
【中学校卒業時の学習到達目標】

【中学校 第３学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・社会的な話題について、はっきりと話されれ
ば、ディスカッションやディベートでの相手の主
張を理解することができる。LT3、SA3

・社会的な話題についての記事や説明文などを読
み、グラフや表を参考にすれば、内容を整理して
要点をとらえることができる。             
U6、SA3、LR２、LR3

・社会的な話題について、身に付けてきた語句や
表現を用いて、自分の願いや賛成・反対の意見を
述べながら意見交換ができる。        
U6、LT3、SA3

・社会的な話題について、身に付けてきた語句や
表現を用いて、聞いたり読んだりしたことをもと
に、理由を挙げて意見を述べることができる。
U6、SA3

・社会的な話題について、身に付けてきた語句や
表現を用いて、聞いたり読んだりしたことをもと
に、理由を挙げて意見を書くことができる。 
U6、SA3

・海外の文化などの紹介や、社会的な話題につい
ての短いニュースを聞いて、はっきりと話されれ
ば、推測しながら概要や要点を理解することがで
きる。LL4

・日本や海外の文化などについて、イラストや写
真、図表なども参考にしながら、内容を読み取る
ことができる。U4、U5、SA２

・日本や海外の文化などについて、即興で質問を
したり答えたりしながら、理解を深めていくこと
ができる。SA2

・日本や海外の文化などについて、自分で作成し
たパンフレットなどを活用し、情報を加えなが
ら、紹介することができる。U5、SA2

・日本や海外の文化などについて、文章構成を意
識したまとまりのある文章を書くことができる。
LW3、SA2

・クラスメートの経験などを聞いて、はっきりと
話されれば、推測しながら概要を理解することが
できる。U1、LL1、LL2、SA1 

・クラスメートの経験などまとまりのある文を読
んで、推測しながら、内容を読み取ることができ
る。U3、LW2、SA1、LR1

・自分やクラスメートの経験などについて、メモ
などを活用しながら、たずねたり答えたりするこ
とができる。U2、SA1 

・自分やクラスメートの経験などについて、メモ
などを活用しながら、具体例や感想などを加えて
話すことができる。SA1

・自分の経験などについて、具体例や感想などを
加えて、まとまりのある文章を書くことができ
る。LW1、LW2、SA1

【中学校 第２学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・町のおすすめの場所などについてのクラスメー
トの短いスピーチなどを聞いて、主な情報や大ま
かな内容を聞き取ることができる。     
LL7、SA3

・クラスメートが書いた町紹介やまとまりのある
説明文などを読んで、マップや写真などを参考に
すれば、主な情報や大まかな内容をとらえること
ができる。U7、SA3、LR3

・自分やクラスメートの町のおすすめの場所など
について、即興でたずねたり答えたりすることが
できる。U7、SA3 

・自分やクラスメートの町のおすすめの場所など
について、自分の意見や理由を加えて発表するこ
とができる。U7、SA3 

・自分の町のおすすめの場所などについて、意見
や理由を加えてまとまりのある文章を書くことが
できる。U7、SA3

・クラスで人気のあるものについてのクラスメー
トの短いスピーチなどを聞いて、主な情報や大ま
かな内容を聞き取ることができる。     
LL5、SA2

・クラスメートが書いたポスターなどを読んで、
イラストや写真などを参考にすれば、主な情報や
大まかな内容をとらえることができる。   
U5、SA2、LR2

・クラスで人気のあるものなどについて、即興で
情報や気持ちをたずねたり答えたりすることがで
きる。U6、LT3、LT４、SA2

・クラスで人気のあるものなどについて、インタ
ビューを通して聞き取った情報と自分の気持ちな
どを整理して、発表することができる。    
U6、SA2

・お礼の手紙やクラスで人気のあるものなどにつ
いて、情報を整理してつながりのある文章を書く
ことができる。LW2、SA2

・予定や将来の夢についての短いスピーチなどを
聞いて、主な情報を聞き取ることができる。
U1、LL2、U3、SA1

・クラスメートが書いた予定や将来の夢について
の文章を読んで、主な内容を読み取ることができ
る。U3、SA1、LR１

・予定や将来の夢、職場体験などについて、即興
でたずねたり答えたりすることができる。  
U1、LT２、U3 

・自分の予定や将来の夢などについて、意見や理
由を加えて発表することができる。        
U1、U3、SA1

・自分の予定や将来の夢などについて、意見や理
由を加えてつながりのある文章を書くことができ
る。U2、LW1、SA1

【中学校 第１学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・体験したことやその感想などについての会話や
説明を聞いて、はっきりと話されれば、主な内容
や自分が必要とする情報を聞き取ることができ
る。LL3 

・冬休みの思い出の体験談や物語などを読んで、
書き手が伝えたいことの大まかな内容やあらすじ
を理解することができる。
U10、LR2

・自分やクラスメートが体験したことやその感想
などについて、たずねたり答えたりすることがで
きる。U10、SA3 

・自分が体験したことについて、事実や自分の考
え、気持ちなどをまとめ、発表することができ
る。SA3

・自分が体験したことやその感想などについて、
思い出したことを整理して、つながりのある文章
を書くことができる。
U11、LW2、SA3

・身近な人や有名人についての簡単な対話や短い
スピーチなどを聞いて、はっきりと話されれば、
主な情報を聞き取ることができる。LL1

・身近な人の紹介文や有名人についての説明など
を読んで、イラストや写真などを参考にしなが
ら、主な内容を理解することができる。U6、
U7、U9、LR1

・身近な人や好きな有名人について、たずねたり
答えたりすることができる。                    
U6、U7、SA2

・身近な人や有名人について、インタビューを通
して聞き取ったメモを整理して、紹介することが
できる。U6

・自分の身近な人や好きな有名人や尊敬する人に
ついて、簡単な語句や文を用いて、つながりのあ
る文章を書くことができる。SA2

・好きなことやふだんの生活について、小学校で
学習した語句や表現が用いられた対話や短いス
ピーチなどを聞いて、はっきりと話されれば、主
な情報を聞き取ることができる。U１ｰU5

・好きなことやふだんの生活について、小学校で
学習した語句や表現を用いて書かれた自己紹介を
読んで、イラストや写真などを参考にしながら、
主な内容を読み取ることができる。SA1

・自分が好きなことやふだんの生活について、小
学校で学習した語句や表現などを活用して、即興
でたずねたり答えたりすることができる。U １-
U5

・自分が好きなことやふだんの生活について、小
学校で学習した語句や表現などを活用して、発表
することができる。U1-U5

・自分の好きなことやふだんの生活について、簡
単な語句や文を用いて、つながりのある文章を書
くことができる。SA1

【小学校 第６学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

小学校生活の思い出・中学校生活や将来の夢につ
いて、ゆっくりはっきりと話されれば、内容を理
解することができる。                          
U7、U8、CYS３

・小学校生活の思い出、中学校生活や将来の夢に
ついての英文を読んで、授業で学習した言葉や表
現の意味を理解することができる。U7、U8

・小学校生活の思い出、中学校生活や将来の夢に
ついて、自分の考えや気持ちなどを、授業で学習
した言葉や表現を使って伝え合うことができる。
U7、U8

・小学校生活の思い出や中学校生活や将来の夢に
ついて、授業で学習した言葉や表現を使って発表
することができる。                          
U7、U8、CYS３

・小学校で一番の思い出や中学校でしてみたいこ
とや将来の夢について、例文やピクチャーディク
ショナリーを見ながら、授業で学習した言葉や表
現を使って書くことができる。       
U7、U8、 CYS３

・夏休みの過ごし方、生き物やそのつながり、食
べたものやその産地について、ゆっくりはっきり
と話されれば、内容を理解することができる。
U4、U5、U6、CYS２

・夏休みの思い出や感想、生き物がどこで暮らし
や何を食べているか、食べたものやそれらの産地
についての英文を読んで、授業で学習した言葉や
表現の意味を理解することができる。U4、U5、

・夏休みの思い出や感想、生き物の暮らし方、食
べたものやその産地について、授業で学習した言
葉や表現を使って、その場で質問したり答えたり
できる。U4、U5、U6

・自分の夏休みの思い出や地球に暮らす生き物、
自分が作ったメニューについて、授業で学習した
言葉や表現を使って話すことができる。    
U4、U5、U6、CYS２

・夏休みの思い出や感想、生き物の生態、食べ物
と産地について、例文やピクチャーディクショナ
リーを見ながら、授業で学習した言葉や表現を
使って書くことができる。U4、U5、U6、 CYS２

・名前や好きなもの・こと、誕生日、日常生活や
日課、世界の国や有名なものについて、ゆっくり
はっきりと話されれば、内容を理解することがで
きる。 U1、U2、U3、CYS１

・名前や好きなもの・こと、誕生日、日常生活や
宝物、行ってみたい国や地域とそこでできること
を伝える英文を読んで、授業で学習した言葉や表
現の意味を理解することができる。     
U1、 U2、U3

・名前や好きなもの・こと、誕生日、日常生活や
日課、世界の国や有名なものについて、授業で学
習した言葉や表現を使って、その場で質問したり
答えたりできる。U1、U2、U3

・名前や好きなもの・こと、誕生日、行ってみた
い国や地域などについて、授業で学習した言葉や
表現を使って話すことができる。       
U1、U2、 U3、CYS1

・名前や好きなもの・こと、誕生日、行ってみた
いおすすめの国や地域とそこでできることについ
て、例文やピクチャーディクショナリーを見なが
ら、授業で学習した言葉や表現を使い、語順を意
識して書くことができる。         
U1、U2、U3、CYS１

【小学校 第５学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・日本の四季や文化、日常生活や憧れの人につい
て、ゆっくりはっきり話されればおおよその内容
を理解できる。U7、U８、CYS３

アルファベットの活字体の大文字・小文字の名前
を読むことができる。U１－U８

・好きな季節とその理由、年中行事ですること、
日常生活やあこがれの人について、授業で学習し
た言葉や表現を使って伝え合うことができる。  
U７、U８

・日本の四季・文化や憧れの人について、授業で
学習した言葉や表現を使って紹介することができ
る。U７、U８

アルファベットの活字体の大文字・小文字の名前
を書くことができる。U１－U８

・身近な人の紹介、場所や位置についての説明、
料理の注文などについて、ゆっくりはっきり話さ
れれば、おおよその内容を理解できる。    
U4、U5、U6、CYS２

・身近な人のできることやできないこと、道案内
や料理の注文などを、授業で学習した言葉や表現
を使って伝え合うことができる。       
U4、U5、U6

・身近な人や住んでいる地域のおすすめについ
て、授業で学習した言葉や表現を使って紹介する
ことができる。U４

・名前や好きなもの・こと、誕生日や欲しいも
の、学びたい教科やなりたい職業について、ゆっ
くりはっきりと話されれば、おおよその内容を理
解できる。U1、U2、U３、CYS１

・名前や好きなもの・こと、誕生日や欲しいも
の、学びたい教科やなりたい職業について、授業
で学習した言葉や表現を使ってその場で質問した
り答えたりできる。U1、U2、U3

・名前や好きなもの・こと、誕生日や欲しいも
の、学びたい教科やなりたい職業について、授業
で学習した言葉や表現を使って話すことができ
る。U３

【小学校 第４学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・ゆっくりはっきりと話された際に、身近で簡単
な事柄に関する基本的な表現の意味が分かる。

・基本的な表現を用いて、挨拶や感謝の気持ちを
伝えたりそれらに応じたりすることができる。

日常生活に関する身近で簡単な事柄について、実
物などを見せながら、自分の考えや気持ちなどを
簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことがで
きる。

・アルファベットの大文字と小文字について、文
字の読み方が発音されるのを聞いた際に、どの文
字であるか分かる。

・自分のことや身の回りの物について、動作を交
えながら、自分の考えや気持ちなどを簡単な語句
や基本的な表現を用いて伝え合うことができる。

・サポートを受けて、自分や相手のこと及び身の
回りの物に関する事柄について、簡単な語句や基
本的な表現を用いて質問をしたり質問に答えたり
できる。

【小学校 第３学年】
聞くこと 読むこと 話すこと［やり取り］ 話すこと［発表］ 書くこと

・ゆっくりはっきりと話されれば、自分のことや
身の回りの物を表す簡単な語句を聞き取ることが
できる。

・基本的な表現を用いて、挨拶したり感謝の気持
ちを伝えたりそれらに応じたりすることができ
る。

自分のことや身の回りの物について、実物などを
見せながら、簡単な語句や基本的な表現を用いて
話すことができる。

・アルファベットの大文字について、文字の読み
方が発音されるのを聞いた際に、どの文字である
か分かる。

・サポートを受けて、自分のことや身の回りの物
について、動作を交えながら自分の考えや気持ち
を簡単な語句や基本的な表現で伝え合うことがで
きる。
・サポートを受けて、自分や相手のこと及び身の
回りの物に関する事柄について、簡単な語句や基
本的な表現を用いて質問をしたり質問に答えたり
できる。

伊奈東小学校－伊奈東中学校「小中連携型CAN-DOリスト」の形での学習到達目標

小中で学んだ表現を使って、日常的な話題や社会的な話題について相手と意見交換をすることができる。

【小学校卒業時のめざす姿】

 小学校で学んだ表現を使って、身近な話題について英語で自分の考えや気持ちを積極的に伝え合うことができる。


