【資料１】 評価基準（目標値）の表
４技能別の到達目標（第１学年） その１ （「聞くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
理 解 の 能 力

知識・理解

(言語活動への取り組み)
○英語を聞いて、その内容
を理解するとともに、場面
や目的に応じて適切に反応
する。

(正確さ)
○ストレス、リズムやイン
トネーション、文の区切り
などを聞き分けることが
できる。

○まとまりのある話を聞き
ながら必要に応じてメモを
取る。

○身近な話題に関する200
0語レベルの語彙を用いて ○ストレス、リズムやイントネー
話された英語を聞いて、情 ションなど英語の音声的な特徴
報や話し手の意向などを に関する知識を身につけている。
理解できる。

(コミュニケーションへの
努力)
○英語の情報を聞いて、聞
き取れなかったり、理解で
きなかったときでも、前後
関係や背景知識から推測し
て、聞き続けようとする。

(適切さ)
○身近な話題に関する200
0語レベルの語彙を用いて
話された英語を聞いて概
要や要点をとらえること
ができる。

(言語についての知識)
○英語の音の特徴をきちんと理
解して聞き取れる。
○連結、脱落、同化といった音の
変化を理解し、聞き取れる。

○2000語レベルの語彙を知って
いる。
○英検準２級程度の文法事項を
知っている。
○文構造や段落展開の方法を知
っている。

○相手が話すことを理解し
ようと、説明を求めたり、
聞き返したりして、積極的
にコミュニケーションを図
ろうとする。

○話された質問、指示、依
頼などに対して、適切に応 ○場面や状況に応じた表現を知
じることができる。
っている。

(外国の事情や異文化)
○聞く活動を通して、外国
の事情や異文化について、
関心と理解を深めようとし
ている。

(文化についての理解)
○様々な国の文化や身近な話題
に関する人々のものの見方や考
え方などの違いについて理解し
ている。
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４技能別の到達目標（第２学年） その１ （「聞くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
（言語活動への取り組み）
○英語を聞いて、その内容
を理解するとともに、場面
や目的に応じて適切に反応
する。
○まとまりのある話を聞き
ながら必要に応じてメモを
取る。

（コミュニケーションの努
力）
○英語の情報を聞いて、聞
き取れなかったり、理解で
きなかったときでも、前後
関係や背景知識から推測し
て、聞き続けようとする。
○相手が話すことを理解し
ようと、説明を求めたり、
聞き返したりして、積極的
にコミュニケーションを図
ろうとする。

理 解 の 能 力

知識・理解

（正確さ）
（言語についての知識）
○ストレス、リズムやイン ○英語の音の特徴をきちんと
トネーション、文の区切り 理解して聞き取れる。
などを聞き分けることがで
きる。
○連結、脱落、同化といった音
の変化を理解し、聞き取れる。
○幅広い話題に関する、25
00語レベルの語彙を用いて ○ストレス、リズムやイントネ
話された英語を聞いて、情 ーションなど英語の音声的な
報や話し手の意向などを理 特徴に関する知識を身につけ
解できる。
ている。

（適切さ）
○幅広い話題に関する250
0語レベルの語彙を用いて
話された英語を聞いて概要
や要点をとらえることがで
きる。

○2500語レベルの語彙を知っ
ている。
○英検２級程度の文法事項を
知っている。
○文構造や段落展開の方法を
知っている。

○話された質問、指示、依
頼などに対して、適切に応 ○場面や状況に応じた表現を
じることができる。
知っている。

（文化についての理解）
○様々な国の文化や、幅広い話
題に関する人々のものの見方、
考え方などの違いについて理
解している。

（外国の事情や異文化）
○聞く活動を通して、外国
の事情や異文化について、
関心と理解を深めようとし
ている。
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４技能別の到達目標（第３学年） その１ （「聞くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
(言語活動への取り組み)
○聞いている内容に関心を
持ち、積極的に理解し反応
しようとしている。

(コミュニケーションの努
力)
○英語の情報を聞いて、聞
き取れなかったり、理解で
きなかったときでも、前後
関係や背景知識から推測し
て、聞き続けようとする。
○相手が話すことを理解し
ようと、説明を求めたり、
聞き返したりして、積極的
にコミュニケーションを図
ろうとする。

(外国の事情や文化)
○聞く活動に積極的に取り
組み、外国の事情や異文化
について関心と理解を深め
ようとしている。

理 解 の 能 力
(正確さ)
○ストレス、リズムやイン
トネーション、文の区切り
などを聞き分けることがで
きる。
○多様な話題に関する、30
00語レベルの語彙を用いて
話された英語を聞いて、情
報や話し手の意向などを理
解できる。

(適切さ)
○多様な話題に関する300
0語レベルの語彙を用いて
話された英語を聞いて概要
や要点をとらえることがで
きる。

知識・理解
(言語についての知識)
○英語の音の特徴をきちんと
理解して聞き取れる。
○連結、脱落、同化といった音
の変化を理解し、聞き取れる。
○場面や状況におけるストレ
ス、リズムやイントネーション
など英語の音声的な特徴に関
する知識を身につけている
○3000語レベルの語彙を知っ
ている。
○英検準１級程度の文法事項
を知っている。
○文の構造や段落の展開の方
法を知っている。

○適切なスピードで話され
た肉声による英語、メディ (文化についての理解)
アによる英語を聞いて内容 ○様々な国の文化や、多様な話
を理解することができる。 題に関する人々のものの見方
考え方などの違いについて理
○話された質問、指示、依 解している。
頼などに対して、適切に応
じることができる。
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４技能別の到達目標（第１学年） その２ （「読むこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
(言語活動への取り組み)
○英語を読んで、情報や書
き手の意向などを積極的に
理解しようとしている。

(正確さ)
○意図や気持ちを的確に伝
えるために、発音、ストレ
ス、イントネーション、リ
ズムなどに注意して、正確
に音読できる。

(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの努力)
○単語や意味が分からない （１分間に120語)
ときでも、前後関係や背景
知識から推測して、内容を (適切さ)
理解しようとする。
○場面や感情を表現するた
め、適切なイントネーショ
○相手が話すことを理解し ン、リズム、声の大きさ、
ようと、説明を求めたり、 スピードなどに注意して音
聞き返したりして、積極的 読できる。
にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図ろうとす
る。

理 解 の 能 力

知識・理解

(正確さ)
○身近な話題に関する200
0語レベルの語彙を用いて
書かれた英語を読んで、情
報や書き手の意向などを正
確に理解できる。

(言語についての知識)
○正確で適切な音読をするた
めに必要な英語の音の特徴、音
の変化、イントネーション、リ
ズムなどに関する知識を身に
つけている。

(適切さ)
○身近な話題に関する200
0語レベルの語彙を用いて
書かれた英語を目的や状況
に応じて、適切なスピード
で読んで、概要や要点をと
らえることができる。

○2000語レベルの語彙を知っ
ている。
○英検準２級程度の基本的な
文法事項や表現を身につけて
いる。
(文化についての理解)
○様々な国の文化や、身近な話
題に関する人々のものの見方
や考え方などの違いについて
興味関心を持っている。

(外国の事情や異文化)
○読む活動を通して、外国
の事情や異文化について、
関心と理解をしようとして
いる。
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４技能別の到達目標（第２学年） その２ （「読むこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力

理 解 の 能 力

（言語活動への取り組 （正確さ）
（正確さ）
○発音やイントネーション ○幅広い話題に関して書
み）

知識・理解
（言語についての知識）
○2500語レベルの語彙を知っ
ている。

○英語を読んで、情報や書 、リズムなどに注意して音 かれた2500語レベルの英
文の内容を正確に把握する
き手の意向などを積極的に 読できる。
ことができる。
○コミュニケーション活動に
理解し反応しようとする。 (１分間に１４０語)
必要となる基本的な文型や文
（適切さ）
（適切さ）
法事項などを理解し、「読むこ
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの努力）
○英語を読んで、概要や要 ○書かれている内容の意味 ○幅広い話題に関して書か と」においても実際に活用でき
る。
点を積極的にとらえようと に沿って強く読んだり、感 れた2500語レベルの英文
情を込めて読むなどの工夫 を目的に応じた読み方で読
する。
ができる。
むことができる。
○英検準２級程度の文法事項
○未知の語彙がでてきても
、前後関係や背景知識等を ○書き手の意向をどのよう ○幅広い話題に関して書か
用いて、内容を理解しよう に解釈したかを聞き手に伝 れた2500語レベルの英文
える読み方ができる。
を適切なスピードで読み、
とする。
内容を理解できる。
（外国の事情や異文化）
○読む活動を通して、外国
の事情や異文化について、
関心と理解を深めようとし
ている。
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や語彙を確実に身につけてい
る。
(文化についての理解)
○様々な国の文化や、身近な話
題に関する人々のものの見方
や考え方などの違いについて
理解している。

４技能別の到達目標（第３学年） その２ （「読むこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力

理 解 の 能 力

知識・理解

（言語活動への取り組 （正確さ）
（正確さ）
○文章の中でポイントとな ○まとまりのある3000語
み）

(言語についての知識)
○3000語レベルの語彙を知っ
○読んでいる内容に関心・ る語句や文、段落の構成や レベルの文章を、目的や状 ている。
意欲を持ち、書き手の意向 展開などに注意しながら音 況に応じて(速読や精読な
ど)適切に読み必要な情報 ○単語の発音の違い、場面や状
などを理解しようとしてい 読できる。
(１分間に１６０語)
を得たり、概要や要点をま 況における強勢・リズム・イン
る。
とめたりすることができる トネーションの違いなど、正し
く音読するために必要な知識
。
（適切さ）
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの努力）
を身につけている。
○読んだことについて、自 ○場面や感情を想像しなが
（適切さ）
分の考えをまとめたり、伝 ら音読できる。
○英検２級程度の文法事項や
○まとまりのある3000語
えたりして積極的に反応し
表現を身につけている。
レベルの文章を、適切なス
ようとしている。
○文章の内容や自分の解釈
が聞き手に伝わるように音
○未知の語の意味を推測し 読できる。
たり背景となる知識を活用
したりしながら積極的に読
み続けようとする。

ピードで読み、内容を理解
(文化についての理解)
することができる。
○様々な国の文化や、身近な話
○書かれた質問、指示、依 題に関する人々のものの見方
頼などに対して、適切に応 や考え方などの違いについて
深く理解している。
じることができる。

（外国の事情や異文化）
○様々な国の文化やその人
々のものの考え方には多様
性や違いがあることを理解
しようとしている。
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４技能別の到達目標（第１学年） その３ （「話すこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
(言語活動への取り組み)
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○聞いたり読んだりした内
容について、積極的に自分
の意見や考えを述べようと
する。
○相手の話に対して、関心
を持って聞き、積極的に応
答しようとする。

（コミュニケーションの努
力）
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○単語や意味が分からない
時でも、前後関係や背景知
識から推測して内容を理解
し、反応しようとする。
○間違いを恐れず、話そう
とする。

（外国事情や異文化）
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○話す活動の背景となる外
国の事情や異文化について
関心と理解を深めようとす
る。

(正確さ)
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○自分の考えや気持ちを伝
えるのに必要な語句や表現
を用いて、正確な英語で伝
えることができる。

（適切さ）
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○意図や気持ちを的確に伝
えるために場面や状況に応
じて適切なイントネーショ
ン、リズム、声の大きさ、
スピードで伝えることがで
きる。
○相手の質問、指示、依頼
に対して適切に応答するこ
とができる。
○ジェスチャーなどの非言
語的手段の役割を理解し、
場面や目的に応じて効果的
に用いることができる。

理 解 の 能 力

知識・理解

（正確さと適切さ）
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○英語を読んだり、聞いた
りして、内容を正しく理解
した上で、英語を正確に伝
えることができる。
○英語を読んだり、聞いた
りして、場面や目的に適し
た応答の仕方を理解してい
る。
○短い日常会話と英文２０
０語程度（語彙８００語レ
ベル）を１分間に１２０語
聞き７０％以上理解できる
。

(言語についての知識)
『日常生活の身近な話題・場面
・状況において』
○２０００語レベルの語彙を
知っている。
○実用英語検定準２級程度の
基本的な文法事項を知ってい
る。
○パブリックスピーキングの
活動に必要な構成・文法・語彙
・効果的な発表の仕方などにつ
いて基礎的知識がある。
○レシテーションなどの言語
活動に必要な表現・手順を知っ
ている。

（文化についての理解）
○非言語的なコミュニケーシ
ョン手段（e.g.アイコンタクト、
ジェスチャー）を理解している
。

（流暢さ）
『日常生活の身近な話題・
場面・状況において』
○１分間に６０語の速さで
話すことができる。
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４技能別の到達目標（第２学年） その３ （「話すこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
（言語活動への取り組み）
『幅広い話題・場面・状況
において』
○聞いたり読んだりした内
容について、積極的、主体
的に自分の意見や考えを述
べようとする。
○相手の話に対して、関心
を持って聞き、積極的に応
答しようとする。

（正確さ）
『幅広い話題・場面・状況
において』
○正しい発音、強勢、イン
トネーション、区切りなど
を用いて話すことができる
。
○場面や目的に応じて、情
報や概要を整理して、正確
に伝えることができる。
○場面や目的に応じて、自
分の考えや意見、感情など
（コミュニケーションの努 を正確に伝えることができ
る。
力）
『幅広い話題・場面・状況
において』
○単語や意味が分からない （適切さ）
時でも、前後関係や背景知 『幅広い話題・場面・状況
識から推測して内容を理解 において』
○意図や気持ちを的確に伝
し、反応しようとする。
○間違いを恐れず、話そう えるために場面や状況に応
とする。
じて適切なイントネーショ
ン、リズム、声の大きさ、
スピードで伝えることがで
きる。
（外国事情や異文化）
『幅広い話題・場面・状況 ○相手の質問、指示、依頼
に対して適切に応答するこ
において』
○話す活動の背景となる外 とができる。
国の事情や異文化について ○ジェスチャーなどの非言
より関心と理解を深めよう 語的手段の役割を理解し、
場面や目的に応じて効果的
とする。
に用いることができる。

理 解 の 能 力

（正確さと適切さ）
『幅広い話題・場面・状況
において』
○英語を読んだり、聞いた
りして、内容を正しく理解
した上で、英語を正確に伝
えることができる。
○英語を読んだり、聞いた
りして、場面や目的に適し
た応答の仕方を理解してい
る。
○中ぐらいの長さの日常会
話と英文
２３０語程度（語彙１００
０語レベル）
を１分間に１４０語聞き、
７０％以上理解できる。

（流暢さ）
『幅広い話題・場面・状況
において』
○１分間に７０語の速さで
話すことができる。
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知識・理解
（言語についての知識）
○２５００語レベルの語彙を
知っている。
○実用英語検定２級程度の文
法事項を知っている。
○パブリックスピーキングの
活動に必要な構成・文法・語彙
・効果的な発表の仕方などにつ
いてさらに知識がある。
○スピーチやプレゼンテーシ
ョンなどの言語活動に必要な
表現・手順を知っている。

（文化についての知識）
○様々な国の文化や、幅広い話
題に関する人々のものの見方
や考え方の違いについて理解
している。

４技能別の到達目標（第３学年） その３ （「話すこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
(言語活動への取り組み）
『多様な話題・場面・状況
において』
○聞いたり読んだりした内
容について、積極的、主体
的に自分の意見や考えを述
べようとする。
○相手の話に対して、関心
を持って聞き、積極的に応
答しようとする。
○聞き手を意識した態度や
話し方を身につけようと努
力する。

(正確さ）
『多様な話題・場面・状況
において』
○正しい発音、強勢、イン
トネーション、区切りなど
を用いて話すことができる
。
○場面や目的に応じて、情
報や概要を整理して、正確
に伝えることができる。
○場面や目的に応じて、自
分の考えや意見、感情など
を正確に伝えることができ
る。

（コミュニケーションの努
力）
○単語や意味が分からない
時でも、前後関係や背景知
識から推測して内容を理解
し、反応しようとする。
○自分の知っている語句や
表現で言い換えるなど工夫
をしながら、自分の考えを
相手に伝えようと努力する
。
○間違いを恐れず、話そう
とする。

（適切さ）
『多様な話題・場面・状況
において』
○意図や気持ちを的確に伝
えるために場面や状況に応
じて適切なイントネーショ
ン、リズム、声の大きさ、
スピードで伝えることがで
きる。
○場面や状況に応じて適切
な語彙や表現を選択するこ
とができる。
○伝えたい情報や考えなど
を論理的かつ説得力のある
内容で表現することができ
る。
○相手の質問、指示、依頼
に対して適切に応答するこ
とができる。

理 解 の 能 力

知識・理解

(正確さと適切さ）
『多様な話題・場面・状況
において』
○英語を読んだり、聞いた
りして、内容を正しく理解
した上で、英語で正確に伝
えることができる。
○英語を読んだり、聞いた
りして、場面や目的に適し
た応答の仕方を理解してい
る。
○長い日常会話と英文２５
０語程度（語彙１３００語
レベル）を１分間に１５０
語聞き、７０％以上理解で
きる。

(言語についての知識）
○３０００語レベルの語彙を
知っている。
○実用英語検定準１級程度の
文法事項を知っている。
○パブリックスピーキングの
活動に必要な構成・文法・語彙
・効果的な発表の仕方などにつ
いてくわしい知識がある。
○ディベートやディスカッシ
ョンなどの言語活動に必要な
表現・手順を知っている。

（外国事情や異文化）
『多様な話題・場面・状況
において』
○話す活動の背景となる外
国の事情や異文化について
さらに関心と理解を深めよ （流暢さ）
『多様な話題・場面・状況
うとする。
において』
○１分間に７５語の速さで
話すことができる。
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（文化についての理解）
○多様なものの見方や考え方
を理解し尊重しようとする態
度を持ち、より公正な判断力を
身につけている。

４技能別の到達目標（第１学年） その４ （「書くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
○身近な話題について、聞
いたり、読んだりして得た
情報やその話題についての
自分の考えや感じたことな
どを、読み手に理解される
ように英語で表現しようと
している。

（正確さ）
○学習して身につけた単語
・連語・構文・文法知識な
どを活用して、正確かつ洗
練された英文を書くことが
できる。

理 解 の 能 力

知識・理解

（正確さ）
○話されたり。読まれたり
する文を、その内容を理解
した上で、正確に書き取る
ことができる。

○正しい英文を書くのに必要
な語彙・文法・構文・文章の構
成に関する知識を身につけて
いる。
語彙数は２０００語で実用
英語検定試験準２級程度の文
法知識を有している。

○多様な話題についての文
章を読み、また、会話やデ
ィベートを聞き、その内容
(適切さ)
○表現が困難な場合に、知 ○自分が伝えようとする内 につき的確にメモをとり、
っている語句や表現を用い 容を整理して場面や目的に 的確に要約することができ
る、あるいは辞書を調べる 応じて、一定の時間内に、 る。
など工夫して、伝えたい内 まとまりのある文章を読み
容を正確に表現しようとし 手に理解されるように書く
ている。
ことができる。

○書く活動の背景となる文
化、社会などについて関心
と理解を深めようとしてい
る。

（流暢さ）
○自分の考えなどを整理し
て、３００語程度のエッセ
イを書くことができる。
○１分間に２０語のスピー
ドで英文を書くことができ
る。

○文章の構成や段落の展開に
留意した英文を書くことがで
きる。

○外国の事情や異文化につい
て理解するための背景知識を
持っており、自国の事情や文化
について知識がある。そして、
それらの背景知識を自らの文
（適切さ）
○質問の内容、指示、相手 章をより高度なものにするた
の依頼などを正しく理解し めに生かすことができる。
、適切な文章で応答するこ
(文化についての理解)
とができる。
○様々な国の文化や身近な話
題に関する人々のものの見方
や、考え方などの違いについて
理解している。
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４技能別の到達目標（第２学年） その４ （「書くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力
○身近な話題について、聞
いたり、読んだりして得た
情報やその話題についての
自分の考えや感じたことな
どを、読み手に理解される
ように英語で表現しようと
している。

（正確さ）
○学習して身につけた単語
・連語・構文・文法知識な
どを活用して、正確かつ洗
練された英文を書くことが
できる。

理 解 の 能 力

知識・理解

(正確さ)
○話されたり。読まれたり
する文を、その内容を理解
した上で、正確に書き取る
ことができる。

○正しい英文を書くのに必要
な語彙・文法・構文・文章の構
成に関する知識を身につけて
いる。
語彙数は２５００語で実用
英語検定試験２級程度の文法
知識を有している。

○多様な話題についての文
章を読み、また、会話やデ
ィベートを聞き、その内容
（適切さ）
○表現が困難な場合に、知 ○身近な話題についての自 につき的確にメモをとり、
っている語句や表現を用い 分の考え・意見を一定の時 的確に要約することができ
る、あるいは辞書を調べる 間内に、段落構成や文章の る。
など工夫して、伝えたい内 展開に留意しながら、論理
容を正確に表現しようとし 的な英文を書くことができ
(適切さ)
ている。
る。
○質問の内容、指示、相手
の依頼などを正しく理解し
、適切な文章で応答するこ
（流暢さ）
○書く活動の背景となる文 ○自分の考えなどを整理し とができる。
化、社会などについて関心 て、５００語程度のエッセ
と理解を深めようとしてい イを書くことができる。
○１分間に２５語のスピー
る。
ドで英文を書くことができ
る。
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○文章の構成や段落の展開、あ
るいは段落ごとのつながりに
留意した英文エッセイを書く
ことができる。
○外国の事情や異文化につい
て理解するための背景知識を
持っており、自国の事情や文化
について知識がある。そして、
それらの背景知識を自らの文
章をより高度なものにするた
めに生かすことができる。

４技能別の到達目標（第３学年） その４ （「書くこと」）
関心・意欲・態度
表 現 の 能 力

理 解 の 能 力

知識・理解

(正確さ)
○話されたり。読まれたり
する文を、その内容を理解
した上で、正確に書き取る
ことができる。

○正しい英文を書くのに必要
な語彙・文法・構文・文章の構
成に関する知識を身につけて
いる。語彙数は３０００語で実
用英語検定試験２級程度の文
法知識を有している。

○多様な話題についての文
章を読み、また、会話やデ
ィベートを聞き、その内容
（適切さ）
○表現が困難な場合に、知 ○身近な話題についての自 につき的確にメモをとり、
っている語句や表現を用い 分の考え・意見を一定の時 的確に要約することができ
る、あるいは辞書を調べる 間内に、段落構成や文章の る。
など工夫して、伝えたい内 展開に留意しながら、論理
容を正確に表現しようとし 的な英文を書くことができ
ている。
る。
(適切さ)

○文章の構成や段落の展開、あ
るいは段落ごとのつながりに
留意した英文エッセイを書く
ことができる。

○身近な話題について、聞
いたり、読んだりして得た
情報やその話題についての
自分の考えや感じたことな
どを、読み手に理解される
ように英語で表現しようと
している。

（正確さ）
○学習して身につけた単語
・連語・構文・文法知識な
どを活用して、正確かつ洗
練された英文を書くことが
できる。

○外国の事情や異文化につい
て理解するための背景知識を
持っており、自国の事情や文化
について知識がある。そして、
○質問の内容、指示、相手 それらの背景知識を自らの文
の依頼などを正しく理解し 章をより高度なものにするた
、適切な文章で応答するこ めに生かすことができる。
（流暢さ）
○書く活動の背景となる文 ○自分の考えなどを整理し とができる。
化、社会などについて関心 て、１０００語程度のエッ
と理解を深めようとしてい セイを書くことができる。
○１分間に３０語のスピー
る。
ドで英文を書くことができ
る。
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