
小学校外国語評価

「聞くこと」「話すこと」（やりとり）「話すこと」（発表）について



外国語活動・外国語の目標



聞くこと、読むこと、話すこと[やりとり]、話すこと[発表]書く
ことの５つの領域別の目標の達成を目指すことを通して、知
識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度

の育成を目指す。

５つの領域別の目標



目標と評価の関係から外国語の５つの領域を三
つの観点で評価を行うことを考えた、ルーブリッ
クやマトリクスの表を用いた評価がある

ルーブリックを用いた評価



5年生 Lesson6 My Hero あこがれの人をしょうかいしよう

5年生の単元を例に日常の
評価についてお話します。



・あこがれの人を紹介する言い方を理解することができる。また、大文字小
文字のルールを理解することができる。 （知識・技能）
・自分のあこがれの人を紹介することができる。 （思考・判断・表現）
・他者に配慮しながら、あこがれの人を紹介しようとする。

（主体的に学習に取り組む態度）

単元目標

あこがれの人物やキャラクターについて、聞き
手に配慮しながら紹介することができる

６時間扱い



聞くこと あこがれの人についての話を聞いて，理解することができる。 ウ

読むこと 活字体の大文字と，それに対応する小文字を識別することができる。 イ

話すこと
（やり取り）

「できること，できないこと」について，伝え合うことができる。 ア

話すこと
（発表）

あこがれの人について発表することができる。 ウ

書くこと
例を参考にしながら，発表用のメモやポスターを作ったり，身近な単語を
4線上に書き写したりすることができる。

イ

領域別目標と学習指導要領との関連

これらをルーブリック表にして評価する



これをルーブリック
表と言い、これを参
考にしながら評価
することをルーブ
リック評価と言いま
す。



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

聞くこと

あこがれの人に
ついての話を聞
いて，理解するこ
とができる。

＜知識＞heやsheなどの表現につい
て理解している。（LL1・2・3・4・5，
LP2・4・7）

＜技能＞あこがれの人の紹介につい
て，He [She] is ～. He [She] can 
～.  be good at などの表現を用い
た特技などの表現を聞き取る技能を
身に付けている。（LL1・2・3・4・5，
LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解する
ために，スピーチや会話を聞いてそ
の概要を捉えている。（LL1・2・3・
4・5，LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解するた
めに，簡単な語句や基本的な表現を用
いたスピーチや会話などを聞こうとして
いる。（LL1・2・3・4・5，LP2・4・7）

A：あこがれの人の特技などについて，
一度で聞き取ることができる。

A：あこがれの人の特技などについ
て，内容を理解することができる。

A：あこがれの人の特技などについて，メ
モを取るなど，自ら進んで聞こうとしてい
る。

B：あこがれの人の特技などについて，
何度かくり返すと聞き取ることができ
る。

B：あこがれの人の特技などについ
て，聞き慣れた表現をもとに内容をお
おむね理解することができる。

B：あこがれの人の特技などについて，聞
こうとしている。

C：あこがれの人の特技などについて，
助けがあれば，聞き取ることができる。

C：あこがれの人の特技などについ
て，助けがあれば，内容を理解するこ
とができる。

C：あこがれの人の特技などについて，助
けがあれば，聞こうとする。

それぞれの観点における評価規
準とその達成を見取るための基
準が示されています。



知識・技能 思考・判断・表現力 学びに向かう態度

聞くこと LL2・3・4・5 LL2・3・4・5 LL2・3・4・5

読むこと 文字1 文字2・3 文字2・3

話すこと
（やり取り）

LP5 LP5 LP5

話すこと
（発表）

LT LT LT

書くこと LRW，文字1・2・3 LRW LRW

指導と評価の計画（単元計画）

５つの領域につい
て、これらの活動
で評価します。



時 目標と主な活動 評価の観点
１ ◆ブラウン先生やジムのヒーローについての話を聞いて，おおよそ理解できる。

【 Let’s Listen 1 】p.48
・ブラウン先生のヒーローは誰かを聞く。
【 Let’s Chant 】p.48
・友だちチャンツをする。
【 Let’s Play 1 】p.48
・出席番号で「he / sheチェーン・ゲーム」をする。
【 Let’s Listen 2 】p.48
・ジムのヒーローについての話を聞く。
【 Let’s Watch and Think 1 】p.49
・ブラインドサッカーの映像を見て，どのような競技なのかを知る。
【 Let’s Play 2 】p.49
・ジムの話（Let’s Listen 2）をもう一度聞いて，キーワードが聞こえたらその絵か
写真をタッチする。

ヒーローについ
ての話のおおよ
その内容を理解
することができる。
〈行動観察〉
思・判・表 主
聞くこと ウ

指導と評価の計画（単元計画）



時 目標と主な活動 評価の観点
１ ◆ブラウン先生やジムのヒーローについての話を聞いて，おおよそ理解できる。

【 Let’s Listen 1 】p.48
・ブラウン先生のヒーローは誰かを聞く。
【 Let’s Chant 】p.48
・友だちチャンツをする。
【 Let’s Play 1 】p.48
・出席番号で「he / sheチェーン・ゲーム」をする。
【 Let’s Listen 2 】p.48
・ジムのヒーローについての話を聞く。
【 Let’s Watch and Think 1 】p.49
・ブラインドサッカーの映像を見て，どのような競技なのかを知る。
【 Let’s Play 2 】p.49
・ジムの話（Let’s Listen 2）をもう一度聞いて，キーワードが聞こえたらその絵か
写真をタッチする。

ヒーローについ
ての話のおおよ
その内容を理解
することができる。
〈行動観察〉
思・判・表 主
聞くこと ウ

聞くことの評価

【 Let’s Listen 2 】p.48で評価するためには、
【 Let’s Chant 】p.48や【 Let’s Play 1 】p.48
を通してあこがれの人の紹介について、He[She] is
~.He[She] can~. be good at~などを児童が話せ
なくてもよいので、聞いて意味を理解できるように慣
れ親しませていくことがポイント



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

聞くこと

あこがれの人
についての話
を聞いて，理解
することができ
る。

＜知識＞heやsheなどの表現につ
いて理解している。（LL1・2・3・4・
5，LP2・4・7）

＜技能＞あこがれの人の紹介につ
いて，He [She] is ～. He [She] 
can ～.  be good at などの表現
を用いた特技などの表現を聞き取
る技能を身に付けている。（LL1・
2・3・4・5，LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解
するために，スピーチや会話を聞
いてその概要を捉えている。
（LL1・2・3・4・5，LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解する
ために，簡単な語句や基本的な表現
を用いたスピーチや会話などを聞こう
としている。（LL1・2・3・4・5，LP2・
4・7）

A：あこがれの人の特技などにつ
いて，一度で聞き取ることができる。

A：あこがれの人の特技などにつ
いて，内容を理解することができ
る。

A：あこがれの人の特技などについて，
メモを取るなど，自ら進んで聞こうとし
ている。

B：あこがれの人の特技などにつ
いて，何度かくり返すと聞き取るこ
とができる。

B：あこがれの人の特技などにつ
いて，聞き慣れた表現をもとに内
容をおおむね理解することができ
る。

B：あこがれの人の特技などについて，
聞こうとしている。

C：あこがれの人の特技などにつ
いて，助けがあれば，聞き取ること
ができる。

C：あこがれの人の特技などにつ
いて，助けがあれば，内容を理解
することができる。

C：あこがれの人の特技などについて，
助けがあれば，聞こうとする。



聞くことの評価

知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

聞くこと

あこがれの
人について
の話を聞い
て、理解す
ることがで
きる。

<知識>
heやsheなどの表現について
理解している。
（LL1・2・3・4・5,LP2・4・7)

＜技能＞
あこがれの人の紹介について、
He[She] is ~.He[She] 
can~. be good at~などの表
現を用いた特技などの表現を
聞き取る技能を身に付けてい
る。
（LL1・2・3・4・5,LP2・4・7)

あこがれの人の特技などを理解
するために、スピーチや会話のを
聞いてその概要を捉えている。
（LL1・2・3・4・5, LP2・4・7)

あこがれの人の特技などを理
解するために、簡単な語句や基
本的な表現を用いたスピーチ
や会話などを聞こうとしている。
（LL1・2・3・4・5, LP2・4・7)



聞くことの評価

聞かせる前にどんなことが
書かれているか読んだり、絵
から予想させたりします。



聞くことの評価

２回流すことを伝え、１回目と２
回目で聞き取れたことが分か
るように２色の鉛筆を使用する
ことを指示します。



聞くことの評価

１回目と２回目の間に中間評
価を入れます。分かったことや
気づいたことを発現させること
で[思考・判断・表現]の評価
が可能になります。



聞くことの評価

どのような情報を聞き取ることがで
きればよいかについて、周りの児童
と互いにアドバイスし合ったり、そこ
からヒントを得て対応したりする姿
勢から[主体的に学習に取り組む態
度]の評価が可能になります。



聞くことの評価

授業後に教科書、または
ワークシートの記述内容や
記述量の増加を確認する
ことで評価します。



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

聞くこと

あこがれの人
についての話
を聞いて，理解
することができ
る。

＜知識＞heやsheなどの表現につ
いて理解している。（LL1・2・3・4・
5，LP2・4・7）

＜技能＞あこがれの人の紹介につ
いて，He [She] is ～. He [She] 
can ～.  be good at などの表現
を用いた特技などの表現を聞き取
る技能を身に付けている。（LL1・
2・3・4・5，LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解
するために，スピーチや会話を聞
いてその概要を捉えている。
（LL1・2・3・4・5，LP2・4・7）

あこがれの人の特技などを理解する
ために，簡単な語句や基本的な表現
を用いたスピーチや会話などを聞こう
としている。（LL1・2・3・4・5，LP2・
4・7）

A：あこがれの人の特技などにつ
いて，一度で聞き取ることができる。

A：あこがれの人の特技などにつ
いて，内容を理解することができ
る。

A：あこがれの人の特技などについて，
メモを取るなど，自ら進んで聞こうとし
ている。

B：あこがれの人の特技などにつ
いて，何度かくり返すと聞き取るこ
とができる。

B：あこがれの人の特技などにつ
いて，聞き慣れた表現をもとに内
容をおおむね理解することができ
る。

B：あこがれの人の特技などについて，
聞こうとしている。

C：あこがれの人の特技などにつ
いて，助けがあれば，聞き取ること
ができる。

C：あこがれの人の特技などにつ
いて，助けがあれば，内容を理解
することができる。

C：あこがれの人の特技などについて，
助けがあれば，聞こうとする。

授業後に、AとCの児童の分だけ書き込み、
[聞くこと]の評価を積み上げます。A児が増え
たり、C児が減ったりするなど児童の変容を見
ることで授業改善にも繋がります。



指導と評価の計画（単元計画）

２ ◆和矢のヒーローについての話を聞いて，おおよそ理解するとともに，できることを表す表現に慣れ親し
む
【 Let’s Play 3 】p.50
・気持ちを表すことばで「he / sheチェーン・ゲーム」をする。
【 Let’s Listen 3 】p.50
・和矢のヒーローについての話を聞く。
【 Let’s Watch and Think 2 】p.51
・Mr. BLACKについての映像を見て，どういう人なのかを
知る。
【 Let’s Play 4 】p.51
・和矢の話（Let’s Listen 3）をもう一度聞いて，キーワー
ドが聞こえたらその絵か写真をタッチする。
【 Let’s Play 5 】p.51
・ペアで互いにできることをたずね合う。
・4人組になり，互いのパートナーができることを紹介し合う。

ヒーローについての話のおおよその内容を
理解することができる。〈行動観察〉
思・判・表 主
聞くこと ウ

「できること」についてたずねたり，紹介した
りすることができる。〈行動観察〉
思・判・表 主
話すこと（やり取り） ア



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

話すこと
（やり取り）

「できること，
できないこ
と」について，
伝え合うこと
ができる。

＜知識＞heやsheなどの表現に
ついて理解している。（LP1・3・
5・6）

＜技能＞Can you ～?  I 
[He/She] can ～. などの表現
を用いて，友だちの特技などを伝
え合う技能を身に付けている。
（LP1・3・5・6）

友だちの特技を紹介するために，
「できること，できないこと」につ
いて，簡単な語句や基本的な表
現を用いて伝え合っている。
（LP5）

友だちの特技を紹介するために，
「できること，できないこと」につい
て，簡単な語句や基本的な表現を
用いて伝え合おうとしている。
（LP5）

A：友だちができることの紹介につ
いて，Can you ～?  I [He/She] 
can ～. などの表現だけでなく，
Thank you.などの既習の表現も
用いることができる。

A：友だちの「できること，できない
こと」について，Thank you.など
の既習の表現も用いて伝え合うこ
とができる。

A：友だちの「できること，できないこ
と」について，相手と視線を合わせな
がら，自ら進んで伝え合おうとしてい
る。

B：B：友だちができることの紹介に
ついて，Can you ～?  I 
[He/She] can ～.などの表現 を
用いることができる。

B：友だちの「できること，できない
こと」について，伝え合うことがで
きる。

B：友だちの「できること，できないこ
と」について，伝え合おうとしている。

C：友だちができることの紹介につ
いて，助けがあれば，Can you ～?  
I [He/She] can ～. などの表現
を用いることができる。

C：友だちの「できること，できない
こと」について，助けがあれば，伝
え合うことができる。

C：友だちの「できること，できないこ
と」について，助けがあれば，伝え合
おうとする。



話すこと（やりとり）の評価

ここではペアで互いのできるこ
とを聞き合った後、違うペアに自
分のパートナーのことを紹介しま
す。



この活動では、評価規準にあるよ
うに、知識・技能、思考・判断・表
現、主体的に学習に取り組む態度
を評価することができます。

話すこと（やりとり）の評価



話すこと（やりとり）の評価

最後には、４人グループでの活動
となるので各グループを回り、評
価します。または、ペアで指導者の
ところに来て紹介してもらうのもよ
いです。

これを一人で見取るのは難しいと
ころもあるので、Ｔ２やALTと協力
して見取ったり、あるいはタブレッ
トで児童が互いに撮影し合う方法
もあります。



授業中、あるいは授業後にルーブ
リック表の評価基準を見ながら評
価します。

話すこと（やりとり）の評価



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

話すこと
（やり取り）

「できること，
できないこ
と」について，
伝え合うこと
ができる。

＜知識＞heやsheなどの表現に
ついて理解している。（LP1・3・
5・6）

＜技能＞Can you ～?  I 
[He/She] can ～. などの表現
を用いて，友だちの特技などを伝
え合う技能を身に付けている。
（LP1・3・5・6）

友だちの特技を紹介するために，
「できること，できないこと」につ
いて，簡単な語句や基本的な表
現を用いて伝え合っている。
（LP5）

友だちの特技を紹介するために，
「できること，できないこと」につい
て，簡単な語句や基本的な表現を
用いて伝え合おうとしている。
（LP5）

A：友だちができることの紹介につ
いて，Can you ～?  I [He/She] 
can ～. などの表現だけでなく，
Thank you.などの既習の表現も
用いることができる。

A：友だちの「できること，できない
こと」について，Thank you.など
の既習の表現も用いて伝え合うこ
とができる。

A：友だちの「できること，できないこ
と」について，相手と視線を合わせな
がら，自ら進んで伝え合おうとしてい
る。

B：B：友だちができることの紹介に
ついて，Can you ～?  I 
[He/She] can ～.などの表現 を
用いることができる。

B：友だちの「できること，できない
こと」について，伝え合うことがで
きる。

B：友だちの「できること，できないこ
と」について，伝え合おうとしている。

C：友だちができることの紹介につ
いて，助けがあれば，Can you ～?  
I [He/She] can ～. などの表現
を用いることができる。

C：友だちの「できること，できない
こと」について，助けがあれば，伝
え合うことができる。

C：友だちの「できること，できないこ
と」について，助けがあれば，伝え合
おうとする。

[聞くこと]と同様に、授業後に、Aと
Cの児童の分だけ書き込み、[話す
こと（やりとり]の評価を積み上げま
す。



指導と評価の計画（単元計画）

５ ◆自分のヒーローについて発表する。
【 Let’s Try 】p.55
・自分にとってのヒーローについての発表会をする。

自分にとってのヒーローに
ついて発表することができ
る。〈行動観察〉
思・判・表 主
話すこと（発表） ウ



知識・技能 思考・判断・表現力 主体的に学習に取り組む態度

話すこと
（発表）

あこがれの人
について発表
することがで
きる。

＜知識＞heやsheなどの表現に
ついて理解している。（LT）

＜技能＞あこがれの人について，
Can you ～?  I [He/She] 
can ～. などの表現を用いて，特
技などを発表する技能を身に付
けている。（LT）

あこがれの人について発表する
ために，簡単な語句や基本的な
表現を用いて話している。（LT）

あこがれの人について発表するた
めに，簡単な語句や基本的な表現
を用いて話そうとしている。（LT）

A：英語の音の特徴を意識しなが
ら，Can you ～?  I [He/She] 
can ～. などの表現を用いて，あこ
がれの人について発表することが
できる。

A：あこがれの人について，アイコ
ンタクトやジェスチャーを交えて発
表することができる。

A：あこがれの人について，自ら進ん
で聞き手の理解を確かめながら，発
表しようとしている。

B：Can you ～?  I [He/She] 
can ～. などの表現を用いて，あこ
がれの人について発表することが
できる。

B：あこがれの人について，発表す
ることができる。

B：あこがれの人について，発表しよう
としている。

C：助けがあれば，Can you ～?  I 
[He/She] can ～. などの表現を
用いて，あこがれの人について発
表することができる。

C：あこがれの人について，助けが
あれば，発表することができる。

C：あこがれの人について，助けがあ
れば，発表しようとする。



話すこと（発表）の評価

ここでは自分にとってのヒーロー
について発表します。



話すこと（発表）の方法

①クラス全体で
・発表者 １名 その他は聞き手

メリット
全員で全員の発表を聞くことができる
1人で評価が可能
その場で評価できる

デメリット
聞いている時間が長い
何回も発表したり改善したりする機会がない（中間
評価が難しい）
緊張が大きい

②グループで
・発表者 １名 その他は聞き手

メリット
聞いている時間が短い
何回も発表したり、改善したりする機会がある
（中間評価が可能）

デメリット
全員の発表を聞くことはできない
１人で評価することが難しい
T2などの指導者の協力やビデオやタブレットなど
で録画する必要がある。

内容や児童の実態、児童に
付けたい力によって発表方
法を変えるとよいです。

はじめにグループで行った
後、中間評価をした後にク
ラス全員で発表という方法
もありますね。



話すこと（発表）の指導

発表者には次のことを意識させます。
・声の大きさ、明瞭さ
・話す速さ
・間の取り方
・ジェスチャー、表情など
・言葉を絵や写真、実物で表す

・あこがれの人を紹介する言い方を理解することができる。また、大文字小
文字のルールを理解することができる。 （知識・技能）
・自分のあこがれの人を紹介することができる。 （思考・判断・表現）
・他者に配慮しながら、あこがれの人を紹介しようとする。

（主体的に学習に取り組む態度）

聞き手には、次のことを
意識させます。
・発表者の方を見る
・反応を示す
・笑顔で聞く

相手に伝わる工夫を考えて伝える



パフォーマンステストの評価表

知識・技能

He［She］is ~.
He［She］can~.
He［She］is good at~.
①流暢さ
（発音、強勢、イントネーション）

A B C

②文構造 A B C
③伝わる声（適切な声量、明瞭さ） A B C

思考・判断・表現
④応答力（やりとり） A B C
⑤談話力（発表） A B C

主体的に学習に取り組む態度
⑥円滑 A B C
⑦伝える工夫 A B C

小学校英語「５領域」評価事例集（教育開発研究所）
≪岐阜県岐阜市立厚見学園≫の実践を参照

標準的な発音かどうか
強勢やイントネーションが適切か

主語や動詞、補語の関係が適切か

目的・場面・状況に応じて発表を
継続できる

呼びかける・相づち・聞き返す・繰
り返す など自然に近い話し方

相手を意識した目線・表情・ジェス
チャーなど



ふりかえり
自己評価カードの活用
→主体的に学習に取り組む態度

①粘り強く取り組みを行おうとする側面
②「自ら学習を調整しようとする側面



ルーブリック評価による積み上げを数値化



通知票
３・４年生
・３つの観点に即して記述式での評価
・語尾は～している。～していた。

５・６年生
・３つの観点に即して数値による評価



要録
３・４年生
・３つの観点に即して、児童の学習状況に顕著な事項が
ある場合などにその特徴を記入する等、児童にどのよう
な力が付いたかを文章で端的に記述することとなり、記
述欄を簡素化

５・６年生
・３つの観点に即した数値による評価



その他
・記録に残さない評価と記録に残す評価
・「読むこと」「書くこと」の評価
・タブレットを活用した評価
・業者テストを活用した評価


