
赤平市 小学校外国語活動・外国語科 CAN-DO リスト      （令和２年１２月作成） 

学年 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 
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●日常生活や学校生活などに

ついての情報を得る。 

I live in Akabira. 

I go to 〇〇 Elementary School. 
 
●話のおおよそを捉える。 

動作、様子、日常生活、職業など 

I usually go to bed at 9:00. 

My best memory is school 

trip. 
 
●簡単な語句や表現を聞いて、そ

れが何であるかを理解する。 

食べ物、動物、スポーツ、教科、

味、人など 

Bears are strong. 

You can eat pizza in Italy.  
●日付や時刻、曜日などの表現を

理解する。 

天気、季節、気分、数、色、形など 

My birthday is May 2nd. 

It’s 500 yen. 

 

 

 

 
●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。 

Sea turtles eat jellyfish. 
 
●身近で簡単な事柄が書かれ

ているものから、必要な情報

を得る。 

The beef is from America. 
 
●掲示やパンフレットの意味

を推測して読む。 

Special Sale / 10%OFF 
 
●文字を見て、その読み方を発音

する。 

●文字を見て、どの文字かを識別

する。 

M / m / N / n / O / o … 
 
●大文字と小文字を識別する。 

H / h / L / l / R / r … 

 

 

 

 

 

●相手に質問する。 

What did you eat yesterday? 
 
●自分に関する質問に答える。 

I ate curry and rice. 
 
●相手からの依頼に応じたり、

断ったりする。 

OK.  Here you are. 

No, sorry. 
 
●相手に何かを依頼する。 

Excuse me. 

Where is the post office? 
 
●自分の考えを相手に伝える。 

I want to join the soccer 

team. 
 
●先生や友達と挨拶を交わす。 

Hello.  How are you? 

I’m happy. 

 

 

 

 
●自分の考えや気持ちを整理し

た上で話す。 

話す内容の選定、順番の決定 

I went to Hakodate. 

I enjoyed shopping. 

It was very fun. 
 
●趣味や好きなもの、好きなこ

とを話して自己紹介する。 

I’m Aoi.  I like tennis. 

Ｎｉｃｅ to meet you. 
 
●学校や日常生活における自分

の行動を話す。 

We have English class on 

Friday. 

I can play the piano. 
 
●日付や時刻、曜日を話す。 

It’s Monday. 

It’s November 20th. 

 

 

 

 
●簡単な語句や表現で、自分の

考えや気持ちを書く。 

自分の気持ちに置き換えて 

I want to go to Korea. 
 
●簡単な語句や表現で、自己紹

介文を書く。 

例文、モデル文を参考にして 

I’m from Hokkaido. 

I like cats. 
 
●簡単な語句や表現を、大文字と

小文字を使い分けながら書く。 

I’d like a hot dog. 

You can see the Colosseum. 
 
●簡単な語句や表現を書き写す。 

He can cook well. 
 
●アルファベットの音声を聞い

て、大文字と小文字を書く。 

D / d / E / e / F / f … 
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年 
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●買い物や道案内など、日常的な

表現に慣れ親しむ。 

I want a tomato, please. 

Go straight. / Turn left. 
 
●自分自身のことや身近な事柄

を表す音声に慣れ親しむ。 

I like blue. / It’s sunny. 

○モデルを参考に、簡単な表現を

読む練習をする。 

I’m a monkey. 

I have breakfast. 
 
○大文字や小文字を見て、その名

前を読む。 

A / a / B / b / C / c … 

●外国語を通じて友達や先生と

関わることが楽しいという経

験を積む。 

This is for you. 
 
●自分のことを紹介したり友達

に尋ねたりする会話に慣れ親

しむ。 

I like ice cream. 

How are you? 

●相手に伝わるように声の大き

さや話す速さを工夫して発表

する。 

This is my original pizza. 

I like lunch time.  
●拍手、うなずくなどの反応をし

ながら発表を聞く。 

That’s nice. / Sounds good. 

○ローマ字表記の他に、ヘボン式

の表記があることを知る。 

Ishikawa Shoma / Chiba 

Ashibetsu / Fukagawa 
 
○自分の名前や身近な地名など

をローマ字表記で書く。 

Yamada Kenta / Sapporo 

ゆっくり、はっきりと話さ

れた時、短い話のおおよそ

の内容が分かる。 

音声で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。 

 

簡単な語句や基本的な表現

で自分の考えや気持ちを伝

えることができる。 

質問したり答えたりして、伝

え合うことができる。 

簡単な語句や基本的な表現

で自分の考えや気持ちを整

理した上で話すことができ

る。 

大文字・小文字を活字体で書

くことができる。 

音声で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。 

例文を参考に書くことができ

る。 



 

 

 
  

 

 

赤平市 小学校外国語科における評価項目及び評価規準例  （令和２年５月作成・１２月一部改訂） 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

第５学年

第６学年

共通項目 

日本語との違いに気付き、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ている。 

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、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、自分の考えなどを伝え合うことができる。 

外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他

者に配慮しながら、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している。 

 

ペーパー

テストに

よる評価 

音声を聞いて、読まれた単語に合う絵を選択した

り、アルファベットの正しい表記を選択したりす

るテストの「知識・技能」の問題において、 

９割以上の正答率→Ａ（満足） 

８割以上の正答率→Ｂ（おおむね満足） 

８割未満の正答率→Ｃ（努力を要する） 

音声を聞いて、簡単な会話に合う絵を選択したり、

例文を参考に、簡単な英文を書き写したりするテ

ストの「思考・判断・表現」の問題において、 

９割以上の正答率→Ａ（満足） 

８割以上の正答率→Ｂ（おおむね満足） 

８割未満の正答率→Ｃ（努力を要する） 

※ペーパーテストによる評価は行わない。授業中

の行動観察やワークシートの記述分析などか

ら、声に出して復唱しようとしているか、具体

的な情報を聞き取ろうとしているか、自分の考

えや気持ちを伝えようとしているかなどを記

録しておく。 
 

発表また

はパフォ

ーマンス

テストに

よる評価 

・単語や文を概ね正確に発音したり話したりできる。 

・不自然な間をおかずに英語で簡単な会話ができる。 Ａ 

・アルファベットを４線上に正確に書くことができる。 

・例文を参考に、正しく英文を書き写すことができる。 

・単語や文を発音したり話したりできるが、 

 正確ではない部分がある。 

・間はあるが、英語（単語でも可）で会話できる。 Ｂ 

・アルファベットを書いたり、例文を書き写し 

たりできるが、正確ではない部分がある。 

・単語や文を英語で話すことができない。  Ｃ 

・日本語で伝えている。 

・発表のテーマや指導者からの問いかけに対 

して、概ね正確に話したり答えたりするこ 

とができる。              Ａ 

・テーマに関連した質問、感想などを付け加 

えて話すことができる。 

・発表したり指導者からの問いかけに対して 

答えたりしているが、正確でない。    Ｂ 

・質問と無関係の回答をしている。 

・指導者から発表を促したり、ヒントを与え 

たりしても、発表したり問いかけに回答し Ｃ 

たりできない。 

・自分の考えや気持ちを伝えようと、英語 

での表現方法を考え、発表に取り組んで 

いる。                 Ａ 

・他者に伝わるように声の大きさや話す速 

さ、ジェスチャーなどを工夫している。 

・例文を参考にしたり、指導者のヒントをもと 

に考えたりすれば、発表することができる。  Ｂ 

・聞き手に伝わる声で発表できる。 

・例文や指導者からのヒントを手がかりに 

しても、発表する内容を考えることがで  Ｃ 

きない。 

※テストや発表による評価を複数回行い、総合的に評価を行う。 

※この他、日常の授業中の行動観察、ワークシート等の記述を踏まえて評価を行う。（特に、主体的に学習に取り組む態度については、日常から児童の様子を観察しておくことが必要） 

 

赤平市 小学校外国語活動における評価規準例         （令和２年１２月作成） 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

第３学年

第４学年

共通項目 

身近で簡単な事柄を表す語句や基本的な表現を聞

いたり、文字の発音を聞いたり、挨拶や簡単な指

示をしたり、自分の考えや気持ちを伝え合ったり、

質問したり質問に答えたりすることに慣れ親しん

でいる。 

コミュニケーションを行う目的、場面、状況に応

じて、身近で簡単な事柄を表す語句や基本的な表

現の意味、文字の発音を聞いてどの文字であるか

が分かっている。自分の考えや気持ちを伝え合っ

たり、質問したり質問に答えたりしている。 

外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他

者に配慮しながら、主体的に外国語で話されるこ

とを聞こうとしたり、外国語を用いて伝え合おう

としたり、発表しようとしたりしている。 

 

 

 

 


