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小学校第３学年及び第４学年
外国語活動

小学校第５学年及び第６学年
外国語

中学校
外国語

高等学校
英語コミュニケーションⅠ

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
の内容が分かったりする活
動。

（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。

（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，話し手の意向を
正確に把握する活動。

（ｱ）日常的な話題について，
話される速さが調整された
り，基本的な語句や文での
言い換えを十分に聞いたり
しながら，対話や放送など
から必要な情報を聞き取
り，話し手の意図を把握す
る活動。また，聞き取った
内容を話したり書いたりし
て伝え合う活動。

（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。

（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。

（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。

（ｲ）社会的な話題について，
話される速さが調整された
り，基本的な語句や文での
言い換えを十分に聞いたり
しながら，対話や説明など
から必要な情報を聞き取
り，概要や要点を把握する
活動。また，聞き取った内
容を話したり書いたりして
伝え合う活動。

（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。

（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。

（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。

（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，概要や要点
を把握する活動。また，そ
の内容を英語で説明する
活動。

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。

（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。

（ｱ）日常的な話題について，
基本的な語句や文での言
い換えや，書かれている文
章の背景に関する説明など
を十分に聞いたり読んだり
しながら，電子メールやパ
ンフレットなどから必要な
情報を読み取り，書き手の
意図を把握する活動。また，
読み取った内容を話したり
書いたりして伝え合う活
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。

（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。

（ｲ）社会的な話題について，
基本的な語句や文での言
い換えや，書かれている文
章の背景に関する説明など
を十分に聞いたり読んだり
しながら，説明文や論証文
などから必要な情報を読み
取り，概要や要点を把握す
る活動。また，読み取った
内容を話したり書いたりし
て伝え合う活動。
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（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。

（ｳ）簡単な語句や文で書かれ
た日常的な話題に関する短
い説明やエッセイ，物語な
どを読んで概要を把握する
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。

（ｴ）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。

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。

（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。

（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。

（ｱ）身近な出来事や家庭生活
などの日常的な話題につい
て，使用する語句や文，や
り取りの具体的な進め方が
十分に示される状況で，情
報や考え，気持ちなどを即
興で話して伝え合う活動。
また，やり取りした内容を
整理して発表したり，文章
を書いたりする活動。

（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。

（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。

（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。

（ｲ）社会的な話題について，
使用する語句や文，やり取
りの具体的な進め方が十分
に示される状況で，対話や
説明などを聞いたり読んだ
りして，賛成や反対の立場
から，情報や考え，気持ち
などを理由や根拠とともに
話して伝え合う活動。また，
やり取りした内容を踏まえ
て，自分自身の考えなどを
整理して発表したり，文章
を書いたりする活動。

（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）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。

（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。

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。

（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。

（ｱ）関心のある事柄につい
て，その場で考えを整理し
て口頭で説明する活動。

（ｱ）身近な出来事や家庭生活
などの日常的な話題につい
て，使用する語句や文，発
話例が十分に示されたり，
準備のための多くの時間が
確保されたりする状況で，
情報や考え，気持ちなどを
理由や根拠とともに話して
伝える活動。また，発表し
た内容について，質疑応答
をしたり，意見や感想を伝
え合ったりする活動。
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（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。

（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。

（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。

（ｲ）社会的な話題について，
使用する語句や文，発話例
が十分に示されたり，準備
のための多くの時間が確保
されたりする状況で，対話
や説明などを聞いたり読ん
だりして，情報や考え，気
持ちなどを理由や根拠とと
もに話して伝える活動。ま
た，発表した内容について，
質疑応答をしたり，意見や
感想を伝え合ったりする活
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。

（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。

（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。

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。

（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。

（ｱ）身近な出来事や家庭生活
などの日常的な話題につい
て，使用する語句や文，文
章例が十分に示されたり，
準備のための多くの時間が
確保されたりする状況で，
情報や考え，気持ちなどを
理由や根拠とともに段落を
書いて伝える活動。また，
書いた内容を読み合い，質
疑応答をしたり，意見や感
想を伝え合ったりする活
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。

（ｲ）簡単な手紙や電子メール
の形で自分の近況などを伝
える活動。

（ｲ）社会的な話題について，
使用する語句や文，文章例
が十分に示されたり，準備
のための多くの時間が確保
されたりする状況で，対話
や説明などを聞いたり読ん
だりして，情報や考え，気
持ちなどを理由や根拠とと
もに段落を書いて伝える活
動。また，書いた内容を読
み合い，質疑応答をしたり，
意見や感想を伝え合ったり
する活動。

（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。

（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）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。

（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。


