
知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力、人間性等

4

月

5 ・好きな食べ物 ・好きな野菜と果物を言う表現を

理解している。

・好きな食べ物を言い、好きな野

菜をたずね合う表現を理解してい

る。

・場面や状況を考えて、好きな食

べ物を伝え、たずね合っている。

好きな野菜と果物を言う表現を進

んで聞こうとしている。

(SI)(SP)相手のことへの理解を深

め、進んで好きな食べ物を伝え、

たずね合っている。

(R)(W)好きな食べ物をたずね合う

表現を、進んで読み書きしようと

している。

第６学年　外国語　評価規準表

　　　　　　　　観点

　単元等

・あいさつをしましょう　アルファ

ベットの確認　語句や文の書き方の

確認　5年生で学習した表現

・自己しょうかい

・日常使うあいさつ表現を理解して

いる。

・アルファベットの大文字小文字に

ついて読み方、書き方を理解してい

る。また、語句や文の書き方を理解

している。

・出身地、できることや得意なこ

と、好きなもの・ことの表現を理解

している。

・出身地を言い、できることや得意

なことを言う表現を理解している。

・5年で学んだ表現を状況に応じて

使ってやり取りをしている。

・場面や状況を考えて、出身地を含

めて自己紹介をしている。

・場面や状況を考えて、名前や出身

地、できることや得意なことなどを

含めて自己紹介をしている。

・進んであいさつしようとしてい

る。また5年で学んだ表現で進んでや

り取りをしようとしている。

・文字への理解を深めようとしてい

る。

・出身地、できることや得意なこ

と、好きなもの・ことの表現を進ん

で聞こうとしている。

・相手のことへの理解を深め、進ん

でできることや得意なことなどを伝

え合い、自己紹介しようとしてい

る。

・出身地を言う表現、できることや

得意なことを言う表現を、進んで読

み書きしようとしている。



月

6

月

7 ・日本の祭り ・人が感想を言う表現を聞いてそ

の概要を捉えている。

・したいことを言う表現などを読

み、書き写している。

・時間割りを表す表現を聞き概要

を捉えている。

・教科名の語彙を読み、書き写し

ている。

・見たいスポーツをたずね、答え

る表現を聞いてその概要を捉えて

いる。

・見たいスポーツをたずね、答え

る表現を読んでいる。

・自分が好きな食べ物を感想を含

めて伝えている。

・特定の曜日の授業教科を自ら選

び、伝え合っている。

・自分がしたいことを伝え合って

いる。

・見たいスポーツをたずねたり、

答えたりして伝え合っている。

・見たいものを言う表現を資格情

報をもとに読み、概要を捉えてい

る。

・自ら進んでみたいスポーツをた

ずねたり、答えたりしようとして

いる。

・見たいものをいう表現を視覚情

報をもとに読み、概要を捉えてい

る。

・好きな食べ物 ・好きな野菜と果物を言う表現を

理解している。

・好きな食べ物を言い、好きな野

菜をたずね合う表現を理解してい

る。

・場面や状況を考えて、好きな食

べ物を伝え、たずね合っている。

好きな野菜と果物を言う表現を進

んで聞こうとしている。

(SI)(SP)相手のことへの理解を深

め、進んで好きな食べ物を伝え、

たずね合っている。

(R)(W)好きな食べ物をたずね合う

表現を、進んで読み書きしようと

している。

・オリンピック・パラリンピッ

ク競技、人の体と動物

・オリンピック・パラリンピック

の競技名、人体の名称、動物の名

称を聞き取っている。

・オリンピック・パラリンピック

で見たい協議をたずねたり、答え

たりしている。

・自ら進んでオリンピック・パラ

リンピックで見たい競技をたずね

たり、答えたりしている。



月

9

・日本の祭り ・人が感想を言う表現を聞いてそ

の概要を捉えている。

・したいことを言う表現などを読

み、書き写している。

・時間割りを表す表現を聞き概要

を捉えている。

・教科名の語彙を読み、書き写し

ている。

・見たいスポーツをたずね、答え

る表現を聞いてその概要を捉えて

いる。

・見たいスポーツをたずね、答え

る表現を読んでいる。

・自分が好きな食べ物を感想を含

めて伝えている。

・特定の曜日の授業教科を自ら選

び、伝え合っている。

・自分がしたいことを伝え合って

いる。

・見たいスポーツをたずねたり、

答えたりして伝え合っている。

・見たいものを言う表現を資格情

報をもとに読み、概要を捉えてい

る。

・自ら進んでみたいスポーツをた

ずねたり、答えたりしようとして

いる。

・見たいものをいう表現を視覚情

報をもとに読み、概要を捉えてい

る。

夏休みの思い出 ・過去に行ったこと、見たことを

言う表現を聞いてその概要を捉え

ている。

・見たことをいう表現を読み、書

き写している。

過去に食べたものをいう表現を聞

いてその概要を捉えている。

・食べたものをいう表現を読み、

書き写している。

感想を含めた過去にしたことをい

う表現を聞いてその概要を捉えて

いる。

・過去にしたことの感想を言う表

現を読み、書き写している。

・夏休みに行った場所，見たも

の，食べたものや感想を I went

to ～.　I saw ～.　I ate ～.　It

was fun. の表現を使って伝え合っ

ている。

・Hi.　I'm ～.　I went to ～.　I

saw ～.　It was ～. の音声と文を

参考に，自分の夏休みに行った場

所，したことについて，友達に伝

わるように声の大きさや話す速

度，表情や身振りに気をつけて工

夫して発表している。

・発表した内容を，例文や巻末の

ワードリストなどを参考に書いて

いる。

・自分の夏休みについて，わかり

やすく工夫して発表しようとした

り，友達の夏休みの発表を聞いて

感想を伝えたりしようとしてい

る。

・国によって夏の時期が異なるこ

とを知り，外国の夏について気づ

いたことを発表しようとしてい

る。



月

10

町の施設／施設でできること

自分たちの町，地域

・町にある施設の名前について，

地図を見ながら聞き取って，音声

に合わせて声に出して言ってい

る。

・地域にあるものでできることに

ついて，We can ～ in [at] ～. の

表現を聞き取って内容に合うもの

を選んだり，文を見ながら声に出

して言ったりしている。

・地域にあるものやないものにつ

いて，We have ～.　We don't

have ～. の表現を聞き取って，文

を見ながら声に出して言ってい

る。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，We can ～.　I can't

～. の学習した表現に気づいてい

る。

・始めの文字が w，y，z や終わ

りの文字が x の単語を，発音や

強く言うところに気をつけて声に

出して読んでいる。

・音声を聞いて，We can ～.

We have ～. の文を読んで，「文

は大文字で書き始める」「単語と

単語の間は小文字1文字分くらい

あけて書く」「文の終わりにはピ

リオドを書く」などの決まりに気

をつけて書き写している。

・

・町にある施設でできることを

We can ～. の表現を聞き取ってそ

の内容を発表している。

・自分たちの地域にあるものでで

きることを We can ～ in [at] ～.

の表現を使って伝え合っている。

・自分たちの地域にあるものや欲

しいものを，We have ～.　I

want ～. の表現を使って自分で語

句を選んで友達と伝え合ってい

る。

・自分たちの地域にある施設とそ

こでできることを考えて，We

have ～.　We can ～. の表現を

使って，みんなに伝わるように声

の大きさや話す速度，表情や身振

りに気をつけて発表している。

・発表した自分たちの地域にある

施設を，例文や巻末のワードリス

トなどを手がかりにして書いてい

る。

・自分の町の施設でできることを

考えて伝えようとしている。

・自分たちの地域にあるものやな

いものを考え，そこでできること

をわかりやすく伝えようとしてい

る。

・国によって夏の時期が異なるこ

とを知り，外国の夏について気づ

いたことを発表しようとしてい

る。

夏休みの思い出 ・過去に行ったこと、見たことを

言う表現を聞いてその概要を捉え

ている。

・見たことをいう表現を読み、書

き写している。

過去に食べたものをいう表現を聞

いてその概要を捉えている。

・食べたものをいう表現を読み、

書き写している。

感想を含めた過去にしたことをい

う表現を聞いてその概要を捉えて

いる。

・過去にしたことの感想を言う表

現を読み、書き写している。

・夏休みに行った場所，見たも

の，食べたものや感想を I went

to ～.　I saw ～.　I ate ～.　It

was fun. の表現を使って伝え合っ

ている。

・Hi.　I'm ～.　I went to ～.　I

saw ～.　It was ～. の音声と文を

参考に，自分の夏休みに行った場

所，したことについて，友達に伝

わるように声の大きさや話す速

度，表情や身振りに気をつけて工

夫して発表している。

・発表した内容を，例文や巻末の

ワードリストなどを参考に書いて

いる。

・自分の夏休みについて，わかり

やすく工夫して発表しようとした

り，友達の夏休みの発表を聞いて

感想を伝えたりしようとしてい

る。

・国によって夏の時期が異なるこ

とを知り，外国の夏について気づ

いたことを発表しようとしてい

る。



月

町の施設／施設でできること

自分たちの町，地域

・町にある施設の名前について，

地図を見ながら聞き取って，音声

に合わせて声に出して言ってい

る。

・地域にあるものでできることに

ついて，We can ～ in [at] ～. の

表現を聞き取って内容に合うもの

を選んだり，文を見ながら声に出

して言ったりしている。

・地域にあるものやないものにつ

いて，We have ～.　We don't

have ～. の表現を聞き取って，文

を見ながら声に出して言ってい

る。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，We can ～.　I can't

～. の学習した表現に気づいてい

る。

・始めの文字が w，y，z や終わ

りの文字が x の単語を，発音や

強く言うところに気をつけて声に

出して読んでいる。

・音声を聞いて，We can ～.

We have ～. の文を読んで，「文

は大文字で書き始める」「単語と

単語の間は小文字1文字分くらい

あけて書く」「文の終わりにはピ

リオドを書く」などの決まりに気

をつけて書き写している。

・

・町にある施設でできることを

We can ～. の表現を聞き取ってそ

の内容を発表している。

・自分たちの地域にあるものでで

きることを We can ～ in [at] ～.

の表現を使って伝え合っている。

・自分たちの地域にあるものや欲

しいものを，We have ～.　I

want ～. の表現を使って自分で語

句を選んで友達と伝え合ってい

る。

・自分たちの地域にある施設とそ

こでできることを考えて，We

have ～.　We can ～. の表現を

使って，みんなに伝わるように声

の大きさや話す速度，表情や身振

りに気をつけて発表している。

・発表した自分たちの地域にある

施設を，例文や巻末のワードリス

トなどを手がかりにして書いてい

る。

・自分の町の施設でできることを

考えて伝えようとしている。

・自分たちの地域にあるものやな

いものを考え，そこでできること

をわかりやすく伝えようとしてい

る。

・国によって夏の時期が異なるこ

とを知り，外国の夏について気づ

いたことを発表しようとしてい

る。
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Project Time 1

道案内

・住んでいる地域の良いところを

発表する表現を聞き取り，内容に

合うものを選んでいる。

・道案内をする Go straight.

Turn right (left) at ～. やYou can

see it on your right [left]. という

表現を聞き取って，地図を指でた

どっていったり，音声に合わせて

声に出して言ったりしている。

・行きたいところをたずねたり答

えたりする Where do you want

to go?　I want to go to ～. の表

現を聞き取って内容に合う地図記

号を書いたり，声に出して言った

りしている。

・音声を聞いて，Go straight.

Turn right [left] at ～.　You can

see it on your right [left].

Where do you want to go? の文

を読んで，「文は大文字で書き始

める」「単語と単語の間は小文字

1文字分くらいあけて書く」「文

の終わりにはピリオドを書く」

「たずねる文には最後に？を書

く」などの決まりに気をつけて書

き写している。

・はじめの文字が ch， sh， th，

wh や，終わりの文字が ch の単

語を，発音や強く言うところに気

をつけて声に出して読んでいる。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，Where do you want

to go?　I want to go to ～. の学

習した表現に気づいている。

・自分の住む地域の良さを，学習

した表現を使って友達と伝え合っ

ている。

・Go straight.　Turn right [left]

at ～.　You can see it on your

right [left]. という表現を使って，

地図を見ながら行きたいところま

での指示を出し合っている。

・Where do you want to go?　I

want to go to ～. の表現を使っ

て，語句を選んで冬休みに行きた

いところをたずね合っている。

・ペアで行きたいところを決め

て，クラスのみんなに伝わるよう

に声の大きさや話す速度，表情や

身振りに気をつけて道案内の発表

している。

・自分の地域の良いところを考え

て，話し合いで意見を言ったり，

発表したりしようとしている。

・目的の場所に案内するときに，

相手のことを思いやる言葉をかけ

たり，伝わりやすいように言い方

を工夫したりしようとしている。

・デンマークでのバリアフリーの

工夫を知り，身近な生活の中での

バリアフリーについて感想を話そ

うとしている。



月

Project Time 1

道案内

・住んでいる地域の良いところを

発表する表現を聞き取り，内容に

合うものを選んでいる。

・道案内をする Go straight.

Turn right (left) at ～. やYou can

see it on your right [left]. という

表現を聞き取って，地図を指でた

どっていったり，音声に合わせて

声に出して言ったりしている。

・行きたいところをたずねたり答

えたりする Where do you want

to go?　I want to go to ～. の表

現を聞き取って内容に合う地図記

号を書いたり，声に出して言った

りしている。

・音声を聞いて，Go straight.

Turn right [left] at ～.　You can

see it on your right [left].

Where do you want to go? の文

を読んで，「文は大文字で書き始

める」「単語と単語の間は小文字

1文字分くらいあけて書く」「文

の終わりにはピリオドを書く」

「たずねる文には最後に？を書

く」などの決まりに気をつけて書

き写している。

・はじめの文字が ch， sh， th，

wh や，終わりの文字が ch の単

語を，発音や強く言うところに気

をつけて声に出して読んでいる。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，Where do you want

to go?　I want to go to ～. の学

習した表現に気づいている。

・自分の住む地域の良さを，学習

した表現を使って友達と伝え合っ

ている。

・Go straight.　Turn right [left]

at ～.　You can see it on your

right [left]. という表現を使って，

地図を見ながら行きたいところま

での指示を出し合っている。

・Where do you want to go?　I

want to go to ～. の表現を使っ

て，語句を選んで冬休みに行きた

いところをたずね合っている。

・ペアで行きたいところを決め

て，クラスのみんなに伝わるよう

に声の大きさや話す速度，表情や

身振りに気をつけて道案内の発表

している。

・自分の地域の良いところを考え

て，話し合いで意見を言ったり，

発表したりしようとしている。

・目的の場所に案内するときに，

相手のことを思いやる言葉をかけ

たり，伝わりやすいように言い方

を工夫したりしようとしている。

・デンマークでのバリアフリーの

工夫を知り，身近な生活の中での

バリアフリーについて感想を話そ

うとしている。
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小学校の思い出 ・見たものや楽しかったことにつ

いて，I saw ～.　I enjoyed ～. の

表現を聞き取って内容に合うもの

を選んだり，音声に合わせて声に

出して言ったりしている。

・小学校の思い出についてたずね

たり答えたりする What's your

best memory?　My best

memory is ～. の表現を聞き取っ

て内容に合うものを選んだり，音

声に合わせて声に出して言ったり

している。

・音声を聞いて，I saw ～.　I

enjoyed ～.　You are a good

runner.　My best memory is ～.

の文を読んで，「文は大文字で書

き始める」「単語と単語の間は小

文字1文字分くらいあけて書く」

「文の終わりにはピリオドを書

く」「たずねる文には最後に？を

書く」などの決まりに気をつけて

書き写している。

・終わりの文字が，sh， th，

ck， tch の単語を，発音や強く

言うところに気をつけて声に出し

て読んでいる。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，What's your best

memory?　I  saw ～.　I enjoyed

～.　I ate ～. の学習した表現に

気づいている。

・運動会で楽しんだことを I

enjoyed ～ . の表現を使って，

You are a good runner. など相手

の良いところを言いながら伝え

合っている。

・小学校の思い出について，

What's your best memory?　My

best memory is ～ . の表現を使っ

てたずね合っている。

・Hi. I'm ～.　My best memory is

～.　I enjoyed ～.　It was  ～.

Thank you. の音声や文を参考に

して，自分の小学校の思い出とし

て語句を考えて，ペアになって伝

え合うやり取りを，クラスのみん

なに伝わるように声の大きさや話

す速度，表情や身振りに気をつけ

て発表している。

・小学校の思い出を表す文を，例

文や巻末のワードリストを手がか

りにして書いている。

・友達の小学校の思い出について

興味をもって聞き，自分と同じ

だったり違ったりすることをわか

り合おうとしている。

・オーストラリアの都市ブリスベ

ンについて知り，自然と人間の共

存について気づいたことを発表し

ようとしている。



月

小学校の思い出 ・見たものや楽しかったことにつ

いて，I saw ～.　I enjoyed ～. の

表現を聞き取って内容に合うもの

を選んだり，音声に合わせて声に

出して言ったりしている。

・小学校の思い出についてたずね

たり答えたりする What's your

best memory?　My best

memory is ～. の表現を聞き取っ

て内容に合うものを選んだり，音

声に合わせて声に出して言ったり

している。

・音声を聞いて，I saw ～.　I

enjoyed ～.　You are a good

runner.　My best memory is ～.

の文を読んで，「文は大文字で書

き始める」「単語と単語の間は小

文字1文字分くらいあけて書く」

「文の終わりにはピリオドを書

く」「たずねる文には最後に？を

書く」などの決まりに気をつけて

書き写している。

・終わりの文字が，sh， th，

ck， tch の単語を，発音や強く

言うところに気をつけて声に出し

て読んでいる。

・絵本の音声を聞き，文字を指で

追いながら，What's your best

memory?　I  saw ～.　I enjoyed

～.　I ate ～. の学習した表現に

気づいている。

・運動会で楽しんだことを I

enjoyed ～ . の表現を使って，

You are a good runner. など相手

の良いところを言いながら伝え

合っている。

・小学校の思い出について，

What's your best memory?　My

best memory is ～ . の表現を使っ

てたずね合っている。

・Hi. I'm ～.　My best memory is

～.　I enjoyed ～.　It was  ～.

Thank you. の音声や文を参考に

して，自分の小学校の思い出とし

て語句を考えて，ペアになって伝

え合うやり取りを，クラスのみん

なに伝わるように声の大きさや話

す速度，表情や身振りに気をつけ

て発表している。

・小学校の思い出を表す文を，例

文や巻末のワードリストを手がか

りにして書いている。

・友達の小学校の思い出について

興味をもって聞き，自分と同じ

だったり違ったりすることをわか

り合おうとしている。

・オーストラリアの都市ブリスベ

ンについて知り，自然と人間の共

存について気づいたことを発表し

ようとしている。



1

月

様々な職業，言葉の順序や決ま

りを考えてみよう

将来の夢

・様々な職業の名前を聞き取って

なりたい職業を1つ選んで，I'm

～. と言っている。

・将来つきたい職業を伝え合う表

現を理解している。

・視覚情報や音声を元に、将来つ

きたい職業を言う表現が分かる。

・日本語文と英語文を読み比べ，

日本語と英語の語順の違いや句読

点の違いなど，気づいたことを発

表している。

・場面や状況を考えて、将来の夢

を伝え、たずね合っている。

・場面や状況を考えて、将来の夢

を伝え、たずね合っている。

・日本語と英語の語順や決まりの

違いについてのグループの話し合

いで，友達の意見を聞いたり，発

言したりしようとしてる。

・将来つきたい職業の表現を進ん

で聞こうとしている。

相手への理解を深め、進んで将来

の夢を伝え、たずね合っている。

視覚情報や音声を元にして、将来

就きたい職業について、進んで読

み書きしようとしている。

・将来つきたい職業の表現を進ん

で聞こうとしている。

・相手への理解を深め、進んで将

来の夢を伝え、たずね合ってい

る。

・視覚情報や音声を元にして、将

来就きたい職業について、進んで

読み書きしようとしている。



2

月

3

人物を問う ・ある人を紹介する表現や、誰で

あるかたずね合う表現を理解して

いる。

・視覚情報や音声を元に、ある人

を紹介する表現や、だれであるか

たずね合う表現が分かる。

・場面や状況を考えて、ある特定

の人物がだれであるかをたずね

合っている。

・場面や状況を考えて、ある特定

の人を紹介している。

・ある人を紹介する表現や、だれ

であるかたずね合う表現を進んで

聞こうとしている。

・相手への理解を深め、進んであ

る人を紹介したり、だれであるか

たずね合っている。

・視覚情報や音声を元にして、あ

る人の性質や性格をいう表現やあ

る人がだれかを問う表現を進んで

読み書きしようとしている。

中学に入ったら

小学校の思い出

・中学で入りたい部活動について

たずね合う表現を理解している。

・視覚情報や音声を元に、中学で

入りたい部活動についてたずね合

う表現が分かる。

・小学校の思い出についての表現

を理解している。

・視覚情報や音声を元に小学校の

思い出についての表現が分かる。

・場面や状況を考えて、行きたい

場所を、中学で入りたい部活動に

ついて伝え、たずね合っている。

・場面や状況を考えて、小学校の

思い出をたずね合ったり発表した

りしている。

・中学で入りたい部活動について

たずね合う表現を進んで聞こうと

している。

・相手への理解を深め、中学で入

りたい部活動について進んで伝

え、たずね合っている。

・視覚情報や音声を元にして、中

学で入りたい部活動についての表

現を、進んで読み書きしようとし

ている。

・小学校の思い出についての表現

を進んで聞こうとしている。

・相手への理解を深め、進んで小

学校の思い出をたずね合ったり発

表したりしている。

・視覚情報や音声を元にして、小

学校の思い出の表現を、進んで読

み書きしようとしている。



月

中学に入ったら

小学校の思い出

・中学で入りたい部活動について

たずね合う表現を理解している。

・視覚情報や音声を元に、中学で

入りたい部活動についてたずね合

う表現が分かる。

・小学校の思い出についての表現

を理解している。

・視覚情報や音声を元に小学校の

思い出についての表現が分かる。

・場面や状況を考えて、行きたい

場所を、中学で入りたい部活動に

ついて伝え、たずね合っている。

・場面や状況を考えて、小学校の

思い出をたずね合ったり発表した

りしている。

・中学で入りたい部活動について

たずね合う表現を進んで聞こうと

している。

・相手への理解を深め、中学で入

りたい部活動について進んで伝

え、たずね合っている。

・視覚情報や音声を元にして、中

学で入りたい部活動についての表

現を、進んで読み書きしようとし

ている。

・小学校の思い出についての表現

を進んで聞こうとしている。

・相手への理解を深め、進んで小

学校の思い出をたずね合ったり発

表したりしている。

・視覚情報や音声を元にして、小

学校の思い出の表現を、進んで読

み書きしようとしている。


