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移行期間における小学校の外国語活動

小学校においては、平成30年度から平成31年度まで、新学習指導要領への移行期間となります。

特に、時数や内容が増える外国語活動については、移行措置の内容等について十分に理解を深め、全

面実施までの２年間を見通した中で移行期間中の教育課程を編成することが大切です。

(2)内容（第３学年及び第４学年）

〇 新たに年間１５単位時間を確保し、外国語活動を実施する。
○ 高学年との接続の観点から最低限必要な内容と、それを活用して行う言語活動を中心に取り扱う。
○ 教材は、現在文部科学省が開発している新学習指導要領に対応した教材から必要な内容を配付する。

【取り扱う内容】

新学習指導要領第４章 外国語活動

第２ 各言語の目標及び内容等

２ 内容

〔第３学年及び第４学年〕

(1) 英語の特徴等に関する事項

イ 日本と外国の言語や文化について理解すること

(ｱ) 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに、日本語との違いを知り、言葉の面白

さや豊かさに気付くこと。

(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項

① 言語活動に関する事項

ア 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。

(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を結び付ける活動。

(ｳ) 文字の読み方が発音されるのを効いて、活字体で書かれた文字と結び付ける活動。

イ 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、依頼をしたりして、それら

に応じたりする活動。

(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。

(ｳ) 自分や相手の好みや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 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。

(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。

(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。

移行措置の内容について１
(1) 基本的な考え方

○ 移行措置では、新学習指導要領の外国語活動（３、４学年）及び外国語科（５、６学年）の内容の
一部を加えて必ず取り扱うこととなります。

〇 各学校の判断により、移行期間中に新学習指導要領に規定される外国語科及び外国語活動の授業時
数及び内容を指導することは可能です。



(3)内容（第５学年及び第６学年）

○ 新たに年間１５単位時間を加え、５０単位時間を確保し、外国語活動の内容に加えて、外国語科の
内容を扱う。（外国語活動として実施）

○ 外国語科の内容については、中学校との接続の観点から最低限必要な内容と、それを活用して行う
言語活動を中心に取り扱う。

○ 教材は、Hi,friends!（現行学習指導要領に対応した５・６年生外国語活動用教材）や、現在文部科
学省が開発している新学習指導要領に対応した教材から、必要な内容を配付する。

【取り扱う内容】

新学習指導要領第２章第10節 外国語
２ 内容〔第５学年及び第６学年〕

(1) 英語の特徴やきまりに関する事項

ア 音声

(ｱ) 現代の標準的な発音

(ｲ) 語と語の連結による音の変化

(ｳ) 語や句、文における基本的な強勢

(ｴ) 文における基本的なイントネーション

(ｵ) 文における基本的な区切り

イ 文字及び符号

(ｱ) 活字体の大文字、小文字

エ 文及び文構造

(ｱ) 文

e 代名詞のうち、I, you, he, sheなどの基本的なものを含むもの

f 動名詞や過去形のうち、活用頻度の高い基本的なものを含むもの

(ｲ) 文構造

a ［主語＋動詞］

b ［主語＋動詞＋補語］のうち、

主語＋be動詞＋｛名詞、代名詞、形容詞｝

c ［主語＋動詞＋補語］のうち、

主語＋動詞＋｛名詞、代名詞｝

(3) 言語活動及び言語の働きに関する事項

① 言語活動に関する事項

イ 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。

(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。

(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。

(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。

オ 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。

(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。

(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。

(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。



〇 外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には、年間総授業時数及び総合的
な学習の時間から15単位時間を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。

【留意事項】
※ 総合的な学習の時数を減じて外国語活動に充てることができる特例は、移行期間中のみに講じられ
るものです。
※ 総合的な学習の時間の時数を減じて外国語活動に充てる場合は、時数を減じても総合的な学習の時
間の目標を達成できるよう、学校における目標や内容を見直し、全体計画や年間指導計画を作成する
必要があります。その際、移行期間中の総合的な学習の時間は、全面実施を見据え、探究的な学習の
過程を一層重視し、質的充実を図ることが大切です。
※ 全面実施の際には、総合的な学習の時間の時数を減じずに時数を確保することができるよう見通し
をもって準備を進めるとともに、年間70単位時間の総合的な学習の時間を実施するために改めて指

導計画等を整備する必要があります。

移行期間中の授業時数等について３

○ 文部科学省は、移行措置で扱う新教材の内容や活動を「小学校の新たな外国語教育における新教材
年間指導計画例案 イメージ」として各学年ごとに示しています。
○ 第４学年以上においては、このイメージに示された活動や内容を扱う前に、「Hi, friends!」や下
学年の新教材を取り扱うなど、子どもの学びを踏まえて段階的な指導計画を作成することが大切です。

「小学校の新たな外国語教育における新教材年間指導計画例案 イメージ（６年生：抜粋）」

移行期間中の教材について２

題材 主な表現例 目標例

１ 自己紹
介

I’m from (Shizuoka). I like 

(soccer). I can (play soccer well). 

I am good at (running). My 

birthday is (August 19th). …

・自己紹介に関する表現や好きなこと、できることなどを聞いたり、言ったりすることができる。
・自己紹介で自分の好きなことやできることなどについて伝え合う。

・他者に配慮しながら、好きなことやできることなどについて伝え合おうとする。

２ 日本の
文化

Welcome to Japan. In (summer),

we have (fireworks festival). …

・日本の行事や食べ物などについて、聞いたり言ったりすることができる。

・日本の行事や食べ物や、自分が好きな日本文化について伝え合ったり、例を参考に語順を

意識しながら書いたりする。

・他者に配慮しながら、日本文化について伝え合おうとする。

３ 人物紹
介

I am (Ken). I [like / play] [the 

violin / baseball]. I [have / want] 

a new [recorder / ball]. …

・「主語＋動詞＋目的語」の文の語順に気付き、自分や第三者について聞いたり言ったりする
ことができる。

・語順を意識して、自分やある人について紹介したり、例を参考に紹介する文を書いたりする。
・他者に配慮しながら、第三者に伝え合おうとする。

４ 自分た

ちの町・
地域

We have / don’t have (a park). 

We can (see many flowers). We 

can enjoy [fishing / shopping]. …

・地域にどのような施設があるのか、また欲しいのか、さらに地域のよさなどを聞いたり言った

りすることができる。

・地域のよさや課題などについて自分の考えや気持ちを伝え合ったり、地域のよさや願いに
ついて例を参考に語順を意識しながら書いたりする。
・地域のよさなどについて、伝え合おうとする。

９ 中学校

生活・
部活動

I like (basketball). I want to join 

the (basketball team). …

・中学校の部活動や学校行事などについて、聞いたり言ったりすることができる。

・中学校の部活動や学校行事について伝え合ったり、中学校生活について書かれている英
語を推測しながら読んだりする。
・他者に配慮しながら、中学校生活について伝え合おうとする。

好きなことやできること

などを含めた自己紹介

をしたり、それを聞いて
概要を捉えたりする。

語順を意識して、自分や

ある人について紹介した

り、例を参考に文を書い
たりする。

○ 新学習指導要領が全面実施となった時の年間指導計画例案です。
○ 太枠囲みの題材は、移行措置で扱う主な内容を示しています。
○ 移行期間中の年間50単位時間のうち、下線部（斜字体）がHi, friends!の内容に加えて扱う外国語科の主な内容を示しています。
○ 表中右側の吹き出しは、移行期間中に行う主な活動を示しています。
※ 目標例は、今後の検討の過程で修正する可能性があります。

まとまりのある話を聞いて意味を理解する

語順や日本語との語順の違いに気付く

語順や語と語の区切りに注意して書き写す

小学校外国語教育に係る新教材の整備等のスケジュール
【 ６月公表 】 第３～６学年 年間指導計画例案、活動例案
【 ７月公表 】 研修ガイドブック
【 ９月公表 】 第５、６学年 児童用冊子、教師用指導書、学習指導案
【 年内公表 】 第３、４学年 児童用冊子、教師用指導書、学習指導案

第５、６学年 デジタル教材、ワークシート
【年明け公表】第３、４学年 デジタル教材、ワークシート
※公表はデータの共有により行います。

中学校でやりたいことを伝え合う

地域のよさや願いにつ

いて例を参考に語順を

意識しながら書いたりす
ることができる。

検索新教材説明会での配布資料について

地域のよさや願いにつ

いて例を参考に語順を

意識しながら書いたりす
ることができる。



○ 移行期間中の指導計画の作成に当たっては、児童の学びの質の向上を図る観点から、各年度の学年
ごとに、前年度までの外国語活動の学習経験の有無、接続する学年の授業時数、中学校への接続など
から授業時数や学習内容を検討する必要があります。

※ 配慮が必要な例
Ａ～ 中学校（平成３１年度）で140時間の外国語を学習することから、６年生（平成３０年度）の授業時数

や学習内容について、中学校との接続に十分配慮する必要があります。

Ｂ～ ５年生（平成30年度）では最低でも50時間学習することになりますが、４年生までに余剰時数を用い
た外国語活動などの学習経験がない場合、５年生で初めて外国語活動の学習を行うことについて、例えば、
年間50時間の授業時数を前期は週１時間程度、後期は週２時間程度とするなど、段階的に慣れ親しむこと
ができるよう工夫する必要があります。
また、中学校（平成32年度）では140時間の外国語を学習することから、６年生（平成31年度）の授

業時数や学習内容について、中学校との接続に十分配慮する必要があります。

Ｃ～ ３年生までに余剰時数を用いた外国語活動などの学習経験がある場合、４年生（平成３０年度）ではさ
らに興味・関心を高めることができるよう、学習内容や授業時数を設定する必要があります。
また、６年生（平成３２年度）で教科としての外国語を学習することになることを踏まえ、５年生（平

成31年度）の学習内容や授業時数を設定する必要があります。

Ｄ～ ３、４年生（平成３０、３１年度）で、移行期間として示された最低限の時数で実施した場合、５年生
（平成３２年度）で授業時数が15時間から70時間に増え、外国語科として学習することとなることから、
高学年への円滑な移行に十分配慮する必要があります。

Ｅ～ ２年生までの余剰時数を用いた外国語活動などの学習経験の有無にかかわらず、３年生（平成３１年度）で
は35時間の外国語活動を実施することが可能であることを踏まえ、授業時数を検討する必要があります。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

移行期間
小学校
新学習指導要領
全面実施

中学校
新学習指導要領
全面実施

A 小５外国語活動
35時間

小６外国語活動
50～70時間

中１外国語
140時間

中２外国語
140時間

中３外国語
140時間

B 小４ 小５外国語活動
50～70時間

小６外国語活動
50～70時間

中１外国語
140時間

中２外国語
140時間

C 小３ 小４外国語活動
15～35時間

小５外国語活動
50～70時間

小６外国語
70時間

中１外国語
140時間

D 小２ 小３外国語活動
15～35時間

小４外国語活動
15～35時間

小５外国語
70時間

小６外国語
70時間

E 小１ 小２ 小３外国語活動
15～35時間

小４外国語活動
35時間

小５外国語
70時間

移行期間中の学習評価

〇 移行期間中における学習評価は移行期間に追加して指導する部分を含め、現行学習指導要領の下の
評価規準等に基づき行う。

〇 第３学年及び第４学年～総合所見及び指導上参考となる諸事項を記録する欄に児童の学習状況にお
ける顕著な事項を記入する。
〇 第５学年及び第６学年～外国語活動の記録の欄に文章で記述する。（現行と同様）

指導要録の取扱い

移行期間の学習評価等について４

小学校外国語活動・外国語研修ガイドブックについて

○ 文部科学省は、小学校外国語教育について
①基本編、②授業研究編、③実践編、④実習編、⑤理論編、⑥研修指導者編
の６つのカテゴリーで整理し、研修や授業等の事前準備に活用できる内容がまとめられています。

検索小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック

コラム


