
・現代の標準的な発音で話される語を聞き、その意味が分かること

・語と語の連結によって変化した音を聞き取ること

・語、句、文の基本的な強勢をとらえて、大切な部分を聞き取ること

・文の基本的なイントネーションをとらえて、文の意味を聞き取ること

・文の基本的な区切りをとらえて、意味のまとまりごとに聞き取ること

・語句の知識を活用して、語句の意味を正しく聞き取ること

・文法事項の知識を活用して、文の意味を正しく聞き取ること

・聞き取れた語句や文から、話題を正しく理解すること

・内容を表す語句に留意して聞き取り、必要な情報を正しく理解すること

・聞き取れた語句や文から場面や状況をとらえ、必要な情報を正しく理
解すること
・伝えたい内容に伴う強勢、イントネーション、区切り、速さ、音の変
化をとらえ、意味の違いを聞き分けながら必要な情報を正しく理解す
ること
・話される文のキーワードを正確に聞き取り、簡単な動作や行為で適切
に応じること
・話される文のキーワードを正確に聞き取り、簡単な言葉で端的に応じ
ること
・場面や状況をとらえ、相手の質問や依頼に言葉や行為で適切に応じる
こと
・話し手の表情や動作などを手掛かりに、相手の質問や依頼の意図を正
しく理解し、言葉や行為で適切に応じること
・話される内容が理解できないときに、適切な表現を用いて中断するよ
うに求めること
・理解できない語句を繰り返すことにより、分からない部分を相手に伝
えること

・理解できないときに、再度の説明や別の説明、詳しい説明を求めること

・理解した内容を示す語句を繰り返して、理解した内容を伝えること

・理解した内容を別の言葉で表現し、相手に伝えることで、その内容を
確認すること

・さらに詳しく知りたい内容や情報について、質問すること

・文法事項の知識を活用して、概要や要点を適切に理解すること

・内容を表す語句に留意して聞き取り、必要な情報を適切に理解すること

・強勢、イントネーション、区切り、速さ、音の変化をとらえ、全体の
概要や要点を類推しながら聞くこと
・聞き取れた語句や文から場面や状況をとらえ、話題や概要、要点を適
切に理解すること

・つなぎ言葉に着目して、話題や内容の変化を把握すること

・聞き取れた語句、文、絵や図などを手がかりに、次に話される内容を
予想しながら聞くこと

（ア）

目
標

指導事項

初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解できるようにする。

【 各領域の指導事項の具体例 『聞くこと』 】

指導事項の具体例

強勢、イントネーショ
ン、区切りなど基本的
な英語の音声の特徴
をとらえ、正しく聞き取
ること。

まとまりのある英語
を聞いて、概要や要点
を適切に聞き取るこ
と。

（オ）

自然な口調で話され
たり読まれたりする英
語を聞いて、情報を正
確に聞き取ること。

（イ）

（ウ）

話し手に聞き返すな
どして内容を確認しな
がら理解すること。

（エ）

質問や依頼などを聞
いて適切に応じるこ
と。



・現代の標準的な発音で語句を話すこと

・語と語の連結による音変化をとらえて話すこと

・語、句、文における基本的な強勢を用いて話すこと

・基本的なイントネーションを用いて文を話すこと

・文における意味のまとまりをとらえ、基本的な区切りを用いて話すこと

・話題や伝えたいことを明確にして適切な声量で明瞭に話すこと

・大切な語句を強調したり繰り返したりして話すこと

・伝えたい内容や感情に応じて、強勢などを工夫して話すこと

・絵、図又は具体物を示しながら話すこと

・例を挙げて、伝えたいことを具体的に話すこと

・事実をもとに、理由を明らかにしながら自分の意見や感想を話すこと

・順序立ての言葉を使うなどして、話題の展開を整理して話すこと

・聞き手の理解を確認しながら、必要に応じて繰り返したり他の表現で
言い換えたりして話すこと

・分からない点や確かめたい点を尋ねたり答えたりすること

・聞いたり読んだりしたことについて意見や感想などを話すこと

・聞いたり読んだりしたことから、自分の考えを裏付ける根拠を取り出
して話すこと

・他者の意見や感想などに対して質問や意見を述べること

・他者の意見や感想を認めたり、それに反論したりすること

・沈黙を埋め、さらに発話する意志を示すためのつなぎの言葉を使って
話すこと

・自分の発話をもとに、問い返したりコメントを求めたりすること

・聞き手に伝わらないとき、説明や情報を加えたり、別の表現に言い換
えたりすること

・話を聞いて相づちをうったり、短い反応の言葉をはさんだりすること

・尋ねられたことに対して、１文（以上の）付け加えをして話すこと

・相手の話を復唱したり、要約して繰り返したりすること

・相手の発話が途切れたとき、質問するなどして話題を展開させたり、
新しい話題を提供したりして話すこと
・与えられたテーマについて自分の意見や主張についてスピーチをする
こと

・絵、図又は具体物を示しながらスピーチをすること

・表情、視線、声量、適切な身振りなどを工夫してスピーチをすること

・原稿に頼らないで、メモなどをもとにスピーチをすること

・聞き手を引きつける出だしや結びを工夫してスピーチをすること

・聞き手に質問するなど聞き手を巻き込みながらスピーチをすること

・３段構成など、全体の構成を整えてスピーチをすること

（オ）
与えられたテーマに
ついて簡単なスピーチ
をすること。

（イ）
自分の考えや気持
ち、事実などを聞き手
に正しく伝えること。

（ウ）

聞いたり読んだりした
ことなどについて、問
答したり意見を述べ
合ったりなどすること。

（エ）
つなぎ言葉を用いる
などのいろいろな工夫
をして話を続けること。

【 各領域の指導事項の具体例 『話すこと』 】

目
標
初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができるようにす
る。

指導事項 指導事項の具体例

（ア）

強勢、イントネーショ
ン、区切りなど基本的
な英語の音声の特徴
をとらえ、正しく発音す
ること。



・アルファベットを正しく読むこと

・現代の標準的な発音やアクセントで語句を正しく読むこと

・語と語の連結によって変化する音を意識して読むこと

・語、句、文の基本的な強勢に気をつけて読むこと

・基本的なイントネーションをつけて文を読むこと

・文における意味のまとまりをとらえ、基本的な区切りに注意して読む
こと

・符号の意味や使い方を認識して読むこと

・発音と綴りとを関連付けて読むこと

・語句の知識を活用して、文中の語句の意味を正しくとらえながら黙読
すること
・文法事項の知識を活用して、文章中の文の意味を正しくとらえながら
黙読すること
・語句や表現、文法事項の知識を活用して、文章の概要を正しくとらえ
ながら黙読すること

・目的に応じて適切な速さで黙読し、内容を理解すること

・文の意味や内容が表現されるように、意味のまとまりごとに区切りを
つけて音読すること
・文の意味内容が正しく伝わるように強勢やイントネーションに留意し
て音読すること
・場面や人物の気持ちが表現されるように強弱、イントネーション、速
さ、声量などを工夫して文章を音読すること

・５Ｗ１Ｈを視点に概要や要点を理解すること

・キーワードやトピックセンテンス、サポーティングセンテンスをとら
えて要点を理解すること

・分からない語句の意味を類推しながら、概要を理解すること

・指示代名詞、人称代名詞など、細部の意味をとらえながら理解するこ
と
・登場人物の気持ちや考え、筆者の主張点や意向などをとらえながら理
解すること
・接続詞などに留意し、文章の展開（文と文、パラグラフ間のつなが
り）を考えながら理解すること

・書かれている語句や文から書き手のメッセージを理解すること

・書かれていない部分を推測し、語句を補ってメッセージを理解すること

・書き手の意向をくんで、メモや返事を書くなど文字で応じること

・書き手の意向をくんで、電話をかけるなどの行為で応じること

・読んだ後に感想や意見を表現する目的をもって読むこと

・読んだ後に賛否及びその理由を表現する目的をもって批判的に読むこと

・感想や意見、賛否を述べるために、話の内容や書き手の意見などを適
切に理解すること
・書かれている内容の文化的背景を類推し、その関連を図りながら読む
こと

・書かれている内容と自分の知識や経験との関連を図りながら読むこと

（エ）
伝言や手紙などから
書き手の意向を理解
し、適切に応じること。

（オ）

話の内容や書き手の
意見などに対して感想
を述べたり賛否やその
理由を示したりなどす
ることができるよう、書
かれた内容や考え方
などをとらえること。

（ア）
文字や符号を識別
し、正しく読むこと。

（イ）

書かれた内容を考え
ながら黙読したり、そ
の内容が表現されるよ
うに音読すること。

（ウ）

物語のあらすじや説
明文の大切な部分な
どを正確に読み取るこ
と。

【 各領域の指導事項の具体例 『読むこと』 】

目
標
英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読んで書き手の意向
などを理解できるようにする。

指導事項 指導事項の具体例



・アルファベットの大文字、小文字を活字体で正しく書くこと

・正しい文字の大きさや位置で語を書くこと

・語と語の区切りに注意して文を書くこと

・語や文における大文字、小文字の使い分けを正しくすること

・文の内容に合わせて、終止符、疑問符、コンマ、引用符、感嘆符など
を適切に使うこと

・発音と綴りとを関連付けて語句や文を書くこと

・主語と動詞を的確にとらえて正しく文を書くこと

・文の構成要素である主語、動詞、目的語、補語などの語順に留意して
正しく書くこと
・語順や語形の変化に留意しながら、肯定文や疑問文、否定文を正しく
書くこと
・修飾関係を的確にとらえて副詞句や前置詞句などの位置に注意しなが
ら、正しい語順で書くこと
・文の意味に留意しながら、接続詞を用いた重文や複文などを正しい語
順で書くこと
・自分が得ようとする情報の要点を語句、図、記号、数字などでメモを
とること
・話し手や書き手が伝える要点をつかみ、語句、図、記号、数字などで
メモをとること
・聞いたり読んだりしたことの大切な部分について、簡単な文で書くこ
と
・聞いたり読んだりしたことに対する感想、賛否やその理由を簡潔な文
で書くこと
・聞いたり読んだりしたことに対する感想、賛否やその理由を、接続詞
などを使って筋道立てて書くこと

・自分の考えや気持ちを伝えるのに適する表現を選んで文を書くこと

・自分が伝えたい内容や結論を明確にして端的な文で書くこと

・読み手や場、状況に応じた表現を選んで文を書くこと

・例や理由を挙げるなど、自分の考えや気持ちを裏付ける文を添えて書
くこと

・接続詞を効果的に使って自分の考えを筋道立てて書くこと

・文章全体の構成を工夫して自分が伝えたい内容についてまとまりのあ
る文章を書くこと

・自分の考えや気持ちを伝えるのに適する表現で文を書くこと

・読み手によりよく伝わるように、段落ごとの関係をとらえ文章全体の
構成を工夫して書くこと
・接続詞や副詞、代名詞を使って、文と文の順序や相互の関連に注意を
はらい、一貫性のある文章を書くこと
・読み手によりよく伝わるように、出だしや締めくくりを工夫して書く
こと

（ウ）

聞いたり読んだりした
ことについてメモをとっ
たり、感想、賛否やそ
の理由などを書いたり
などすること。

（エ）

身近な場面における
出来事や体験したこと
などについて、自分の
考えや気持ちなどを書
くこと。

（オ）

自分の考えや気持ち
などが読み手に正しく
伝わるように、文と文
のつながりなどに注意
して文章を書くこと。

指導事項 指導事項の具体例

（ア）

文字や符号を識別
し、語と語の区切りな
どに注意して正しく書く
こと。

（イ）
語と語のつながりな
どに注意して正しく文
を書くこと。

【 各領域の指導事項の具体例 『書くこと』 】

目
標
英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用いて自分の考えなど
を書くことができるようにする。


