
平成29年12月 北海道教育庁学校教育局義務教育課

外国語教育の充実に向けて
～学びの連続性を踏まえた指導を行うために～

義務教育段階においては、小・中学校９年間を通じて育成を目指す資質・能力を明確に
し、その育成を高等学校教育等のその後の学びに円滑に接続していくことが求められます。

各学校では、外国語教育においても、学校段階等の目標を把握し、何を身に付けさせる
のかを理解することにより、子どもの発達の段階を踏まえた指導を行うことが大切です。

目 標

小学校外国語活動 小学校外国語科 中学校外国語科

第１ 目標
外国語によるコミュニケーショ
ンにおける見方・考え方を働かせ、
外国語による聞くこと、話すこと
の言語活動を通して、コミュニ
ケーションを図る素地となる資
質・能力を次のとおり育成するこ
とを目指す。

第１ 目標
外国語によるコミュニケーションにお
ける見方・考え方を働かせ、外国語によ
る聞くこと、読むこと、話すこと、書く
ことの言語活動を通して、コミュニケー
ションを図る基礎となる資質・能力を次
のとおり育成することを目指す。

第１ 目標
外国語によるコミュニケーションに
おける見方・考え方を働かせ、外国語
による聞くこと、読むこと、話すこと、
書くことの言語活動を通して、簡単な
情報や考えなどを理解したり表現した
り伝え合ったりするコミュニケーショ
ンを図る資質・能力を次のとおり育成
することを目指す。

知
識
・
技
能

第１ 目標（１）
外国語を通して、言語や文化に
ついて体験的に理解を深め、日本
語と外国語との音声の違い等に気
付くとともに、外国語の音声や基
本的な表現に慣れ親しむようにす
る。

第１ 目標（１）
外国語の音声や文字、語彙、表現、文
構造、言語の働きなどについて、日本語
と外国語の違いに気付き、これらの知識
を理解するとともに、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、書くことによる実際のコミュ
ニケーションにおいて活用できる基礎的
な技能を身に付けるようにする。

第１ 目標（１）
外国語の音声や語彙、表現、文法、
言語の働きなどを理解するとともに、
これらの知識を、聞くこと、読むこ
と、話すこと、書くことによる実際
のコミュニケーションにおいて活用
できる技能を身に付けるようにする。

思
考
力･

判
断
力･

表
現
力

等 第１ 目標（２）
身近で簡単な事柄について、外
国語で聞いたり話したりして自分
の考えや気持ちなどを伝え合う力
の素地を養う。

第１ 目標（２）
コミュニケーションを行う目的や場面、
状況などに応じて、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、
音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙
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
の考えや気持ちなどを伝え合うことがで
きる基礎的な力を養う。

第１ 目標（２）
コミュニケーションを行う目的や
場面、状況などに応じて、日常的な
話題や社会的な話題について、外国
語で簡単な情報や考えなどを理解し
たり、これらを活用して表現したり
伝え合ったりすることができる力を
養う。

学
び
に
向
か
う

力
・
人
間
性
等

第１ 目標（３）
外国語を通して、言語やその背
景にある文化に対する理解を深め、
相手に配慮しながら、主体的に外
国語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度を養う。

第１ 目標（３）
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
ろうとする態度を養う。

第１ 目標（３）
外国語の背景にある文化に対する
理解を深め、聞き手、読み手、話し
手、書き手に配慮しながら、主体的
に外国語を用いてコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を養う。

１ 新学習指導要領における小学校外国語活動、外国語科、中学校外国語科の目標

【小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領（抜粋）】

※ 移行期間中は、中学年、高学年とも外国語活動として実施します。移行期間中における学習評価の在り方については、移行
期間に追加して指導する部分を含め、現行小学校学習指導要領の下の評価規準等に基づき、学習評価を行うことになります。

外国語活動の目標は、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成することです。こ
れは、高学年の外国語科の目標である、「コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力」及び
中学校の外国語科の目標である、「簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりす
るコミュニケーションを図る資質・能力」につながるものです。このような目標の関係を理解し、
指導に生かすことが大切です。

◆ 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方
外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他者との関わり

に着目して捉え、コミュニケーションを行う目的や場面、状況等に応じて、情報を整理しながら
考えなどを形成し、再構築すること



小学校外国語活動 小学校外国語科

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、自分の考えや気持ちなど
を、簡単な語句や基本的な表現を用いて伝
え合うようにする。

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、簡単な
語句や基本的な表現を用いて伝え合うこと
ができるようにする。

(1) 小学校外国語活動と小学校外国語科の目標

子どもの発達の段階を捉えて指導に生かすためには、領域別の目標を比較し、子どもに何
を身に付けさせるのかを理解することが重要です。特に、「読むこと」と「書くこと」は外
国語科で導入される領域ですが、「聞くこと」「話すこと［やり取り］」「話すこと［発表］」
は外国語活動と外国語科で扱う領域なので、それぞれ目標を確認することが大切です。

また、外国語活動と外国語科との連携を考える際には、外国語活動の「慣れ親しみ」と外
国語科の「技能の習得」の違いを意識して指導することが大切です。

外国語活動の「慣れ親しみ」とは、単元に設定されている様々な活動の中で、その単元で
使用するように設定されている語彙や表現を聞いたり話したりしている子どもの行動として
捉えることができます。

外国語科の「技能の習得」とは、学んだ語彙や表現を異なる場面でも使用できる状態とし
て捉えることができます。

目標からも「慣れ親しみ」と「技能の習得」の違いを確認することができます。

（例）各言語の目標及び内容等 １目標「話すこと［やり取り］」（抜粋）

下線部のように、目標の文末は、外国語活動では「～伝え合うようにする」と表現され
ますが、外国語科では、「～伝え合うことができるようにする」とされています。これは、
外国語活動では、慣れ親しんでいる状態にするように指導することが求められているのに対
して、外国語科においては、その技能が別の場面でも活用できるようにすることが求められ
ているという「活動型」と「教科型」の違いによるものです。

【具体的な指導例】
○ ＜外国語活動＞ 新教材第３学年用 Unit4

「I like blue. すきなものをつたえよう」（4/4時間）
本時の目標：相手に伝わるように工夫しながら自分の

好みを紹介しようとする。

時間 児童の活動
指導者（Ｔ）の活動と使用英語例

◎評価＜方法＞

８分 【Ａｃｔｉｖｉｔｙ】
○自己紹介
カードを作成す
る。

・好きなものや好きでないものを絵
や言葉で表して、児童一人一人
に自己紹介シートを作成させる。

What do you like?
What color do you like? 
Please draw your favorite things on 

your worksheet.

23分 ○自分の好み
を交えて自己
紹介をし合う。

Hello. I’m ～.

I like ～. / I 
don’t like ～.
(Do you like 

～?)
Thank you.

・４、５人のグループを作り、一人
ずつ自己紹介する。（学級の人数
や実態に応じて形態を変える）
Ｔ：Please make groups of four or 
five. Please make a speech about 

yourself. I’m ～. I like ～. I don’t 

like ～. Thank you. OK?
・途中で中間評価を行うなどして、
活動がねらいにそったものとなる
ようにする。
・代表者数名に全体の前で発表さ
せる。
◎相手に伝わるように工夫しなが
ら自分の好みを紹介している。
＜行動観察、振り返りカード点検＞

時間 児童の活動
指導者（Ｔ）の活動と使用英語例

◎評価＜方法＞

５分 ○Let’s Talk

・夏休みに行った
場所と食べた物、
その感想につい
て、ペアで話す。

S1: I went to the 
sea. I ate yakisoba. 
It was delicious. 

How about you?
S2: I went to the 
department store. I 

ate pizza. It was 
great.
S1: I see. Thank you.

・ペアを替えて複数
回対話をする。

・指導者はまず、自分が夏休み
に行った場所や食べた物など
を紹介し、１人の児童(S1)に
How about you?と投げかける。
S1の発話を助ける。これを数
名と繰り返し、児童にやり方を
理解させるようにする。

T: I went to the sea. I ate ice 
cream. It was delicious. How 

about you?
S1: I went to the amusement 
park. I ate a hamburger. It was 

good.
T: That’s nice. Now, let’s talk in 

pairs.

◎I went to ～. I ate ～. It was ～.

を使って、夏休みに行った場所
と食べた物、その感想を言った
り聞いたりすることができる。
＜行動観察＞

○ ＜外国語科＞We Can! 2 Unit5

「My Summer Vacation 夏休みの思い出」 (4/8時間)

本時の目標：夏休みに行った場所と食べた物、その感想
を言ったり聞いたりする。

【小学校新教育課程説明会及び新教材説明会配付資料（抜粋）】

２ 小学校外国語活動と小学校外国語科の連携

小学校においては、外国語活動と外国語科の接続に配慮した指導を行うことが大切です。



(2) 学習意欲や積極性の維持

外国語活動と外国語科との連携においては、中学年における慣れ親しみによって得られる英
語使用の喜びを外国語科でも感じられるようにするなど、学習意欲や積極性の維持を図ること
が重要です。

そのため、外国語科において、教科としての定着を意識するあまり、練習のための活動に偏
ることのないよう指導する際には、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等を明確にし
て見通しをもたせながら学習に取り組ませ、英語を実際に用いて考えや気持ちを伝え合う言語
活動を行うことが大切です。

高学年用の新教材（We Can!）においても、子どもの学習意欲や積極性が維持できるよう、
題材や単元配列が工夫されています。

① 子どもの興味・関心を踏まえた工夫

＜第５学年 Unit５ 単元名”She can run fast. He can jump high.”＞
・中学年でIとyouを学習した子どもが、目の前にいない人のことについて話したい、聞きたい

と意欲をもつ段階で、三人称のsheやheを取り扱う。

＜第６学年 Unit５ 単元名“My Summer Vacation”、Unit７単元名 “My Best Memory”＞
・２学期に夏休みの様子を話したいと思う気持ちや、卒業が近くなり小学校６年間の思い出

について話したいという子どもの意欲に合わせて、過去形を取り扱う。

② 既習語句や表現を繰り返し活用する活動の設定

＜第５、６学年 Small Talk＞
・子どもたちが習い慣れ親しんできた表現等を繰り

返し使用することで定着を目指す。
S1: What sport do you like? 

（新教材第３学年用 Unit5で学習した表現）
S2: I like soccer.

（新教材第３学年用 Unit4で学習した表現）
S1: You like soccer? That’s nice. Why?

（”That’s nice.”は新教材第３学年用 Unit2、”Why?”は新教材第４学年用 Unit8で学
習した表現）

S2: It’s fun. How about you? What sport do you like?
（How about you?は新教材第４学年用 Unit4で学習した表現）

(3) 音声から文字へのつながり

外国語活動は音声を中心に取り扱い、外国語科においては音声で十分に中学年で慣れ親しん
だ簡単な語句や基本的な表現を読んだり書いたりします。音声から文字へとつなげるように、
どのような語句や表現に慣れ親しんだかについて引き継ぐなど、中、高学年間で連携を図るこ
とが重要です。

例えば、外国語活動の「聞くこと」では、「ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に、
どの文字であるかが分かるようにする。」という目標が示され、文字の名称の発音を聞き、文
字を特定することとされています。この慣れ親しみは、外国語科においては「読むこと」の「ア
活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発音することができるようにする。」という目
標や「書くこと」の「ア 大文字、小文字を活字体で書くことができるようにする。（略）」
という目標につながっています。外国語活動では、外国語科につながる学習を行っていること
を意識することが重要です。

なお、発音と綴りとを関連付けて指導することは中学校段階の学習内容であることから、高
学年においては、発音と綴りの関係の規則を明らかにして指導することや文構造については文
法の用語や用法の指導に偏らないように留意することが必要です。



(1) 小学校外国語科と中学校外国語科の目標

外国語教育においては、小・中・高で一貫した目標の実現を図るため、また、「外国語を使っ
て何ができるようになるのか」を明確にするため、新学習指導要領では、 「第２ 各言語の
目標及び内容等」に 「聞くこと」「話すこと［やり取り］」「話すこと［発表］」などの領
域別の目標が設定されています。

子どもの発達の段階を捉えて指導に生かすために、小・中学校間で領域別の目標を比較し、
何を身に付けさせるのかを理解することが重要です。

（例）各言語の目標及び内容等 １目標 (4)「話すこと［発表］」

（下線部）
○ 小学校段階では「日常生活に関する身近で簡単な事柄」「自分のこと」「身近で簡単な事柄」について

話すことができるようにするとなっています。それが中学校段階では、「関心のある事柄」「日常的な話題」
「社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたこと」となっており、話題が、子ども自身のことから、よ
り広いものへと広がっています。

（斜字体）
○ 小学校段階では「自分の考えや気持ちなど」を話すこととなっています。それが中学校段階では「事

実や自分の考え、気持ちなど」や「考えたことや感じたこと、その理由など」を話すこととなっており、
自分の考えや気持ちに加えて「事実」や「考えたこと」「理由」などを伝えることとなり、高度化されて
います。

（網掛け）
○ 小学校段階では「簡単な語句や基本的な表現を用いて」となっています。それが中学校段階では「簡

単な文を用いて」となっており、文構造の仕組みを理解した上で発話することを示しています。また、
中学校段階では「即興で」や「まとまりのある」となっており、その場で考えて話したり、まとまりの
ある内容で話したりすることが求められています。

中学校学習指導要領解説外国語編では、各目標の解説として、小学校外国語科との接続が
示されています。

（例）中学校学習指導要領解説外国語編 第２節 英語 １目標 (2) 読むこと

この目標では、小学校の外国語科の「読むこと」の目標イ「音声で十分に慣れ親しんだ簡
単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにする」を受け、「日常的な話題」について、
読み手として目的に応じて知りたいことや欲しい情報などの「必要な情報」を読み取る力を
身に付けさせることを示している。（略）

小学校外国語科 中学校外国語科

ア 日常生活に関する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用いて話す
ことができるようにする。

イ 自分のことについて、伝えようとする内容を
整理した上で、簡単な語句や基本的な表現を
用いて話すことができるようにする。

ウ 身近で簡単な事柄について、伝えようとする
内容を整理した上で、自分の考えや気持ちな
どを、簡単な語句や基本的な表現を用いて話
すことができるようにする。

ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文
を用いて即興で話すことができるようにする。

イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、
気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用い
てまとまりのある内容を話すことができるよう
にする。

ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりした
ことについて、考えたことや感じたこと、その理
由などを、簡単な語句や文を用いて話すこと
ができるようにする。

３ 小学校外国語科と中学校外国語科の連携

学校間の接続を円滑にし、小学校における学びを中学校につなげ、コミュニケーションを図
る資質・能力を育成するという目標が実現できるよう、小・中学校の接続に配慮した指導を行
うことが大切です。

ア 日常的な話題について、簡単な語句や文で書かれたものから必要な情報を読み取ることができるよ
うにする。



(3) 小学校教員と中学校教員の連携

小学校第３学年で始まる外国語活動から中学校の外国語科へ一貫して、子どもの学びを確か
なものとするためには、小学校と中学校教員の連携が大切です。

中学校区（中学校とその中学校に進学する子どもの通う小学校）内での小学校の外国語科や
外国語活動の実際を互いに理解するために、目標・指導内容等について、意見交換したり、授
業参観等を行ったりして、理解を深めることが重要です。

その際、小学校で設定する領域別の目標、扱った話題、言語材料（表現・語彙）等の一覧の
資料や子どもの学習の進捗状況の情報、教材や子どもの作品などがあれば中学校に提供すると
一層連携が図られます。

また、中学校が設定するＣＡＮ－ＤＯリスト（中・高等学校が設定する生徒に求められる英
語力を達成するための学習到達目標）を小学校に提供することにより、小・中連携の取組を一
層進めることも重要です。

領域 第１学年

聞くこと
○ 教師やＡＬＴの指示や質問を正しく理解し、それに応じることができる。
○ 身近な人や物についての英文を聞いて、それについて理解できる。

読むこと
○ 身近な人や物についての英文を読んで、それについて理解できる。
○ 簡単な英文を正しい発音で音読することができる。

話すこと
[やり取り]

○ 相手に質問したり、質問に答えたりすることができる。

話すこと
[発表]

○ 身近な人や物について出来事や体験について口頭で述べることができる。

書くこと
○ 書き方のルールに従いながら正しく文字や記号を用いて英文を書くことができる。
○ 身近な人や物について語と語のつながりに注意して英文を書くことができる。

ｚＣＡＮ－ＤＯリストは、中・高等学校が設定する生徒に
求められる英語力を達成するための学習到達目標です。

検索ＣＡＮ－ＤＯリスト 作成の手引

参考：Ａ中学校のＣＡＮ－ＤＯリスト形式による学習到達目標（抜粋）

卒業時の目標

学習した語句や表現を用いて、自分のことや自分の考えについて相手に伝えるとともに、相手の考えや思いを英語
で理解することができる。

(2) 小学校と中学校の指導内容の連携

語彙、表現などについては、小学校で学んだ学習内容を中学校において小学校とは異なる場
面で使ったり別の意味で使用したりするなど、言語活動において繰り返し活用し定着を図るこ
とが重要です。また、小学校段階で扱った言語活動を発展させて、中学校段階にふさわしい言
語活動にして行うなどの連携を図るようにします。言語の使用場面や働きについても、同じ働
きの場合には、言語活動の高度化を図ったり、使用される語彙や表現を複雑にしたりするなど
して発展するように計画します。一方で、例えば、言語の使用場面の「挨拶」や働きの「挨拶
をする」などのように小学校学習指導要領には記載され、中学校学習指導要領には記載されて
いないものもあります。繰り返し触れたり活用したりしながら、小学校段階において着実に指
導することが大切です。

特に「読むこと」と「書くこと」の指導については、小学校段階では、文字の名称が発音で
きたり、文字の名称が読まれたときにどの文字か特定できたりするように指導するとされてい
ますが、語を書く際には「書き写すようにする」とされており、語の綴りを覚えるところまで
は求められていません。しかし、語を書き写す経験は、中学校段階における「書くこと」の指
導につながる重要な指導であることを認識して「書くこと」の言語活動も十分に行う必要があ
ります。


