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※下段は上段をより具体的に示したもので、これだけは確実に身に付けておく到達目標になります。下段を身に付けた上で上段に取り組む形にしています。

・アルファベットの大文字を知り、その読み
　方に慣れ親しむ。
【言語活動】
Unit6　"Alphabet"

・活字体で書かれた大文字を識別し、その読
　み方を発音することができる。

◎身の回りにあるものを英語特有の音声やリズム、
　イントネーションで、口でまねをしたり、リピートし
　たりすることができる。
【言語活動】
・身の回りや教室内にある物を英語特有の音声や
　リズム、イントネーションなどで口でまねをしたり、
　リピートしたりする活動。
　※特定のUnitに関わらず行う

◎自分の名前とlikeを用いて、話すことが

　できる。

【言語活動】

・挨拶をして、名前を言う活動、好きな物を

　言う活動。

◎四線を意識して、文字の高さに気を付けな
　がら、ヘボン式ローマ字で自分の名前を書
　き写すことができる。
【言語活動】
Unit6 自分の名前の書き方を知り、ヘボン式
　　　ローマ字で自分の名前を四線上に書き
　　　写すことができる。

◎先生の指示や物の名前、人の状態を聞き取
　ることができる。
【言語活動】
・先生の指示や話を聞き、簡単な単語を聞き
　取ることができる。
・Let's Watch and Thinkを見て、簡単な単語
　を聞き取ることができる。

◎アルファベットには、アルファベット読み
　と音声があることに気付くことができる。
【言語活動】
Unit6　"Alphabet"

・活字体で書かれた大文字を識別し、その読
　み方を発音することができる。

・アルファベットの小文字を知り、その読み
　方に慣れ親しむ。
【言語活動】
Unit6 "Alphabet"

・活字体で書かれた小文字を識別し、その読
　み方を発音することができる。

３年

・簡単な挨拶、感謝、受け答えができるよう
　にする。
・視覚情報をもとに、ジェスチャーを交えな
　がら、簡単な語句や基本的な表現に慣れ親
　しむ。
【言語活動】
・簡単な挨拶、感謝、受け答えができるよう
　にする。サポートを受けたり、ジェス
　チャーを交えたりしながら、簡単な語句
　や基本的な表現に慣れ親しむ。
　※特定のUnitに関わらず行う

・身近なものや自分のことについて、例文に
　ならい、慣れ親しんだ簡単な語句や表現を
　用いて話すことができる。
【言語活動】
Unit4 好きなものを言って自己紹介する。

・ヘボン式ローマ字で自分の名前を四線上に

　書き写すことができる。

【言語活動】

Unit6  自分の名前の書き方を知り、ヘボン式

　　 　ローマ字で自分の名前を四線上に書き

　　 　写すことができる。

・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
　聞きとることができる。
・アルファベットで発音されるのを聞いた
　際に、どの文字であるかが分かる。
【言語活動】
Unit5　"What do you like?"

・自分や相手の好きな物を表す簡単な語句を
  聞き取ることができる。

Unit6　"Alphabet"

・活字体で書かれた大文字を識別し、その読
  み方を発音することができる。

◎自分のことや身の回りのことについて、
　３語程度の簡単な英語で伝えることがで
　きる。
例）I like sushi. / I play soccer. /

　    I have a dog.

【言語活動】
・I like sushi. / I play soccer. / I have a dog.

   程度の英文で、自分のことや身の回りの
　ことについて伝える活動。
　※特定のUnitに関わらず行われる

◎like, play, have を用いて、自己紹介するこ
　とができる。
【言語活動】
・like / play / have / want 等、簡単な３つ
　程度の異なる動詞を用いた自己紹介を
　行う活動。

◎四線を意識して、文字の高さに気をつけな
　がら、自分の名前を書くことができる。
【言語活動】
Unit6 ヘボン式のローマ字で自分の名前を四
　　　線上に書くことができる。

◎先生が使う簡単な英語の指示を聞き取り、
　具体的な行動に移すことができる。
【言語活動】
・先生が話す簡単な英語の指示を聞いて、
　行動に移すことができる。
・Let's Watch and Thinkを見て、何を話し
　ているのか簡単な単語を聞き取ることが
　できる。

◎アルファベットには、アルファベット読み
　と音声があることに気付くことができる。
【言語活動】
Unit6　"Alphabet"

・活字体で書かれた小文字を識別し、その
　読み方を発音することができる。

４年

・基本的な表現を用いて、先生や友達の力を借り
　ながら、簡単な質問をしたり、簡単な質問に答え
　たりすることができる。
【言語活動】
・教師や友だちの力を借りながら、基本的な
　表現を用いて、簡単な質問をしたり、質問に
　答えたりする。
　※特定のUnitに関わらず行われる

・身近なものや自分のことについて、実物な
　どを見せながら、例文にならい、慣れ親し
　んだ簡単な語句や表現を用いて話すこと
　ができる。
【言語活動】
Unit1 友達に挨拶をしたり、自分の好きなも
　　　のを伝える。
Unit5　Let's Play

自分が考えた文房具セットを紹介する。

・ヘボン式ローマ字で自分の名前を四線上に
　書くことができる。
【言語活動】
Unit6 ヘボン式のローマ字で自分の名前を四
　　　線上に書くことができる。

・ゆっくりはっきりと話されれば、自分のこ

　とや身近で簡単な語句や事柄を聞き取るこ

　とができる。

・ゆっくりはっきりと話されれば、基本的な

　表現の意味が分かる。

・アルファベットが音で発音されるのを聞い

　た際に、どの文字であるかが分かる。

【言語活動】

各UnitのLet's Listen

・活字体で書かれたアルファベットを見て、
　アルファベット読みと、その文字がもって
　いる音を発音できる。
・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や
　基本的な表現の意味を理解し読むことがで
　きる。
【言語活動】
各UnitのLet's Listen and Read

Unit3 時間割について文字を指で追うことが

           できる。

Unit7 レストランのメニューについて、文字
　　　を指で追うことができる。
Unit8 道案内についての音声を聞いて、文字

            を指で追うことができる。

◎相手の話を聞いて、各Unitにある

　Responseの表現を用いて、相づちを打つこと
　ができる。
【言語活動】※各UnitのResponse

Unit1 Thank you. / Me,too!

Unit2 I see.

Unit3 Really? / That's nice!

Unit4 Great. / That's early!

Unit5 Cool. / That's great!

Unit6 Sorry? / Why?

Unit7 Here you are. / Well…

Unit8 You'are welcome.

Unit9 Wow. / That's right!

◎is, canを用いて、３文程度で第三者につい

　て紹介することができる。

【言語活動】

Unit5  友だちができることやできないこと

　　　 を三つ伝える。学校の先生にインタ

　　　 ビューして、その先生ができること

　　　 やできないことについて紹介する。

Unit9 自分のあこがれの人（ヒーロー）に

　　　ついて紹介する。

◎大文字及び小文字を正しく用いて書き分け
　ることができる。
◎語と語の区切りに注意して、書き写すこと
　ができる。
【言語活動】
・それぞれのUnitにある"Alphabet Time"や

　"Fun Time"の音声を聞いて、聞こえた文字
　を形に注目しながら書き写す。

◎各UnitのStoryやALTの話を推測しながら
　聞くことができる。
【言語活動】
・各単元のStoryを聞いて、どのような話題
　を話しているのか推測することができる。

◎アルファベット読みと、その文字がもっ
　ている音に気付き、絵と関連付けながら読
　むことができる。
【言語活動】
・Unit1,2,3にある"Alphabet Time"を繰り返
　し学習し、２種類のアルファベットの音声
　に気付きながら読むことができる。

5年

・基本的な表現を用いて、受け答えができる。
・自分の考えや気持ちなどを、基本的な表現
　を用いて伝え合うことができる。
【言語活動】
各UnitのLet's Try, P10-11,P92 参照

・身近なものや人、自分のことについて、例
　文にならい、内容を整理し、慣れ親しんだ
　簡単な語句や表現を用いて話すことがで
  きる。
【言語活動】
Unit1 Let's try

 友だちとどんなものが好きかをたずね合い、
人気のあったものを発表する。
Unit2 Let's try

自分の誕生日にほしいものをたずね合い、
人気のあったものを発表する。
Unit3　友だちと好きな教科をたずね合い、

　　　   人気のあった教科を発表する。

　　　   グループでオリジナル時間割を作っ

　　　   て紹介する。

Unit5　友だちができることやできないこと

　　　   を三つ伝える。学校の先生にインタ

　　　   ビューして、その先生ができること

　　　   やできないことについて紹介する。

Unit6 　行きたい国のポスターを作り、その
　　　　国の魅力を紹介する。
Unit9　自分のあこがれの人（ヒーロー）に

　　　  ついて紹介する。

・大文字、小文字を活字体で書くことができる。
・慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を
　書き写すことができる。
【言語活動】
Unit9  身近なあこがれの人を紹介するため

　　　 に、四線の上に慣れ親しんだ表現を書
　　　き写すことができる。

・ゆっくりはっきりと話されれば、身近で

　簡単な語句や基本的な表現を聞き取ること

　ができる。

・ゆっくりはっきりと話されれば、自分のこ

　とや 身近なことについて、視覚情報をもと

　に具体的な情報を聞き取ることができる。

【言語活動】

各UnitのLet’s Listen

・音声を聞いて、短い話の概要を聞き取るこ

　とができる。

・活字体で書かれたアルファベットを見て、
　その読み方を発音できる。
・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や
　表現の意味を、推測しながら読むことがで
　きる。
・簡単な内容の掲示物やパンフレットなどか
　ら、自分が必要とする情報を得ることができる。
【言語活動】
Unit2 日本の行事の紹介について、音声を聞
　　　いて文字を指で追うことができる。
　　　簡単な内容の掲示物やパンフレットな
　　　どから、必要とする情報を得ることが
　　　できる。
Unit7 小学校の思い出についての音声を聞い
　　　て、文字を指で追うことができる。文
　　　例から必要とする情報を得ることが
　　　できる。
Unit9 中学校で頑張りたいことについての音
　　　声を聞いて、文字を指で追うことがで
　　　きる。文例から視覚情報を元に必要とする
　　　情報を得ることができる。

◎既習の表現を用いて、語順を意識して質問
　をしたり、答えたりする。
【言語活動】
各UnitのLet's Try 参照

◎自分のことや第三者を伝えるポスター等を
　作って、既習事項を用いて、相手に問いか
　けながら、まとまりのある発表をすること
　ができる。
【言語活動】
Unit4  自分の夏休みの思い出ポスターを作っ
　　　て、クラスの友だちに発表する。
Unit6 パンフレットを作って、自分たちの町
　　　のよいところを紹介する。
Unit9  マッピングを活用し伝えたいことを整
　　　理して、中学校でがんばりたいことを
　　　発表する。

◎例文を参考に、語順を意識して文を書き
　写すことができる。
【言語活動】
・それぞれのUnitにある"Fun Time"や"Let's

　　write"で四線上に慣れ親しんだ簡単な語
　　句や基本的な表現を書き写すことができる。

◎ALTの話を聞き、内容のキーワードを聞き

　取ることができる。

【言語活動】

各UnitのLet’s Listen

・音声を聞いて、短い話の概要を聞き取るこ

　とができる。

◎音声と文字を関連付け、意識して読むこと
　ができる。
【言語活動】
・各単元の"Jump"で音声を聞いて、文字を

    指で追うことができる。必要とする情報を
　得ることができる。

6年

・基本的な表現を用いて、その場で質問をし
　たり質問に答えたりして、伝え合うことができる。
【言語活動】
各UnitのLet's Try 参照

・身近なものや人、自分のことについて、
　伝えたいことを整理し、慣れ親しんだ
　簡単な語句や表現を用いて話すことができ
　る。
【言語活動】
Unit1 絵や写真を用いて、自己紹介をする。

Unit2 外国からのお客様に日本の行事を紹介
　　　する。
Unit4 自分の夏休みの思い出をポスターにし
　　　て、クラスの友だちに発表する。
Unit6 パンフレットを作って、自分たちの町の
　　　　よいところを紹介する。
Unit7 小学校生活のいちばんの思い出を発表
　　　する。
Unit8 自分の将来の夢を発表する。

Unit9 マッピングを活用し、伝えたいことを整
　　　理して、中学校でがんばりたいことを発表
　　　する。

・大文字小文字を活字体で書くことができる。
・慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を
　書き写すことができる。
【言語活動】
Unit9 「中学校でしたいことなどを伝えよ
　　　う」で、自分の伝えたいことを整理し
　　　て書き写す。

・ゆっくりはっきりと話されれば、身近で
　簡単な語句や基本的な表現を聞き取ること
　ができる。
・ゆっくりはっきりと話されれば、自分のこ
　とや身近なことについて、視覚情報をもと
　に必要な情報を聞き取ることができる。
・短い話の概要を捉えることができる。
【言語活動】
各UnitのLet’s Listen

音声を聞いて、短い話の概要や具体的な
情報を聞き取り理解することができる。
Unit9 中学校でがんばりたいことや、やり

            たいことの発表を聞いて、視覚情報

            をもとに必要な情報を聞き取ること

            ができる。

・日常的な話題について、必要な情報を読み
　取ったり、概要を捉えたりすることができ
　る。
・社会的な話題について、要点を捉えること
　ができる。

・各UnitのSpeak＆Write

・各UnitのLet's Talk

・各Stage Activity

・各UnitのUnit Activity

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

・各UnitのLet's Write

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

中
２
年

・関心のある事柄について，簡単な語句や文
　を用いて即興で伝え合うことができる。
・日常的な話題について，事実や自分の考
　え、気持ちなどを整理して伝えたり、相手
　からの質問に答えたりすることができる。
・社会的な話題に関して聞いたり読んだりし
　たことについて，考えや理由などを述べ合
　うことができる。

・関心のある事柄や様々な話題について、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を整理し、まとまりのある
　内容を話すことができる。

・関心のある事柄や様々な話題について、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を書くことができる。

・はっきりと話されれば、日常的な話題につ
　いて必要な情報・話の概要を聞き取ること
　ができる。
・はっきりと話されれば、社会的な話題
　について要点を捉えることができる。

・日常的な話題について、必要な情報を読み
　取ったり、概要を捉えたりすることができ
　る。
・社会的な話題について、要点を捉えること
　ができる。

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各UnitのLet's Listen

・各UnitのMini Activity Listen

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各Let's Read

中
１
年

・関心のある事柄について，簡単な語句や文
　を用いて即興で伝え合うことができる。
・日常的な話題について，事実や自分の考
　え、気持ちなどを整理して伝えたり、相手
　からの質問に答えたりすることができる。
・社会的な話題に関して聞いたり読んだりし
　たことについて，考えや理由などを述べ合
　うことができる。

・関心のある事柄や自分のことについて、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を整理し、まとまりのある
　内容を話すことができる。

・関心のある事柄や自分のことについて、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を書くことができる。

・はっきりと話されれば、日常的な話題につ
　いて必要な情報・話の概要を聞き取ること
　ができる。
・はっきりと話されれば、社会的な話題
　について要点を捉えることができる。

・各UnitのSpeak＆Write

・各UnitのLet's Talk

・各Stage Activity

・各UnitのUnit Activity

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

・各UnitのLet's Write

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各UnitのLet's Listen

・各UnitのMini Activity Listen

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各Let's Read

学習到達目標 学習到達目標 学習到達目標 学習到達目標 学習到達目標

・日常的な話題について、必要な情報を読み
　取ったり、概要を捉えたりすることができ
　る。
・社会的な話題について、要点を捉えること
　ができる。

・各UnitのSpeak＆Write

・各UnitのLet's Talk

・各Stage Activity

・各UnitのUnit Activity

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

・各UnitのLet's Write

・各UnitのUnit Activity

・各Stage Activity

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各UnitのLet's Listen

・各UnitのMini Activity Listen

・各UnitのScene

・各UnitのRead and Think

・各Let's Read

中
３
年

・関心のある事柄について，簡単な語句や文
　を用いて即興で伝え合うことができる。
・日常的な話題について，事実や自分の考
　え、気持ちなどを整理して伝えたり、相手
　からの質問に答えたりすることができる。
・社会的な話題に関して聞いたり読んだりし
　たことについて，考えや理由などを述べ合
　うことができる。

・関心のある事柄や様々な話題について、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を整理し、まとまりのあ
　る内容を話すことができる。

・関心のある事柄や様々な話題について、
　簡単な語句や文を用いて、自分の考えや
　思い、その理由を書くことができる。

・はっきりと話されれば、日常的な話題につ
　いて必要な情報・話の概要を聞き取ること
　ができる。
・はっきりと話されれば、社会的な話題
　について要点を捉えることができる。

さがみはらスタンダード
CAN-DOリスト

外国語表現の能力 外国語理解の能力

Speaking(interaction) Speaking(speech) Writing Listening Reading

相模原市

マスコットキャラクター

「さがみん」


