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言語活動
英語コミュニケーションⅠ 英語コミュニケーションⅡ 英語コミュニケーションⅢ

聞くこと （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）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。

（ｱ）日常的な話題について，必要に応
じて，話される速さが調整されたり，
別の語句や文での言い換えを聞いた
りしながら，対話やスピーチなどか
ら必要な情報を聞き取り，話の展開
や話し手の意図を把握する活動。ま
た，聞き取った内容を基に考えをま
とめ，話したり書いたりして伝え合
う活動。

（ｲ）社会的な話題について，必要に応
じて，話される速さが調整されたり，
別の語句や文での言い換えを聞いた
りしながら，説明や討論などから必
要な情報を聞き取り，概要や要点，
詳細を把握する活動。また，聞き取っ
た内容を基に考えをまとめ，話した
り書いたりして伝え合う活動。

（ｱ）日常的な話題について，インタ
ビューやニュースなどから必要な情
報を聞き取り，話の展開や話し手の
意図を把握する活動。また，聞き取っ
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。

（ｲ）社会的な話題について，複数の
ニュースや講演などから話の展開に
注意しながら必要な情報を聞き取り，
概要や要点，詳細を把握する活動。
また，聞き取った内容について，質
疑応答をしたり，意見や感想を伝え
合ったりする活動。

読むこと （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）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。

（ｱ）日常的な話題について，必要に応
じて，別の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
明などを聞いたり読んだりしながら，
新聞記事や広告などから必要な情報
を読み取り，文章の展開や書き手の
意図を把握する活動。また，読み取っ
た内容を基に考えをまとめ，話した
り書いたりして伝え合う活動。

（ｲ）社会的な話題について，必要に応
じて，別の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
明などを聞いたり読んだりしながら，
論証文や報告文などから必要な情報
を読み取り，概要や要点，詳細を把
握する活動。また，読み取った内容
を基に考えをまとめ，話したり書い
たりして伝え合う活動。

（ｱ）日常的な話題について，新聞記事
や物語などから必要な情報を読み取
り，文章の展開や書き手の意図を把
握する活動。また，読み取った内容
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。

（ｲ）社会的な話題について，複数の論
証文や記録文などから文章の展開に
注意しながら課題を解決するために
必要な情報を読み取り，概要や要点，
詳細をまとめる活動。また，まとめ
た内容を基に解決策を考え，話した
り書いたりして伝え合う活動。

話すこと
［やり取り］

（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）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。

（ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，やり取りの
具体的な進め方が示される状況で，
情報や考え，気持ちなどを詳しく話
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）社会的な話題について，必要に応
じて，使用する語句や文，やり取り
の具体的な進め方が示される状況で，
説明や討論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
ともに詳しく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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，情報や考え，
気持ちなどを詳しく話して伝え合い，
会話を発展させる活動。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）社会的な話題について，ニュース
や講演などを聞いたり読んだりして，
情報や考え，課題の解決策などを，
明確な理由や根拠とともに詳しく話
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。

高等学校「外国語の言語活動の例」の科目段階別一覧表
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話すこと
［発表］

（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。

（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。

（ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，発話例が示
されたり，準備のための一定の時間
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
もに詳しく話して伝える活動。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。

（ｲ）社会的な話題について，必要に応
じて，使用する語句や文，発話例が
示されたり，準備のための一定の時
間が確保されたりする状況で，説明
や討論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
拠とともに詳しく話して伝える活動。
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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，情報や考え，
気持ちなどを，明確な理由や根拠と
ともに詳しく話して伝える活動。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。

（ｲ）社会的な話題について，ニュース
や講演などを聞いたり読んだりして，
情報や考え，気持ちなどを，明確な
理由や根拠とともに詳しく話して伝
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。

書くこと （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）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。

（ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，文章例が示
されたり，準備のための一定の時間
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
もに複数の段落を用いて詳しく書い
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）社会的な話題について，必要に応
じて，使用する語句や文，文章例が
示されたり，準備のための一定の時
間が確保されたりする状況で，説明
や討論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
拠とともに複数の段落を用いて詳し
く書いて伝える活動。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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，情報や考え，
気持ちなどを，明確な理由や根拠と
ともに複数の段落を用いて詳しく書
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）社会的な話題について，ニュース
や講演などを聞いたり読んだりして，
情報や考え，気持ちなどを，自分自
身の立場を明らかにしながら，明確
な理由や根拠とともに複数の段落を
用いて詳しく書いて伝える活動。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。
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言語活動
論理・表現Ⅰ 論理・表現Ⅱ 論理・表現Ⅲ

聞くこと
読むこと
話すこと
［やり取り］

（ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
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，気持ちなどを話して伝え合った
り，やり取りを通して必要な情報を
得たりする活動。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）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
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，優れている点や改善すべき
点を伝え合ったり，意見や主張など
を適切な理由や根拠とともに話して
伝え合ったりするディベートやディ
スカッションをする活動。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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，やり取りの
具体的な進め方が示される状況で，
情報や考え，気持ちなどを詳しく話
して伝え合ったり，自分自身の状況
や要望を伝え，相手の意向を把握し
ながら交渉したりする活動。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）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
いて，必要に応じて，使用する語句
や文，やり取りの具体的な進め方が
示される状況で，課題を明確に説明
し，その解決策を提案し合ったり，
意見や主張，課題の解決策などを適
切な理由や根拠とともに詳しく伝え
合ったりするディベートやディス
カッションをする活動。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。

（ｱ）日常的な話題について，ニュース
や新聞記事などの複数の資料を活用
して，情報や考え，気持ちなどを整
理して話して伝え合ったり，課題を
解決するために話し合ったりする活
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）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
いて，質疑応答をしたり，聞き手を
説得することができるよう，ニュー
スや新聞記事などの複数の資料を活
用して，意見や主張，課題の解決策
などを効果的な理由や根拠とともに
詳しく伝え合ったりするディベート
やディスカッションをする活動。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。

話すこと
［発表］

（ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
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
ちなどを適切な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。

（ｲ）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
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，
段階的な手順を踏みながら，意見や
主張などを適切な理由や根拠ととも
に伝える短いスピーチやプレゼン
テーションをする活動。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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，発話例が示
されたり，準備のための一定の時間
が確保されたりする状況で，情報や
考え，気持ちなどを適切な理由や根
拠とともに詳しく話して伝える活動。
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。

（ｲ）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
いて，必要に応じて，使用する語句
や文，発話例が示されたり，準備の
ための一定の時間が確保されたりす
る状況で，段階的な手順を踏みなが
ら，意見や主張などを適切な理由や
根拠とともに詳しく伝えるスピーチ
やプレゼンテーションをする活動。
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。

（ｱ）日常的な話題について，聞き手を
説得することができるよう，情報や
考え，気持ちなどを効果的な理由や
根拠とともに詳しく話して伝える活
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。

（ｲ）日常的な話題や社会的な話題につ
いて，ニュースや新聞記事などの複
数の資料を活用して，段階的な手順
を踏みながら，聞き手を説得するこ
とができるよう，意見や主張などを
効果的な理由や根拠とともに詳しく
伝えるまとまりのある長さのスピー
チやプレゼンテーションをする活動。
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。

高等学校「外国語の言語活動の例」の科目段階別一覧表
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書くこと （ｱ）関心のある事柄や学校生活などの
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
ちなどを適切な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）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
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，
発想から推敲まで段階的な手順を踏
みながら，意見や主張などを適切な
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。

（ｱ）学校外での生活や地域社会などの
日常的な話題について，必要に応じ
て，使用する語句や文，文章例が示
されたり，準備のための一定の時間
が確保されたりする状況で，情報や
考え，気持ちなどを適切な理由や根
拠とともに複数の段落を用いて詳し
く書いて伝える活動。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）日常的な話題や社会的な話題に関
して聞いたり読んだりした内容につ
いて，必要に応じて，使用する語句
や文，文章例が示されたり，準備の
ための一定の時間が確保されたりす
る状況で，発想から推敲まで段階的
な手順を踏みながら，意見や主張な
どを適切な理由や根拠とともに複数
の段落を用いて詳しく書いて伝える
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。

（ｱ）日常的な話題について，読み手を
説得することができるよう，情報や
考え，気持ちなどを効果的な理由や
根拠とともに複数の段落を用いて詳
しく書いて伝える活動。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）日常的な話題や社会的な話題につ
いて，ニュースや新聞記事などの複
数の資料を活用して，発想から推敲
まで段階的な手順を踏みながら，読
み手を説得することができるよう，
意見や主張などを効果的な理由や根
拠とともに複数の段落を用いて詳し
く書いて伝える活動。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。


