
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出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日を表
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,c,d,f,gの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で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（外国の人）につい
て知るために，出身地，
得意なこと，好きなもの，
誕生日について紹介する
まとまった話を聞いて概
要をとらえ，必要な情報
を聞き取っている。

相手（外国の人）につい
て知るために，出身地，
得意なこと，好きなもの，
誕生日について紹介する
まとまった話を聞いて概
要をとらえ，必要な情報
を聞き取ろうとしている。

好きなものをたずねたり
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。

友だちのことを知るため
に，好きなこと・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。

友だちのことを知るため
に，好きなこと・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。

出身地，得意なこと，好き
なもの，誕生日を伝える
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外国
の相手に知ってもらうた
めに，出身地，得意なこ
と，好きなもの，誕生日な
どについて，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外国
の相手に知ってもらうた
めに，出身地，得意なこ
と，好きなもの，誕生日な
どについて，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。

音声で十分慣れ親しん
だ，出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日を表
す語彙や表現について，
その文字と音との関係を
理解し，声に出して読む
技能を身につけている。

他者について知るため
に，出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日など
が書かれた自己紹介文
の簡単な語句や基本的
な表現を読んで，意味が
わかっている。

他者について知るため
に，出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日など
が書かれた自己紹介文
の簡単な語句や基本的
な表現を読んで，意味を
とらえようとしている。

①音声で十分慣れ親し
んだ，出身地，得意なこ
と，好きなもの，誕生日を
表す文について理解し，
語順を意識しながら，文
を書くときのルールに
沿って正しく書き写す技
能を身につけている。
②b,c,d,f,gの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で読まれるのを聞い
て，その音を表す文字を
書く技能を身につけてい
る。

他者に自分の事をわかっ
てもらうために，出身地，
得意なこと，好きなもの，
誕生日などについて，見
本を見ながら簡単な語句
や基本的な表現を書き写
したり，自分のことを書い
たりしている。

他者に自分の事をわかっ
てもらうために，出身地，
得意なこと，好きなもの，
誕生日などについて，見
本を見ながら簡単な語句
や基本的な表現を書き写
したり，自分のことを書い
たりしようとしている。

評価基準Ａ

①出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日を表
す語彙や表現を聞いて，
8割以上理解できてい
る。
②b,c,d,f,gの音読みを聞
いて，8割以上理解でき
ている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①出身地，得意なこと，
好きなもの，誕生日を表
す語彙や表現を聞いて，
6割以上理解できてい
る。
②b,c,d,f,gの音読みを聞
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

評価規準

①ものの特徴や，ある場
所でできることを表す語
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。
②h,j,k,l,mの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で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。

ものや場所について知る
ために，それらを紹介す
るまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取っている。

ものや場所について知る
ために，それらを紹介す
るまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取ろうとしてい
る。

ものを説明する表現や，
ある場所でできることを
伝える表現について理解
し，それらを用いて，自分
の持つ情報を伝える技能
を身につけている。

日本のものや都道府県
について外国の人に紹
介するために，その説明
を，簡単な語句や基本的
な表現を用いて相手に伝
えている。

日本のものや都道府県
について外国の人に紹
介するために，その説明
を，簡単な語句や基本的
な表現を用いて相手に伝
えようとしている。

音声で十分慣れ親しん
だ，ものや場所を紹介す
る語彙や表現について，
その文字と音との関係を
理解し，声に出して読む
技能を身につけている。

他者が住む地域や都道
府県について知るため
に，それを紹介する文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味がわ
かっている。

他者が住む地域や都道
府県について知るため
に，それを紹介する文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味をと
らえようとしている。

①音声で十分慣れ親し
んだ，ものや場所を紹介
する文について理解し，
語順を意識しながら，文
を書くときのルールに
沿って正しく書き写す技
能を身につけている。
②h,j,k,l,mの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で読まれるのを聞い
て，その音を表す文字を
書く技能を身につけてい
る。

日本のものや都道府県
について外国の人に紹
介するために，その説明
について，見本を見なが
ら簡単な語句や基本的な
表現を書き写したり，自
分の考えを書いたりして
いる。

日本のものや都道府県
について外国の人に紹
介するために，その説明
について，見本を見なが
ら簡単な語句や基本的な
表現を書き写したり，自
分のことを書いたりしよう
としている。

評価基準Ａ

①ものの特徴や，ある場
所でできることを表す語
彙や表現を聞いて，8割
以上理解できている。
②h,j,k,l,mの音読みを聞
いて，8割以上理解でき
ている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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
伝えることができている。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①ものの特徴や，ある場
所でできることを表す語
彙や表現を聞いて，6割
以上理解できている。
②h,j,k,l,mの音読みを聞
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
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

評価規準

①施設の名前や，地域
にあるもの・できること・
あったらよいものを表す
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。
②n,p,q,r,sの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で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。

相手が思う住む地域の
良さや理想について知る
ために，相手の考えを含
むまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取っている。

相手が思う住む地域の
良さや理想について知る
ために，相手の考えを含
むまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取ろうとしてい
る。

地域にあったらよいもの
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
住む地域にあったらよい
と思うものについての自
分の考えを伝え合う技能
を身につけている。

友だちと，自分たちの住
む地域についての意見を
共有するために，地域に
あったらよいものについ
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。

友だちと，自分たちの住
む地域についての意見を
共有するために，地域に
あったらよいものについ
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。

地域にあるものやできる
こと，あったらよいものや
その理由を伝える表現に
ついて理解し，それらを
用いて，自分の考えを伝
える技能を身につけてい
る。

自分の住む地域をよりよ
くする提案をするために，
地域の良さや理想につい
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。

自分の住む地域をよりよ
くする提案をするために，
地域の良さや理想につい
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。

音声で十分慣れ親しん
だ，施設の名前や，地域
にあるもの・できること・
あったらよいものを表す
語彙や表現について，そ
の文字と音との関係を理
解し，声に出して読む技
能を身につけている。

自分たちの住む地域に
ついての他者の意見を
知るために，地域にある
ものやあったらよいもの
について書かれた文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味がわ
かっている。

自分たちの住む地域に
ついての他者の意見を
知るために，地域にある
ものやあったらよいもの
について書かれた文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味をと
らえようとしている。

①音声で十分慣れ親し
んだ，地域にあるもの・で
きること・あったらよいも
のを表す文について理解
し，語順を意識しながら，
文を書くときのルールに
沿って正しく書き写す技
能を身につけている。
②n,p,q,r,sの音読みにつ
いて理解し，それらが語
頭で読まれるのを聞い
て，その音を表す文字を
書く技能を身につけてい
る。

他者と，自分たちの住む
地域についての意見を共
有するために，地域の良
さや理想について，見本
を見ながら簡単な語句や
基本的な表現を書き写し
たり，自分のことを書いた
りしている。

他者と，自分たちの住む
地域についての意見を共
有するために，地域の良
さや理想について，見本
を見ながら簡単な語句や
基本的な表現を書き写し
たり，自分のことを書いた
りしようとしている。

評価基準Ａ

①施設の名前や，地域
にあるもの・できること・
あったらよいものを表す
語彙や表現を聞いて，8
割以上理解できている。
②n,p,q,r,sの音読みを聞
いて，8割以上理解でき
ている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①施設の名前や，地域
にあるもの・できること・
あったらよいものを表す
語彙や表現を聞いて，6
割以上理解できている。
②n,p,q,r,sの音読みを聞
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

書く
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6年 評価の観点
聞く 話す（やりとり） 話す（発表） 読む



評価規準

①夏休みにしたことやそ
の感想を表す語彙や表
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。
②t,v,w,x,y,zの音読みに
ついて理解し，それらが
語頭または語尾で読まれ
るのを聞いてどの文字か
わかる技能を身につけて
いる。

他者や外国の夏休みに
ついて知るために，した
ことや感想を含むまと
まった話を聞いて概要を
とらえ，必要な情報を聞
き取っている。

他者や外国の夏休みに
ついて知るために，した
ことや感想を含むまと
まった話を聞いて概要を
とらえ，必要な情報を聞
き取ろうとしている。

夏休みの感想をたずね
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。

夏休みにしたことやその
感想を表す表現について
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。

友だちに夏休みの思い出
を伝えるために，したこと
や感想について，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。

友だちに夏休みの思い出
を伝えるために，したこと
や感想について，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。

音声で十分慣れ親しん
だ，夏休みにしたことや
その感想を表す語彙や
表現について，その文字
と音との関係を理解し，
声に出して読む技能を身
につけている。

他者が伝えたい夏休み
のできごとについて知る
ために，したことや感想
が書かれた文の簡単な
語句や基本的な表現を
読んで，意味がわかって
いる。

他者が伝えたい夏休み
のできごとについて知る
ために，したことや感想
が書かれた文の簡単な
語句や基本的な表現を
読んで，意味をとらえよう
としている。

①音声で十分慣れ親し
んだ，夏休みにしたこと
やその感想を表す文に
ついて理解し，語順を意
識しながら，文を書くとき
のルールに沿って正しく
書き写す技能を身につけ
ている。
②t,v,w,x,y,zの音読みに
ついて理解し，それらが
語頭または語尾で読まれ
るのを聞いて，その音を
表す文字を書く技能を身
につけている。

絵日記として夏休みの思
い出を残すために，した
ことや感想について，見
本を見ながら簡単な語句
や基本的な表現を書き写
したり，自分のことを書い
たりしている。

絵日記として夏休みの思
い出を残すために，した
ことや感想について，見
本を見ながら簡単な語句
や基本的な表現を書き写
したり，自分のことを書い
たりしようとしている。

評価基準Ａ

①夏休みにしたことやそ
の感想を表す語彙や表
現を聞いて，8割以上理
解できている。
②t,v,w,x,y,zの音読みを
聞いて，8割以上理解で
きている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，概ね文の
内容を理解し，必要な情
報を読み取っている。

目的に沿って，概ね文の
内容を理解し，必要な情
報を読み取ろうとしてい
る。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①夏休みにしたことやそ
の感想を表す語彙や表
現を聞いて，6割以上理
解できている。
②t,v,w,x,y,zの音読みを
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。

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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，必要な情
報を読み取っている。

目的に沿って，必要な情
報を読み取ろうとしてい
る。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

評価規準

①昨日や週末など最近し
たことやその感想，日
付，天気を表す語彙や表
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。
②ch,sh,th,whの音読みに
ついて理解し，それらが
語頭または語尾で読まれ
るのを聞いてどの文字か
わかる技能を身につけて
いる。

他者が伝えたい最近の
できごとを知るために，
最近したことや感想を含
むまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取っている。

他者が伝えたい最近の
できごとを知るために，
最近したことや感想を含
むまとまった話を聞いて
概要をとらえ，必要な情
報を聞き取ろうとしてい
る。

最近したことをたずねた
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，最近のできごと
について話すために，し
たことについて，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，最近のできごと
について話すために，し
たことについて，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。

最近したことやその感想
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。

相手に自分の最近ので
きごとを知ってもらうため
に，したことやその感想
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。

相手に自分の最近ので
きごとを知ってもらうため
に，したことやその感想
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。

音声で十分慣れ親しん
だ，最近したことやその
感想を表す語彙や表現
について，その文字と音
との関係を理解し，声に
出して読む技能を身につ
けている。

他者が伝えたい最近の
できごとについて知るた
めに，他者がしたことや
その感想が書かれた文
の簡単な語句や基本的
な表現を読んで，意味が
わかっている。

他者が伝えたい最近の
できごとについて知るた
めに，他者がしたことや
その感想が書かれた文
の簡単な語句や基本的
な表現を読んで，意味を
とらえようとしている。

①音声で十分慣れ親し
んだ，最近したことやそ
の感想を表す文について
理解し，語順を意識しな
がら，文を書くときのルー
ルに沿って正しく書き写
す技能を身につけてい
る。
②ch,sh,th,whの音読みに
ついて理解し，それらが
語頭または語尾で読まれ
るのを聞いて，その音を
表す文字を書く技能を身
につけている。

日記として最近のできご
とを残すために，したこと
や感想について，見本を
見ながら簡単な語句や基
本的な表現を書き写した
り，自分のことを書いたり
している。

日記として最近のできご
とを残すために，したこと
や感想について，見本を
見ながら簡単な語句や基
本的な表現を書き写した
り，自分のことを書いたり
しようとしている。

評価基準Ａ

①昨日や週末など最近し
たことやその感想，日
付，天気を表す語彙や表
現を聞いて，8割以上理
解できている。
②ch,sh,th,whの音読みを
聞いて，8割以上理解で
きている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①昨日や週末など最近し
たことやその感想，日
付，天気を表す語彙や表
現を聞いて，6割以上理
解できている。
②ch,sh,th,whの音読みを
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

評価規準

①思い出の学校行事や
そこでしたこと，感想を表
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,e,i,o,uの音読みにつ
いて理解し，それらが語
中で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。

他者が伝えたい小学校
での思い出を知るため
に，学校行事でしたこと
や感想を含むまとまった
話を聞いて概要をとら
え，必要な情報を聞き
取っている。

他者が伝えたい小学校
での思い出を知るため
に，学校行事でしたこと
や感想を含むまとまった
話を聞いて概要をとら
え，必要な情報を聞き取
ろうとしている。

思い出の学校行事をた
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，小学校での思
い出を共有するために，
思い出の学校行事につ
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，，小学校での
思い出を共有するため
に，思い出の学校行事に
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。

思い出の学校行事やそこ
でしたこと，感想を伝える
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。

相手に，自分の小学校で
の思い出を知ってもらう
ために，思い出の学校行
事について，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。

相手に，自分の小学校で
の思い出を知ってもらう
ために，思い出の学校行
事について，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。

音声で十分慣れ親しん
だ，思い出の学校行事
やそこでしたこと，感想を
表す語彙や表現につい
て，その文字と音との関
係を理解し，声に出して
読む技能を身につけて
いる。

他者が伝えたい小学校
での思い出を知るため
に，学校行事やそこでし
たこと，その感想が書か
れた文の簡単な語句や
基本的な表現を読んで，
意味がわかっている。

他者が伝えたい小学校
での思い出を知るため
に，学校行事やそこでし
たこと，その感想が書か
れた文の簡単な語句や
基本的な表現を読んで，
意味をとらえようとしてい
る。

①音声で十分慣れ親し
んだ，思い出の学校行事
やそこでしたこと，感想を
表す文について理解し，
語順を意識しながら，文
を書くときのルールに
沿って正しく書き写す技
能を身につけている。
②a,e,i,o,uの音読みにつ
いて理解し，それらが語
中で読まれるのを聞い
て，その音を表す文字を
書く技能を身につけてい
る。

卒業文集に小学校での
思い出を残すために，学
校行事やそこでしたこと，
感想について，見本を見
ながら簡単な語句や基本
的な表現を書き写した
り，自分のことを書いたり
している。

卒業文集に小学校での
思い出を残すために，学
校行事やそこでしたこと，
感想について，見本を見
ながら簡単な語句や基本
的な表現を書き写した
り，自分のことを書いたり
しようとしている。

評価基準Ａ

①思い出の学校行事や
その感想を表す語彙や
表現を聞いて，8割以上
理解できている。
②a,e,i,o,uの音読みを聞
いて，8割以上理解でき
ている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

①文を書くときのルール
に沿って，正しい語順で
文を書き写すことができ
ている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を8割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

①思い出の学校行事や
その感想を表す語彙や
表現を聞いて，6割以上
理解できている。
②a,e,i,o,uの音読みを聞
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

①文を書くときのルール
に少し誤りがあるが，正
しい語順で，文の意味が
分かるように書き写すこ
とができている。
②アルファベットの音読
みを聞いて，その音を表
す文字を6割以上書くこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

Unit 6
（RW 6）

Unit 4
（RW 4）

Unit 5
（RW 5）



評価規準

将来つきたい職業やその
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。

他者の考えを理解するた
めに，将来つきたい職業
についてのまとまった話
を聞いて概要をとらえ，
必要な情報を聞き取って
いる。

他者の考えを理解するた
めに，将来つきたい職業
についてのまとまった話
を聞いて概要をとらえ，
必要な情報を聞き取ろう
としている。

将来つきたい職業やその
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。

友だちと，互いの考えを
理解し合うために将来つ
きたい職業について，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，互いの考えを
理解し合うために将来つ
きたい職業について，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。

将来つきたい職業やその
理由を伝える表現につい
て理解し，それらを用い
て，自分のことを伝える
技能を身につけている。

相手に，自分の将来の夢
を知ってもらうために，つ
きたい職業やその理由に
ついて，簡単な語句や基
本的な表現を用いて自分
のことを相手に伝えてい
る。

相手に，自分の将来の夢
を知ってもらうために，つ
きたい職業やその理由に
ついて，簡単な語句や基
本的な表現を用いて自分
のことを相手に伝えようと
している。

音声で十分慣れ親しん
だ，将来つきたい職業や
その理由を表す語彙や
表現について，その文字
と音との関係を理解し，
声に出して読む技能を身
につけている。

他者の考えを理解するた
めに，将来つきたい職業
について書かれた文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味がわ
かっている。

他者の考えを理解するた
めに，将来つきたい職業
について書かれた文の
簡単な語句や基本的な
表現を読んで，意味をと
らえようとしている。

音声で十分慣れ親しん
だ，将来つきたい職業や
その理由を表す文につい
て理解し，語順を意識し
ながら，文を書くときの
ルールに沿って正しく書
き写す技能を身につけて
いる。

自分の現在の将来の夢
を記録に残すために，つ
きたい職業やその理由に
ついて，見本を見ながら
簡単な語句や基本的な
表現を書き写したり，自
分のことを書いたりしてい
る。

自分の現在の将来の夢
を記録に残すために，つ
きたい職業やその理由に
ついて，見本を見ながら
簡単な語句や基本的な
表現を書き写したり，自
分のことを書いたりしよう
としている。

評価基準Ａ

将来つきたい職業やその
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，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

文を書くときのルールに
沿って，正しい語順で文
を書き写すことができて
いる。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

将来つきたい職業やその
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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

文を書くときのルールに
少し誤りがあるが，正し
い語順で，文の意味が分
かるように書き写すこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

評価規準

部活動など中学校でやっ
てみたいこと，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。

中学校で自分がやって
みたいことを見つけるた
めに，中学校の紹介や他
者が中学校でやってみた
いことについてのまとまっ
た話を聞いて概要をとら
え，必要な情報を聞き
取っている。

中学校で自分がやって
みたいことを見つけるた
めに，中学校の紹介や他
者が中学校でやってみた
いことについてのまとまっ
た話を聞いて概要をとら
え，必要な情報を聞き取
ろうとしている。

中学校でやってみたいこ
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，中学校への期
待感を共有するために，
中学校でやってみたいこ
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，中学校への期
待感を共有するために，
中学校でやってみたいこ
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。

中学校でやってみたいこ
と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。

相手に，中学校への期待
感を示すために，中学校
でやってみたいことにつ
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。

相手に，中学校への期待
感を示すために，中学校
でやってみたいことにつ
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。

音声で十分慣れ親しん
だ，中学校でやってみた
いことを表す語彙や表現
について，その文字と音
との関係を理解し，声に
出して読む技能を身につ
けている。

他者の考えを知るため
に，中学校でやってみた
いことが書かれた文の簡
単な語句や基本的な表
現を読んで，意味がわ
かっている。

他者の考えを知るため
に，中学校でやってみた
いことが書かれた文の簡
単な語句や基本的な表
現を読んで，意味をとら
えようとしている。

音声で十分慣れ親しん
だ，中学校でやってみた
いことを表す文について
理解し，語順を意識しな
がら，文を書くときのルー
ルに沿って正しく書き写
す技能を身につけてい
る。

中学校を紹介してくれた
人にお礼の手紙を書くた
めに，中学校でやってみ
たいことについて，見本
を見ながら簡単な語句や
基本的な表現を書き写し
たり，自分のことを書いた
りしている。

中学校を紹介してくれた
人にお礼の手紙を書くた
めに，中学校でやってみ
たいことについて，見本
を見ながら簡単な語句や
基本的な表現を書き写し
たり，自分のことを書いた
りしようとしている。

評価基準Ａ

部活動など中学校でやっ
てみたいこと，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，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，必要な情報
を聞き取っている。

目的に沿って，概要をと
らえたり，内容を整理した
りしながら，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。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う工夫して質問したり答
えたりしている。

目的に沿って即興で質問
をしたり，相手に伝わるよ
う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，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話している。

目的に沿って，情報を整
理し，相手に伝わるよう
に話そうとしている。

文を見て，声に出して読
むことができている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしている。

目的に沿って，内容を推
測したり，必要な情報を
読み取ったりしようとして
いる。

文を書くときのルールに
沿って，正しい語順で文
を書き写すことができて
いる。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書いている。

目的に沿った内容を，読
み手に伝わるように情報
を整理して書こうとしてい
る。

評価基準Ｂ

部活動など中学校でやっ
てみたいこと，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。

ヒントをもらいながら，概
ね文を声に出して読むこ
とができている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取っている。

目的に沿って，ヒントを得
ながら必要な情報を読み
取ろうとしている。

文を書くときのルールに
少し誤りがあるが，正し
い語順で，文の意味が分
かるように書き写すこと
ができている。

目的に沿った内容を書い
ている。

目的に沿った内容を書こ
うとしている。

Unit 7
（RW 7）

Unit 8
（RW 8）
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