内
容を理解することができる。

　【中学校卒業時】

初歩的な英語を英語を聞いたり読んだりして，話し手や書き手の意向などを理解することができるとともに，初歩的な英語で話したり書いたりして自分の考えを表現することができる。

Itoigawa CAN-DO List
Can-Doリストの形で示した学習到達目標・小中の関連を明確にした年間指導計画・評価計画

　【第３学年】

１　学習到達目標

「外国語の理解の能力」 「外国語の表現の能力」

Interaction（やりとり） Production（発表）

Production（発表）

身近で個人的に関心のあるト
ピックについて，基本的な表
現を用いたり，複数の文章
で，状況に応じて自分の意見
や気持ちを伝えたり，説明し
たりすることができる。

社会問題を扱ったトピックで
も，モデル文章を参考にその
ジャンル特有の表現方法を
意識して準備をすれば，事実
に基づいて自分の意見や提
案を述べることができる。

伝記・文化の説明・物語などを，多
少未習語があっても辞書なしで，そ
の要点を理解することができる。

インタビューや報道番組などを，多
少未習語があってもゆっくりはっき
りと話されていれば，その内容や要
点を理解することができる。

Interaction（やりとり）

初歩的な英語を英語を聞いたり読んだりして，話し手の考えを理解したり，初歩的な英語で話したりして自分の考えを表現する経験をしている。

　【小学校卒業時】

実生活に即した内容のメールや手
紙，文化に関する説明文を，なじみ
のある語句が用いられていれば，
その内容を理解することができる。

日常生活に必要な情報や身近なト
ピックに関する短い話を，なじみの
ある英語でゆっくりはっきりと話され
れば，必要な情報を聞き取ることが
できる。

聞くこと 読むこと 話すこと 書くこと

聞くこと 読むこと 話すこと

　【第１学年】

　【第２学年】








