
◆ 外国語

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨

中央教育審議会の答申を踏まえた、今回の改善の四つの基本方針
（１）自らの考えなどを相手に伝えるための「発信力」やコミュニケーションの中で基本的な語彙

や文構造を活用することができる力、内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力などの育
成を重視する観点から、「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た知識等について、自らの体
験や考えなどと結び付けながら活用し、「話すこと」や「書くこと」を通じて発信することが
可能となるよう、４技能を総合的に育成する指導を充実する。

（２）指導に用いられる教材の題材や内容については、外国語学習に対する関心や意欲を高め、外
国語で発信することができる内容の充実を図る等の観点を踏まえ、４技能を総合的に育成する
ための活動に資するものとなるよう改善を図る。

（３）「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」及び「書くこと」の４技能の総合的な指導を通して、
これらの４技能を統合的に活用できるコミュニケーション能力を育成するとともに、その基礎
となる文法をコミュニケーションを支えるものとしてとらえ、文法指導を言語活動と一体的に
行うよう改善を図る。また、コミュニケーションを内容的に充実したものとすることができる
よう、指導すべき語数を充実する。

（４）中学校における「聞くこと」、「話すこと」という音声面での指導については、小学校段階で
の外国語活動を通じて、音声面を中心としたコミュニケーションに対する積極的な態度等の一
定の素地が育成されることを踏まえ、指導内容の改善を図る。併せて、「読むこと」、「書くこ
と」の指導の充実を図ることにより、「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」及び「書くこと」
の四つの領域をバランスよく指導し、高等学校やその後の生涯にわたる外国語学習の基礎を培
う。
このような方針のもと、中学校においては、身近な事柄について一層幅広いコミュニケーショ

ンを図ることができるようにするため、授業時数の増加（各学年とも年間１０５時間から１４０
時間に増加）を実施するとともに、指導する語数を従来の「９００語程度まで」から「１２００
語程度」へと増加させている。一方、指導事項の更なる定着を図るため、文法事項等の指導内容
は概ね従来のままとしており、新たな指導事項の追加はほとんど行っていない。また、これまで
の学習指導要領において、「…については、理解の段階にとどめること」等と定められていた、
いわゆる「はどめ規定」については記述を改めた。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

外国語科の目標は、コミュニケーション能力の基礎を養うことであり、次の三つを念頭に置
くこととしている。
・外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深める。
・外国語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。
・聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。
また、今回の改訂では小学校に外国語活動が導入され、特に音声面を中心として外国語を用

いたコミュニケーション能力の素地が育成されることになったことを踏まえ、中学校段階では、
「聞くこと」、「話すこと」に加え、「読むこと」、「書くこと」を明示することで、小学校にお
ける外国語活動ではぐくまれた素地の上に、これらの四つの技能を総合的に育成することとし
ている。
同じ趣旨から、英語の目標において、「聞くこと」、「話すこと」の領域にかかわる記述に盛

り込まれていた「慣れ親しみ」という文言を削除している。
（２）内容の改善

内容については、その構成は変わっていないが、領域ごとに示す言語活動の指導事項を次の
とおりそれぞれ１項目ずつ追加または再編成し、各５項目としている。
・「聞くこと」においては、「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」を追加した。

・「話すこと」においては、「与えられたテーマについて簡単なスピーチをすること」を追加
した。

・「読むこと」においては、「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」
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を追加した。
・「書くこと」においては、これまでの（ウ）と（エ）を再編成し、次の３項目とした。
（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。
（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。
（３）言語活動の充実

授業時数を各学年１０５時間から１４０時間に増加させたことで、言語活動の充実を通じ
て言語材料の定着を図るとともに、コミュニケーション能力の一層の育成を目指している。
① 語彙や文構造を定着させ、実際に活用できるようにするために必要な指導の改善を図る。
② 「聞くこと」や「読むこと」を通じて得た知識等について、自らの体験や考えなどと結び
付けながら活用し、「話すこと」や「書くこと」を通じて発信することが可能となるよう、
４技能を総合的に育成する指導を充実する。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの外国語の指導に当たっ
ては、現行中学校学習指導要領第２章第９節の規定にかかわらず、その全部又は一部につい
て新中学校学習指導要領第２章第９節の規定によることができる。

２ 移行措置の解説
（１）移行措置の内容
・全部又は一部について新中学校学習指導要領によることができることとしたこと。

（２）学習指導上の留意事項
・移行期間中に新中学校学習指導要領によることができるとされている教科において、実際
に新中学校学習指導要領による場合には、その内容に応じて適切な教材を用いるとともに、
所要の時数を確保して指導が行われるようにすること。

・現行中学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領において目標及び内容を２学年又は３
学年まとめて示してある教科については、特に、平成２３年度の指導に当たっては翌年度
を見通した適切な指導計画を作成して指導し、平成２４年度の指導に当たっては、前年度
における指導内容を踏まえて適切な指導計画を作成して指導する必要があることに十分に
留意し、新中学校学習指導要領に円滑に移行できるようにすること。

３ 移行期間中の指導計画
（１）指導計画の作成

① 生徒や地域の実態に応じて、学年ごとの目標を適切に定め、３学年を通して英語の目標の
実現を図るようにする。

② 英語を理解し、英語で表現できる実践的な運用能力を養うために、英語を聞いたり、話
したり、読んだり、書いたりする基礎的な言語活動をバランスよく計画的・系統的に行う。

③ 実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの活動を行うとともに、言語
材料について理解したり練習したりする活動を行う。

④ 実際的な言語の使用場面の設定や言語の働きを意識しながら、言語活動の具体化を図る。
⑤ 第１学年においては、小学校における外国語活動を通じてコミュニケーション能力に関
する一定の素地が育成されていることを踏まえるとともに、第２、３学年においては、前
学年までの学習内容を繰り返して指導し定着を図りつつ、学習段階に応じた言語活動を設
定する。

（２）授業時数
各学年とも、以下のとおりとする。

第１学年 第２学年 第３学年
平成２１年度 １０５ １０５ １０５
平成２２年度 １０５ １０５ １０５
平成２３年度 １０５ １０５ １０５

平成２４年度（完全実施） １４０ １４０ １４０
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（別紙）
３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨（主な基本方針）
（１）「聞く・話す」だけではなく、「読む・書く」

を加えて４技能を総合的に育成する指導の充
実を図る。

（２）教材の題材の例として伝統文化と自然科学
を追加し、外国語で発信することができる内
容の充実を図る。

（３）４技能の総合的な指導を通して、４技能を
統合的に活用できるコミュニケーション能力
を育成するとともに、文法指導を言語活動と
一体的に行うよう改善を図る。

（４）小学校における外国語活動の導入を踏まえ
て目標や内容の改善を図り、高等学校やその
後の生涯にわたる外国語学習の基礎を培う。

２ 具体的改善事項
（１）目標の改善
・４技能の総合的な育成

（２）内容の改善（主なポイント）
・現在の課題点を踏まえた指導の充実
① 各領域の言語活動の指導事項の追加、再編
成
② 繰り返しの指導による一層の定着
③ 言語活動と関連付けた文法指導の実施
④ 語、連語及び慣用表現の活用を通した定着
⑤ 発達の段階及び興味・関心に即した適切な
教材の充実

○言語活動の充実を通して言語材料の定着を図る
とともに、コミュニケーション能力の一層の育
成を目指す。

Ⅱ 目標及び内容
１ 外国語科の目標

外国語を通じて、①言語や文化に対する理解
を深め、②積極的にコミュニケーションを図ろ
うとする態度の育成を図り、③聞くこと、話す
こと、読むこと、書くことなどのコミュニケー
ション能力の基礎を養う。

２ 各言語の目標及び内容等
英 語
１ 目標

（１）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。

（２）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。

・左記の方針のもと、以下の点が改訂された。
①授業時数の増加（各学年１０５→１４０時間へ）
②語数の増加（９００語程度まで→１２００語程度へ）
③一方、文法事項等の指導内容は概ね現行学習指導要
領のままで、新たな指導事項の追加はほとんどない。

「身近な事柄について、豊かで、一層幅の広いコミュニ

ケーションを図る活動の充実」 ↓すなわち

○「聞くこと」や「読むこと」で得た知識等について、

自らの体験や考えなどと結び付けながら活用し、「話す

こと」や「書くこと」を通じて発信することが可能と

なるよう、４技能を総合的に育成する指導を充実。

・小学校における外国語活動との関連を図ることは、今

回の改訂を貫く重要ポイント。

・小学校における外国語活動ではぐくまれた素地の上に、

「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の４

技能を総合的に育成する。

＜コミュニケーション能力の素地とは＞

小学校の外国語活動を通して養われる、「言語や

文化に対する体験的な理解」「積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度」「外国語の音声や基

本的な表現への慣れ親しみ」を指したもの。

・外国語の目標は、一言で言えば「コミュニケーション

能力の基礎を養うこと」であり、その実現のために①

②③の三つの事項を念頭に置くということ。

・③「聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどの

コミュニケーション能力の基礎を養う」を最後に置く

ことで、最重要事項として強調し、併せて４技能の総

合的な育成を明示した。

・「読むこと」「書くこと」を加えて明示することで、小

学校における外国語活動ではぐくまれた素地の上に、

４技能をバランスよく育成することの必要性を強調。

「聞く、話す」重視→４技能のバランス

・③は目標の中核であるが、①②と不可分に結び付き、

③と①②とは双方向的な関係と言える。

・①②は「外国語を通じて」という教科特有な方法によ

り実現を図ろうとすることを明示。

＜コミュニケーション能力の基礎とは＞

単に外国語の文法規則や語彙などについての知識を身

に付けさせるだけではなく、実際のコミュニケーション

を目的として外国語を運用することができる能力の基礎。

・小学校における外国語活動において行われていること
を踏まえ、（１）（２）から「慣れ親しみ」を削除。
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（３）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。

（４）英語を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。

２ 内容
（１）言語活動

英語を理解し、英語で表現できる実践的な運
用能力を養うため、次の言語活動を３学年間を
通して行わせる。

修正、追加、再編成のあった指導事項（下線部）

ア 聞くこと
主として次の事項について指導する。

（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、正しく聞き
取ること。

（イ）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。

（ウ）質問や依頼などを聞いて適切に応じること。
（エ）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。
（オ）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。

イ 話すこと
主として次の事項について指導する。

（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。

（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。

（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。

・３学年間を通じて目指すべき目標を明示→３学年間で

コミュニケーション能力の基礎を育成できるよう、各

学校が生徒の学習の実態に応じて学年ごとの目標を設

定することが大切。３（１）指導計画の作成上の配慮事項

・単に英語を表面的、機械的に理解したり表現したりす

る能力にとどまらず、より踏み込んだ能力（下線部）

を目標とし、実際に英語を使用してコミュニケーショ

ンを図ることを念頭に置いている。

・「初歩的な英語」とは、「２（３）言語材料」に示され

た語や文法事項などの範囲の英語を指す。

・３学年を通して一括提示→実態に応じて必要な内容を

繰り返し指導するなど教師が創意工夫する。

・４領域にわたる基礎的な言語活動をバランスよく計画

的・系統的に行うことが大切。

・各学年で授業時数を１０５時間から１４０時間に増加

しているが、指導すべき語数を除き、文法事項等の指

導内容の増加はほとんどない。 ↓すなわち

○言語活動の充実を通して、言語材料の定着を図り、コ

ミュニケーション能力の基礎を育成することを重視。

・Ｈ１５教育課程実施状況調査、Ｈ１７特定の課題に関

する調査等で明らかになった課題に対応。

○各領域とも四つの指導事項で構成していたものを、五

つの指導事項へ追加、再編成し、言語活動の具体化を

図る。

＜聞くこと＞

・（ア）小学校段階の慣れ親しみを把握し柔軟に対応。

・（イ）比較的短い英文を聞いて、音変化やスピードに対

応し、事実や出来事などについての必要な情報を正し

く理解する。

・（ウ）話し手の「意図」を正しく理解し、適切に応じる。

・（エ）必要な表現とコミュニケーションを継続しようと

する積極的な態度を育成する。

・（オ）スピーチ、機内アナウンス、天気予報等一つのテ

ーマに沿って話されたものや内容に一貫性のあるまと

まりのある英文を聞いて、多くの情報から話し手が伝

えたいことや聞き手として必要な情報を理解すること。

＜話すこと＞

・（ア）小学校外国語活動を踏まえ、「慣れ」から「とら

え」へ前進。日本語との違いを取り上げるなどして英

語の特徴を理解させる。（言語に関する能力）

・（イ）「事実」を正確に理解し伝える→コミュニケーシ

ョンの基本。（言語に関する能力）

・（ウ）「など」にはポスターや図表などを含む。こうい

った統合的な活動を、時数増の中で充実させる。

・（エ）積極的に会話を継続発展させるための態度や能力。

活動の目標をより鮮明にした。

・（オ）学校や日常生活で体験したことや自分の夢など、

学習段階や興味・関心に応じてテーマを与え、意見や

主張を聞き手に分かりやすく話す。（含 Show&Tell)
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ウ 読むこと
主として次の事項について指導する。

（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。
（エ）伝言や手紙などの文章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。

エ 書くこと
主として次の事項について指導する。

（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。

（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。

（２） 言語活動の取扱い
ア ３学年間を通じ指導に当たっては、次のよ
うな点に配慮するものとする。

（ア）実際に言語を使用して互いの考えや気持ち
を伝え合うなどの活動を行うとともに、（３）
に示す言語材料について理解したり練習した
りする活動を行うようにすること。

（イ）実際に言語を使用して互いの考えや気持ち
を伝え合うなどの活動においては、具体的な
場面や状況に合った適切な表現を自ら考えて
言語活動ができるようにすること。

（ウ）言語活動を行うに当たり、主として次に示
すような言語の使用場面や言語の働きを取り
上げるようにすること。

言語の使用場面
（小学校ではコミュニケーションの場面）

＜読むこと＞

・（ア）小学校で養われる素地を踏まえ、「読むこと」へ

の円滑な接続を。

・（イ）特徴や目的に応じて「黙読」と「音読」を行う。

・（ウ）まとまった内容について、いくつかの情報を整理

して書き手の伝えようとすることを正確に理解する。

・（エ）書き手が伝えたい意思や考えを正しく理解するこ

とが前提。

・（オ）Ｒ→Ｗ，Ｓという統合的な活動。読んだ後に感想

や意見、賛否、その理由を念頭に置き、話の内容や書

き手の意見などを批判的にとらえることができるよう

になること。「読むこと」を通して得た知識等について、

自らの体験や考えなどに照らして「話すこと」や「書

くこと」に結び付ける。読み手が主体的に考えたり、

判断したりしながら理解する。読むことの目的を意識

させる活動を計画的・系統的に。

＜書くこと＞・・・追加、再編成された。

・（ア）「書くこと」で最も基本的な技能。小学校との連

携を踏まえる。

・（イ）文構造や語法の理解が不十分という課題に対応。

英語では意味の伝達において語順が重要な役割を担っ

ていることを強調。語の配列や修飾関係などの特徴を

日本語との対比でとらえる指導も有効。

・（ウ）統合的な活動。言語に関する能力の育成を重視し

て、「その理由」を追加。

・（エ）実際に自分が体験したことなどについて自分の考

えや気持ちなどを自由に書く活動。「書くこと」に対す

る意欲を高める指導として工夫を。

・（オ）内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力が

不十分という課題に対応。読み手に正しく伝わる→「文

と文の順序、相互関連、全体の一貫性」。つながり→接

続詞、副詞、代名詞、言い換え手法による一貫性。

・実際に言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う

などの活動が重要であるが、それを支える言語材料に

ついて理解したり練習したりする活動も必要である。

‖

基礎的・基本的な知識及び技能として

・具体的で分かりやすい場面や状況を設定するとともに、

いくつかの表現の中からその場面や状況にふさわしい

ものを示しておくことが必要。

・日常の授業において実際的な言語の使用場面の設定や、

言語の働きを意識した指導における活動具体化のため

の手がかり。

〔言語の使用場面の例〕 解説の例示増でイメージ化

ａ 特有の表現がよく使われる場面

・あいさつ ・自己紹介 ・電話での応答 ・買物

・道案内 ・旅行 ・食事 など

ｂ 生徒の身近な暮らしにかかわる場面

・家庭での生活 ・学校での学習や活動

・地域の行事 など

・第１学年では、小学校で慣れ親しんだ言語の使用場面

や言語の働きを取り上げ、円滑な導入を図る。

中学校 外国語



言語の働き
（小学校ではコミュニケーションの働き）

イ 生徒の学習段階を考慮して各学年の指導に
当たっては、次のような点に配慮するものと
する。

（ア）第１学年における言語活動
小学校における外国語活動を通じて音声面を
中心としたコミュニケーションに対する積極的
な態度などの一定の素地が育成されることを踏
まえ、身近な言語の使用場面や言語の働きに配
慮した言語活動を行わせること。その際、自分
の気持ちや身の回りの出来事などの中から簡単
な表現を用いてコミュニケーションを図れるよ
うな話題を取り上げること。

（イ）第２学年における言語活動
第１学年の学習を基礎として、言語の使用場

面や言語の働きを更に広げた言語活動を行わせ
ること。その際、第１学年における学習内容を
繰り返して指導し定着を図るとともに、事実関
係を伝えたり、物事について判断したりした内
容などの中からコミュニケーションを図れるよ
うな話題を取り上げること。

（ウ）第３学年における言語活動
第２学年までの学習を基礎として、言語の使

用場面や言語の働きを一層広げた言語活動を行
わせること。その際、第１学年及び第２学年に
おける学習内容を繰り返して指導し定着を図る
とともに、様々な考えや意見などの中からコミ
ュニケーションが図れるような話題を取り上げ
ること。

（３）言語材料
（１）の言語活動は、以下に示す言語材料の中
から、１の目標を達成するのにふさわしいもの
を適宜用いて行わせる。

ア 音声

イ 文字及び符号

ウ 語、連語及び慣用表現
９００語程度 → １２００語程度

〔言語の働きの例〕 解説の例示増でイメージ化

・小学校と高等学校における分類との対応関係を分かり

やすくするために統一を図り、五つに整理。

ａ コミュニケーションを円滑にする（新出）

・呼び掛ける ・相づちをうつ ・聞き直す

・繰り返す など

ｂ 気持ちを伝える

・礼を言う ・苦情を言う ・褒める ・謝る など

ｃ 情報を伝える

・説明する ・報告する ・発表する ・描写する

など

ｄ 考えや意図を伝える

・申し出る ・約束する ・意見を言う

・賛成する ・反対する ・承諾する ・断る など

ｅ 相手の行動を促す

・質問する ・依頼する ・招待する など

・校区の小学校での指導状況を把握し、中学校における

外国語学習の円滑な導入を図るとともに、本格的な英

語学習に当たっての過度の負担に配慮。

・言語活動の発展（弾力性を大切にしながら）

第１学年「自分の気持ちや身の回りの出来事などの

中から・・・」

第２学年「事実関係を伝えたり、物事について判断

したりした内容などの中から・・・」

第３学年「様々な考えや意見などの中から・・・」

・繰り返し学習することで、言語材料の定着を図るとと

もに、言語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う

などの活動において、身に付けた言語材料等を実際に

活用させることが重要。

・音声：日本語と英語の音声の特徴や違い、英語のリズ

ム、イントネーションに留意。（言語に関する能力）

・筆記体：文字の指導に当たっては、生徒の学習負担に

配慮し筆記体を指導することもできる。

・語彙の充実を図り、授業時数増と相まって言語活動の

充実を図る。→ 運用度の高いもの（１２００語程度）

を用い、活用を通して実際に運用できる語として定着

を図る。→ 生徒自ら発信する言語活動を実現したい。
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エ 文法事項
（ア）文
（イ）文構造
（ウ）代名詞
（エ）動詞の時制など
（オ）形容詞及び副詞の比較変化
（カ）to 不定詞
（キ）動名詞
（ク）現在分詞及び過去分詞の形容詞としての
用法

（ケ）受け身

（４）言語材料の取扱い
ア 発音と綴りとを関連付けて指導すること。
イ 文法については、コミュニケーションを支
えるものであることを踏まえ、言語活動と効
果的に関連付けて指導すること。
ウ （３）のエの文法事項の取扱いについては、
用語や用法の区別などの指導が中心とならな
いよう配慮し、実際に活用できるように指導
すること。
また、語順や修飾関係などにおける日本語

との違いに留意して指導すること。
エ 英語の特質を理解させるために、関連のあ
る文法事項はまとまりをもって整理するなど、
効果的な指導ができるよう工夫すること。

３ 指導計画の作成と内容の取扱い
（１）指導計画の作成に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。
ア 各学校においては、学年ごとの目標を適切
に定め、３学年間を通して目標の実現を。
イ 言語材料については、学習段階に応じて平
易なものから難しいものへと段階的に。
ウ 音声指導に当たっては、日本語との違いに
留意しながら、発音練習などを通して継続指
導を。
エ 文字指導に当たっては、生徒の学習負担に
配慮し筆記体を指導することもできる。
オ 語、連語及び慣用表現については、運用度
の高いものを用い、活用することを通して定
着を。
カ 辞書の使い方に慣れ、活用できるように。
キ 生徒の実態や教材の内容などに応じて、コ
ンピュータや情報通信ネットワーク、教育機
器などを有効活用したり、ネイティブ・スピ
ーカーなどの協力を得たりなどする。
また、ペアワーク、グループワークなどの

学習形態を適宜工夫する。

（２）教材は、聞くこと、話すこと、読むこと、
書くことなどのコミュニケーション能力を総
合的に育成するため、実際の言語の使用場面
や言語の働きに十分配慮したものを取り上げ
るものとする。

・文型→文構造。型に分類する指導ではなく、文構造自

体に目を向けることを意図。例示増によるイメージ化。

・関係代名詞、to 不定詞、動名詞については、「基本的

なもの」を削除。

・受け身については、「現在形及び過去形」を削除、未来

表現も指導内容として加わった。

・「理解の段階にとどめる」としていた事項についてはそ

の制限を削除。表現の段階まで指導する。

①主語＋動詞＋ whatなどで始まる節
②主語＋動詞＋間接目的語＋ how（など）to 不定詞
③関係代名詞のうち、主格の that, which, who及び目
的格の that, whichの制限的用法

・「発音と綴り」新設。十分な音声への慣れ親しみを経て

発音と綴りの関係に気付かせる指導が中学校では適切。

・「文法の位置付けと指導の在り方」及び「文法事項の取

扱い」を新たに示した。

・正しい文法の基礎は不可欠。言語活動と効果的な関連

を図るとは、意味や機能を十分に理解させた上で、既

習の語彙や文法事項と関連を図り、言語活動の中で伝

え合うことへ生かす指導を行うこと。実際に活用でき

るように指導することが重要。

・日本語との違いを意識させることは、単に英語の特有

の語順等に目を向けさせるだけでなく、日本語を含め

た言語に関する能力の向上に資する。

・英語における動詞と目的語の語順は、日本語における

述語と目的語の語順とは異なる。

・音声指導の補助として、必要に応じて発音表記を用い

た指導も可。

・辞書については、指導の充実という意図から「必要に

応じて」を削除。自発的、持続的な学習に向けて使い

方の指導を。

・４技能を統合的に活用させる言語活動の充実を図る指

導に資する教材が求められる。
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その際、英語を使用している人々を中心と
する世界の人々及び日本人の日常生活、風俗
習慣、物語、地理、歴史、伝統文化や自然科
学などに関するものの中から、生徒の発達の
段階及び興味・関心に即して適切な題材を変
化をもたせて取り上げるものとし、次の観点
に配慮する必要がある。
ア 多様なものの見方や考え方を理解し、公正
な判断力を養い豊かな心情を育てるのに役立
つこと。
イ 外国や我が国の生活や文化についての理解
を深めるとともに、言語や文化に対する関心
を高め、これらを尊重する態度を育てるのに
役立つこと。
ウ 広い視野から国際理解を深め、国際社会に
生きる日本人としての自覚を高めるとともに、
国際協調の精神を養うのに役立つこと。

その他の外国語
その他の外国語については、英語の目標及び

内容等に準じて行うものとする。

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 小学校における外国語活動との関連に留意し
て、指導計画を適切に作成するものとする。

２ 外国語科においては、英語を履修させること
を原則とする。

３ 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１
に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間な
どとの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２
に示す内容について、外国語科の特質に応じて
適切な指導をすること。

Ⅳ 移行期間中の留意事項
・平成２１年度から平成２３年度までの第１学年
から第３学年までの外国語の指導に当たっては、
現行中学校学習指導要領第２章第９節の規定に
かかわらず、その全部又は一部について新中学
校学習指導要領第２章第９節の規定によること
ができる。

・「伝統文化」：国際社会で活躍する日本人の育成を図る

上で、外国の伝統文化について知ることは幅広い国際

的な視野を身に付ける観点から大切。同時に自国の伝

統文化について外国の人々に発信できる素養を培うこ

とも必要。

・「自然科学」：生徒の興味・関心を喚起するような、発

明や発見などの科学技術に関すること、自然現象や生

物に関することなどを用意することが大切。

・小学校における外国語活動を通じて養われた一定の素

地を踏まえながら、中学校での外国語教育への円滑な

移行が実施できるよう配慮する。校区の小学校で実際

に扱われている単語や表現などについても把握する。

・英語が世界で広くコミュニケーションの手段として用

いられている実態やこれまでの履修状況を踏まえる。

・外国語を通じて、我が国や外国の言語や文化に対する

理解を深めることは、道徳の内容の４（１０）として

示されている「世界の中の日本人としての自覚をもち、

国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に貢献」

しようとする態度をはぐくむことにつながる。

・外国語は、全部又は一部について新中学校学習指導要

領によることができることとなっていることを踏まえ、

実際に新中学校学習指導要領による場合には、その内

容に応じて適切な教材を用いるとともに、所要の時数

を確保して指導が行われるようにする。

・現行中学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領に

おいて目標及び内容を２学年又は３学年まとめて示し

ていることを踏まえ、特に、平成２３年度の指導に当

たっては翌年度を見通した適切な指導計画を作成して

指導し、平成２４年度の指導に当たっては、前年度に

おける指導内容を踏まえて適切な指導計画を作成して

指導する必要があることに十分に留意し、新中学校学

習指導要領に円滑に移行できるようにする。
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