
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

①誕生日やほしいものを
表す語彙や表現につい
て理解し，それらを聞い
て具体的な情報を聞き取
る技能を身につけてい
る。
②C,c,O,o,S,s,W,w,X,xの
名前読みについて理解
し，それらが読まれるの
を聞いてどの文字かわか
る技能を身につけてい
る。

相手の誕生日やほしいも
のについて知るために，
それらを含むまとまった
話を聞いて，必要な情報
を聞き取っている。

相手の誕生日やほしいも
のについて知るために，
それらを含むまとまった
話を聞いて，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

行事や誕生日がいつで
あるかをたずねたり答え
たりする表現，ほしいもの
をたずねたり答えたりす
る表現について理解し，
それらを用いて，自分の
ことを伝え合う技能を身
につけている。

友だちの誕生日にプレゼ
ントを渡すために，誕生
日やほしいものについ
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて質問した
り，答えたりしている。

友だちの誕生日にプレゼ
ンを渡すために，誕生日
やほしいものについて，
簡単な語句や基本的な
表現を用いて質問した
り，答えたりしようとして
いる。

誕生日やほしいものを伝
える表現について理解
し，それらを用いて，自分
のことを伝える技能を身
につけている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，誕
生日やほしいものについ
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて自分のこ
とを相手に伝えている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，誕
生日やほしいものについ
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて自分のこ
とを相手に伝えようとして
いる。

C,c,O,o,S,s,W,w,X,xの文
字について理解し，それ
らを識別し，名前読みを
発音する技能を身につ
けている。

C,c,O,o,S,s,W,w,X,xの文
字について理解し，見本
を見ながらそれらを4線
上に書く技能を身につけ
ている。

評価基準Ａ

①誕生日やほしいものを
表す語彙や表現を聞い
て，8割以上理解できて
いる。
②C,c,O,o,S,s,W,w,X,xの
名前読みを聞いて，8割
以上理解できている。

目的に沿って，内容を推
測したり，整理したりし
て，必要な情報を聞き
取っている。

目的に沿って，内容を推
測したり，整理したりし
て，必要な情報を聞き取
ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

10割すべてのアルファ
ベットを識別し，正しく名
前読みできている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

評価基準Ｂ

①誕生日やほしいものを
表す語彙や表現を聞い
て，6割以上理解できて
いる。
②C,c,O,o,S,s,W,w,X,xの
名前読みを聞いて，6割
以上理解できている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

8割以上のアルファベット
を識別し，正しく名前読
みできている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

評価規準

①好きな教科やその理
由，曜日や時間割を表す
語彙や表現について理
解し，それらを聞いて具
体的な情報を聞き取る技
能を身につけている。
②A,a,E,e,M,m,N,n,U,uの
名前読みについて理解
し，それらが読まれるの
を聞いてどの文字かわか
る技能を身につけてい
る。

好きな教科や時間割など
について知るために，そ
れらを含むまとまった話
を聞いて，必要な情報を
聞き取っている。

好きな教科や時間割など
について知るために，そ
れらを含むまとまった話
を聞いて，必要な情報を
聞き取ろうとしている。

好きな教科やその理由，
時間割をたずねたり答え
たりする表現について理
解し，それらを用いて，自
分のことを伝え合う技能
を身につけている。

友だちのことを知るため
に，好きな教科やその理
由について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて
質問したり，答えたりして
いる。

友だちのことを知るため
に，好きな教科やその理
由について，簡単な語句
や基本的な表現を用いて
質問したり，答えたりしよ
うとしている。

ある曜日の時間割を伝え
る表現について理解し，
それを用いて，自分の夢
の時間割を伝える技能を
身につけている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，自
分の夢の時間割につい
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて自分の考
えを相手に伝えている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，自
分の夢の時間割につい
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて自分の考
えを相手に伝えようとして
いる。

A,a,E,e,M,m,N,n,U,uの文
字について理解し，それ
らを識別し，名前読みを
発音する技能を身につ
けている。

A,a,E,e,M,m,N,n,U,uの文
字について理解し，見本
を見ながらそれらを4線
上に書く技能を身につけ
ている。

評価基準Ａ

①好きな教科やその理
由，曜日や時間割を表す
語彙や表現を聞いて，8
割以上理解できている。
②A,a,E,e,M,m,N,n,U,uの
名前読みを聞いて，8割
以上理解できている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

10割すべてのアルファ
ベットを識別し，正しく名
前読みできている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

評価基準Ｂ

①好きな教科やその理
由，曜日や時間割を表す
語彙や表現を聞いて，6
割以上理解できている。
②A,a,E,e,M,m,N,n,U,uの
名前読みを聞いて，6割
以上理解できている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

8割以上のアルファベット
を識別し，正しく名前読
みできている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

評価規準

①1日の生活や家での仕
事を表す基本的な動作，
時刻，頻度を表す語彙や
表現について理解し，そ
れらを聞いて具体的な情
報を聞き取る技能を身に
つけている。
②F,f,H,h,K,k,L,l,T,tの名前
読みについて理解し，そ
れらが読まれるのを聞い
てどの文字かわかる技
能を身につけている。

1日の生活について知る
ために，それらについて
のまとまった話を聞い
て，必要な情報を聞き
取っている。

1日の生活について知る
ために，それらについて
のまとまった話を聞い
て，必要な情報を聞き取
ろうとしている。

動作の時刻をたずねたり
答えたりする表現につい
て理解し，それらを用い
て，自分のことを伝え合う
技能を身につけている。

友だちと，互いの生活に
ついて理解するために，1
日の生活について，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて質問したり，答え
たりしている。

友だちと，互いの生活に
ついて理解するために，1
日の生活について，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて質問したり，答え
たりしようとしている。

1日の生活や家での仕事
を伝える表現について理
解し，それらを用いて，自
分のことを伝える技能を
身につけている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，1
日の生活について，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて自分のことを相手
に伝えている。

自分のことについて相手
に知ってもらうために，1
日の生活について，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて自分のことを相手
に伝えようとしている。

F,f,H,h,K,k,L,l,T,tの文字に
ついて理解し，それらを
識別し，名前読みを発音
する技能を身につけてい
る。

F,f,H,h,K,k,L,l,T,tの文字に
ついて理解し，見本を見
ながらそれらを4線上に
書く技能を身につけてい
る。

評価基準Ａ

①1日の生活や家での仕
事を表す語彙や表現を
聞いて，8割以上理解で
きている。
②F,f,H,h,K,k,L,l,T,tの名前
読みを聞いて，8割以上
理解できている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

10割すべてのアルファ
ベットを識別し，正しく名
前読みできている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

評価基準Ｂ

①1日の生活や家での仕
事を表す語彙や表現を
聞いて，6割以上理解で
きている。
②F,f,H,h,K,k,L,l,T,tの名前
読みを聞いて，6割以上
理解できている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

8割以上のアルファベット
を識別し，正しく名前読
みできている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

話す（やりとり）聞く 話す（発表） 読む 書く
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評価規準

①できることやできないこ
とを表す語彙や表現につ
いて理解し，それらを聞
いて具体的な情報を聞き
取る技能を身につけてい
る。
②G,g,J,j,P,p,Q,q,Y,yの名
前読みについて理解し，
それらが読まれるのを聞
いてどの文字かわかる技
能を身につけている。

他者について理解するた
めに，できることやできな
いことについてのまとまっ
た話を聞いて，必要な情
報を聞き取っている。

他者について理解するた
めに，できることやできな
いことについてのまとまっ
た話を聞いて，必要な情
報を聞き取ろうとしてい
る。

できることについてたず
ねたり答えたりする表現
について理解し，それら
を用いて，自分のことを
伝え合う技能を身につけ
ている。

友だちと，互いについて
理解し合うために，できる
ことやできないことについ
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて質問した
り，答えたりしている。

友だちと，互いについて
理解し合うために，できる
ことやできないことについ
て，簡単な語句や基本的
な表現を用いて質問した
り，答えたりしようとして
いる。

できることを伝える表現
について理解し，それを
用いて，他者のことを相
手に伝える技能を身につ
けている。

自分が得た友だちの情
報を他の友だちにも知っ
てもらうために，できるこ
とについて，簡単な語句
や基本的な表現を用いて
他者のことを相手に伝え
ている。

自分が得た友だちの情
報を他の友だちにも知っ
てもらうために，できるこ
とについて，簡単な語句
や基本的な表現を用いて
他者のことを相手に伝え
ようとしている。

G,g,J,j,P,p,Q,q,Y,yの文字
について理解し，それら
を識別し，名前読みを発
音する技能を身につけて
いる。

G,g,J,j,P,p,Q,q,Y,yの文字
について理解し，見本を
見ながらそれらを4線上
に書く技能を身につけて
いる。

評価基準Ａ

①できることやできないこ
とを表す語彙や表現を聞
いて，8割以上理解でき
ている。
②G,g,J,j,P,p,Q,q,Y,yの名
前読みを聞いて，8割以
上理解できている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

やりとりでわかった内容
を整理し，目的に沿って，
相手に伝わるように工夫
して話している。

やりとりでわかった内容
を整理し，目的に沿って，
相手に伝わるように工夫
して話そうとしている。

10割すべてのアルファ
ベットを識別し，正しく名
前読みできている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

評価基準Ｂ

①できることやできないこ
とを表す語彙や表現を聞
いて，6割以上理解でき
ている。
②G,g,J,j,P,p,Q,q,Y,yの名
前読みを聞いて，6割以
上理解できている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

やりとりでわかった内容
を，目的に沿って話して
いる。

やりとりでわかった内容
を，目的に沿って話そうと
している。

8割以上のアルファベット
を識別し，正しく名前読
みできている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

評価規準

①家族のメンバーや得意
なこと，特徴を表す語彙
や表現について理解し，
それらを聞いて具体的な
情報を聞き取る技能を身
につけている。
②B,b,D,d,I,i,R,r,V,v,Z,zの
名前読みについて理解
し，それらが読まれるの
を聞いてどの文字かわか
る技能を身につけてい
る。

他者について理解するた
めに，その人を紹介する
まとまった話を聞いて，
必要な情報を聞き取って
いる。

他者について理解するた
めに，その人を紹介する
まとまった話を聞いて，
必要な情報を聞き取ろう
としてている。

得意なことをたずねたり
答えたりする表現につい
て理解し，それらを用い
て，自分のことを伝え合う
技能を身につけている。

友だちと，互いについて
理解し合うために，得意
なことについて，簡単な
語句や基本的な表現を
用いて質問したり，答え
たりしている。

友だちと，互いについて
理解し合うために，得意
なことについて，簡単な
語句や基本的な表現を
用いて質問したり，答え
たりしようとしている。

得意なことや特徴を伝え
る表現について理解し，
それらを用いて，自分の
身近な人のことを相手に
伝える技能を身につけて
いる。

自分の大切にしている人
について相手に知っても
らうために，得意なことや
特徴などについて，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて他者のことを相手
に伝えている。

自分の大切にしている人
について相手に知っても
らうために，得意なことや
特徴などについて，簡単
な語句や基本的な表現を
用いて他者のことを相手
に伝えようとしている。

B,b,D,d,I,i,R,r,V,v,Z,zの文
字について理解し，それ
らを識別し，名前読みを
発音する技能を身につ
けている。

B,b,D,d,I,i,R,r,V,v,Z,zの文
字について理解し，見本
を見ながらそれらを4線
上に書く技能を身につけ
ている。

評価基準Ａ

①家族のメンバーや得意
なこと，特徴を表す語彙
や表現を聞いて，8割以
上理解できている。
②B,b,D,d,I,i,R,r,V,v,Z,zの
名前読みを聞いて，8割
以上理解できている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

10割すべてのアルファ
ベットを識別し，正しく名
前読みできている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

評価基準Ｂ

①家族のメンバーや得意
なこと，特徴を表す語彙
や表現を聞いて，6割以
上理解できている。
②B,b,D,d,I,i,R,r,V,v,Z,zの
名前読みを聞いて，6割
以上理解できている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

8割以上のアルファベット
を識別し，正しく名前読
みできている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

評価規準

行きたい国やその理由を
表す語彙や表現につい
て理解し，それらを聞い
て具体的な情報を聞き取
る技能を身につけてい
る。

いろいろな国について知
るために，友だちの行き
たい国やその理由につ
いてのまとまった話を聞
いて，必要な情報を聞き
取っている。

いろいろな国について知
るために，友だちの行き
たい国やその理由につ
いてのまとまった話を聞
いて，必要な情報を聞き
取ろうとしている。

行きたい国やその理由を
たずねたり答えたりする
表現について理解し，そ
れらを用いて，自分のこ
とを伝え合う技能を身に
つけている。

友だちの行きたい国やそ
の国の情報を知るため
に，行きたい国やその理
由について簡単な語句や
基本的な表現を用いて質
問したり，答えたりしてい
る。

友だちの行きたい国やそ
の国の情報を知るため
に，行きたい国やその理
由について簡単な語句や
基本的な表現を用いて質
問したり，答えたりしよう
としている。

行きたい国やその理由を
伝える表現について理解
し，それらを用いて，自分
の行きたい国を紹介する
技能を身につけている。

自分の行きたい国に相手
を誘うために，行きたい
国やその魅力について，
簡単な語句や基本的な
表現を用いて自分の意
見を相手に伝えている。

自分の行きたい国に相手
を誘うために，行きたい
国やその魅力について，
簡単な語句や基本的な
表現を用いて自分の意
見を相手に伝えようとし
ている。

アルファベットの名前読
み，音読みについて理解
し，どちらの読み方かを
わかったうえで音声をま
ねて発音する技能を身
につけている。

自分が見つけた表示な
どの文字を友だちや指導
者に伝えるために，その
アルファベットを名前読
みしている。

自分が見つけた表示な
どの文字を友だちや指導
者に伝えるために，その
アルファベットを名前読
みしようとしている。

アルファベットの文字に
ついて理解し，4線に乗っ
ていない見本を見ながら
4線上に書く技能を身に
つけている。

自分が見つけた表示など
の文字を記録するため
に，そのアルファベットを
書き写している。

自分が見つけた表示など
の文字を記録するため
に，そのアルファベットを
書き写そうとしている。

評価基準Ａ

行きたい国やその理由を
表す語彙や表現を聞い
て，8割以上理解できて
いる。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

アルファベットの名前読
みか音読みかをきちんと
わかって発音している。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを読んでい
る。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを読もうとし
ている。

4線にそって丁寧に書き
写すことができている。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを書き写して
いる。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを書き写そう
としている。

評価基準Ｂ

行きたい国やその理由を
表す語彙や表現を聞い
て，6割以上理解できて
いる。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

アルファベットの名前読
みか音読みかをなんとな
くわかって発音している。

目的に沿って，アルファ
ベットを読んでいる。

目的に沿って，アルファ
ベットを読もうとしている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写すことがで
きている。

目的に沿って，アルファ
ベットを書き写している。

目的に沿って，アルファ
ベットを書き写そうとして
いる。

Unit 5
（RW 5）

Unit 6
（RW 6）

Unit 4
（RW 4）



評価規準

場所を表す語彙や表現，
道案内の表現について
理解し，それらを聞いて
具体的な情報を聞き取る
技能を身につけている。

探しているものの位置や
場所を把握するために，
それらを説明するまと
まった話を聞いて，必要
な情報を聞き取ってい
る。

探しているものの位置や
場所を把握するために，
それらを説明するまと
まった話を聞いて，必要
な情報を聞き取ろうとして
いる。

場所をたずねたり答えた
リする表現について理解
し，それらを用いて，情報
を伝え合う技能を身につ
けている。

探しているものを見つけ
たり，目的地にたどり着く
ために，位置や場所につ
いて，簡単な語句や基本
的な表現を用いて質問し
たり，答えたりしている。

探しているものを見つけ
たり，目的地にたどり着く
ために，位置や場所につ
いて，簡単な語句や基本
的な表現を用いて質問し
たり，答えたりしようとして
いる。

アルファベットの小文字
を識別し，同じ文字の並
びを文字群から見つける
技能を身につけている。

文字群の中から自分が
見つけた単語を友だちや
指導者に伝えるために，
そのスペリングを読んで
いる。

文字群の中から自分が
見つけた単語を友だちや
指導者に伝えるために，
そのスペリングを読もうと
している。

アルファベットの小文字
について理解し，4線に
乗っていない見本を見な
がら4線上に書く技能を
身につけている。

文字群の中から自分が
見つけた単語を記録する
ために，そのスペリング
を書き写している。

文字群の中から自分が
見つけた単語を記録する
ために，そのスペリング
を書き写そうとしている。

評価基準Ａ

場所を表す語彙や表現，
道案内の表現を聞いて，
8割以上理解できてい
る。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して質問
したり答えたりしようとし
ている。

アルファベットの小文字
を識別し，同じ文字列を
すべて見つけることがで
きている。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを読んでい
る。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを読もうとし
ている。

4線にそって丁寧に書き
写す事ができている。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを書き写して
いる。

目的に沿って，正確にア
ルファベットを書き写そう
としている。

評価基準Ｂ

場所を表す語彙や表現，
道案内の表現を聞いて，
6割以上理解できてい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしてい
る。

目的に沿って質問した
り，質問に答えたりしよう
としている。

アルファベットの小文字
を識別し，同じ文字列を8
割以上見つけることがで
きている。

目的に沿って，アルファ
ベットを読んでいる。

目的に沿って，アルファ
ベットを読もうとしている。

形はやや崩れるが，同じ
文字を書き写す事ができ
ている。

目的に沿って，アルファ
ベットを書き写している。

目的に沿って，アルファ
ベットを書き写そうとして
いる。

評価規準

食べたいものや味，金額
を表す語彙や表現につ
いて理解し，それらを聞
いて具体的な情報を聞き
取る技能を身につけてい
る。

相手の食べたいものやメ
ニューの内容を理解する
ために，会話や説明等の
まとまった話を聞いて，
必要な情報を聞き取って
いる。

相手の食べたいものやメ
ニューの内容を理解する
ために，会話や説明等の
まとまった話を聞いて，
必要な情報を聞き取ろう
としている。

飲食店での会話表現に
ついて理解し，それを用
いて自分の気持ちを伝え
合う技能を身につけてい
る。

飲食店で，自分や一緒に
来た人の食べたいものを
伝えるために，簡単な語
句や基本的な表現を用
いて注文している。

飲食店で自分や一緒に
来た人の食べたいものを
伝えるために，簡単な語
句や基本的な表現を用
いて注文しようとしてい
る。

メニューの内容や金額を
伝える表現について理解
し，それらを用いて自分
の考えを伝える技能を身
につけている。

自分が考えたオリジナル
メニューをアピールする
ために，メニューの内容
について，簡単な語句や
基本的な表現を用いて，
自分の考えを相手に伝え
ている。

自分が考えたオリジナル
メニューをアピールする
ために，メニューの内容
について，簡単な語句や
基本的な表現を用いて，
自分の考えを相手に伝え
ようとしている。

アルファベットの順番に
ついて理解し，アルファ
ベット順に名前読みする
技能を身につけている。

アルファベットの大文字・
小文字について理解し，
それらが読まれるのを聞
いて，その大文字や小文
字を書く技能を身につけ
ている。

自分の食べたいものを伝
えるために，選択肢から
自分の食べたい料理を
選んで書き写し，文を完
成させている。

自分の食べたいものを伝
えるために，選択肢から
自分の食べたい料理を
選んで書き写し，文を完
成させようとしている。

評価基準Ａ

食べたいものや味，金額
を表す語彙や表現を聞
いて，8割以上理解でき
ている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，内容を整
理しながら，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

正確な文や単語を用いて
伝え合うことができてい
る。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して伝え
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して伝え
ようとしている。

正確な文や単語を用いて
伝えることができている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話し
ている。

目的に沿って，相手に伝
わるように工夫して話そう
としている。

正しい順でアルファベット
の名前読みを発音するこ
とができている。

アルファベットが読まれる
のを聞いて，その大文字
や小文字をすべて書くこ
とができている。

目的に沿って，単語を調
べて，書き写し，文を完
成させている。

目的に沿って，単語を調
べて，書き写し，文を完
成させようとしている。

評価基準Ｂ

食べたいものや味，金額
を表す語彙や表現を聞
いて，6割以上理解でき
ている。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ってい
る。

目的に沿って，必要な情
報を，イラストなどを手が
かりにして聞き取ろうとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
合うことができている。

目的に沿って伝えてい
る。

目的に沿って伝えようとし
ている。

少々誤りはあるが，伝え
ることができている。

目的に沿った内容を話し
ている。

目的に沿った内容を話そ
うとしている。

手助けがあれば，ほぼ
正しい順でアルファベット
の名前読みを発音するこ
とができている。

アルファベットが読まれる
のを聞いて，その大文字
や小文字を8割以上書く
ことができている。

目的に沿って，選択肢か
ら料理を選んで書き写
し，文を完成させている。

目的に沿って，選択肢か
ら料理を選んで書き写
し，文を完成させようとし
ている。

Unit 8
（RW 8）

Unit 7
（RW 7）
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