
                           府南学園 CAN-DOリスト                （令和元年度版） 

 校種 小学校 中学校  

学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 第１学年 第２学年 第３学年 

聞 

く 

こ 

と 

ゆっくりはっきりと話された

際に，自分のことや身の回り

の物について，簡単な語句を

聞き取る。 

 

文字の読み方が発音されるの

を聞いた際に，どの大文字で

あるかが分かる。 

ゆっくりはっきりと話された

際に，身近で簡単な事柄につ

いて，基本的な表現の意味が

分かる。 

 

文字の読み方が発音されるの

を聞いた際に，どの小文字で

あるかが分かる。 

ゆっくりはっきりと話されれ

ば，日常生活に関する身近で簡

単な事柄について，具体的な情

報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，日常生活に関する身近で簡

単な事柄について，短い話の概

要を捉えることができる。 

  

はっきりと話されれば，日常的

な話題について，必要な情報を

聞き取ることができる。 

はっきりと話されれば，日常的

な話題について，話の概要を捉

えることができる。 

はっきりと話されれば，社会的

な話題について，短い説明の要

点を捉えることができる。 

Unit1   

挨拶や名前について，ゆっく

りはっきりと話された際に，

簡単な語句を聞き取る。 

 

Unit2   

感情や状態について，ゆっく

りはっきりと話された際に簡

単な語句を聞き取る。 

 

Unit3   

数について，はっきりゆっく

りと話された際に，どの数字

かを聞き取る。 

 

Unit4   

好きな物についてゆっくりは

っきりと話された際に，その

人の好きな物を聞き取る。 

 

Unit6   

文字の読み方が発話されるの

を聞いた際(大文字)に，どの

文字であるかわかる。 

 

Unit7  

形について，ゆっくりはっき

りと話された際に，形の名称

を聞き取る。 

 

Unit8  

Unit2  

遊びについて，ゆっくりはっ

きりと話された際に，遊びや

天気の表現を聞き取る。 

 

Unit3  

曜日について，ゆっくりはっ

きり話された際に，曜日の表

現や曜日を尋ねたり答えたり

する表現を聞き取る。 

 

Unit4  

時間について，ゆっくりはっ

きり話された際に，時刻や生

活時間の言い方や尋ね方の表

現を聞き取る。 

 

Unit5  

文房具や学校で使う物につい

て，ゆっくりはっきり話され

た際に，持ち物を尋ねたり答

えたりする表現を聞き取る。 

 

Unit6  

文字の読み方が発話されるの

を聞いた際(小文字)，どの文

字であるかわかる。 

 

Unit7  

食材の言い方や欲しい物を尋

ねる表現について，ゆっくり

Unit1 

自己紹介について，ゆっくりは

っきりと話されれば，名前のつ

づりや好きなもの，ことについ

て聞き取ることができる。 

 

Unit5 

道案内について，ゆっくりはっ

きりと話されれば，施設の名称

や案内する表現を聞き取るこ

とができる。 

 

Unit7   

日本の文化について，ゆっくり

はっきりと話されれば，行事や

食べ物についての表現を聞き

取ることができる。 

 

Unit8  

あこがれの人について，ゆっく

りはっきりと話されれば，得意

なことやできることを聞き取

ることができる。 

 

Unit2   

日常生活や宝物について，ゆっ

くりはっきりと話されれば，ど

んな生活を送っているのか，そ

の人の宝物は何なのかを聞き

短い話の概要を捉えることが

できる。 

 

Unit4 

夏休みの思い出について，ゆっ

くりはっきりと話されれば，夏

休みの思い出についての表現

を聞き，短い話の概要を捉える

ことができる。 

 

Unit8  

職業について，ゆっくりはっき

りと話されれば，職業名やなり

たいものに関する表現を聞き，

短い話の概要を捉えることが

できる。 

 

Unit0 

文字と音を結びつけたり，音と

文字の関係に気づいたりするこ

とができる。 

 

Listening Activity1 

コマーシャルについて，コマー

シャルの内容など，必要な情報

を聞き取ることができる。 

 

Listening Activity2 

自己紹介のスピーチについて，

その人についての情報を聞き取

ることができる。 

 

Unit8 

インターネット電話での会話に

ついて，物がどこにあるのか，

だれのものかなど，必要な情報

を聞き取ることができる。 

 

Daily Scene5 

道案内について，行き先や行き

方を聞き取ることができる。 

 

Listening Activity3 

電車での交通情報のアナウンス

について，それぞれの路線状況

などの情報を聞き取ることがで

きる。 

 

Unit2 Activity1 

空港や機内での放送について，

搭乗案内など，概要を聞き取る

ことができる。 

 

Unit4 Activity1 

天気予報について，各地域の天

気や気温など，概要を聞き取る

ことができる。 

 

Daily Scene4 

電話での会話について，応答の

仕方や相手の意向など，概要を

聞き取ることができる。 

 

Unit5 Activity1 

ニュースについて，話題になっ

ている内容の概要を聞き取る

ことができる。 

 

Daily Scene5 

道案内について，乗り物での行

き方を聞き取ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit1 Activity1 

美術館のオーディオガイドに

ついて，説明されている内容の

要点を聞き取ることができる。 

 

Unit2 Activity1 

テレビ中継について，会場の様

子など中継内容の要点を聞き

取ることができる。 

 

Unit4 Activity1 

緊急放送について，放送の内容

やアンケート結果の詳細を聞

き取ることができる。 

 

Unit6 Activity1 

人やものについて，尊敬する人

物の発表内容の要点を聞き取

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



身の周りの物について，ゆっ

くりはっきりと話された際

に，簡単な語句を聞き取る。 

 

 

はっきりと話された際に，聞

き取る。 

 

Unit8  

教科名や教室名について，ゆ

っくりはっきりと話された際

に，聞き取る。 

 

Unit9  

絵本について，短い話を聞い

て反応したり，おおよその話

題を聞き取る。 

Listening Activity4 

ラジオ番組の内容について，休

暇中の出来事などの情報を聞き

取ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読 

む 

こ 

と 

  活字体で書かれた文字を識別

し，その読み方を発音すること

ができる。 

  

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

味を理解することができる。 

日常的な話題について，簡単な

語句や文で書かれたものから必

要な情報を読み取ることができ

る。 

日常的な話題について，簡単な

語句や文で書かれた短い文章

の概要を捉えることができる。 

社会的な話題について，簡単な

語句や文で書かれた短い文章

の要点を捉えることができる。 

Unit1 

活字体の大文字を識別し，その

読み方を発音することができ

る。 

 

Unit3 

活字体の小文字を識別し，その

読み方を発音することができ

る。 

 

Unit6  

料理や値段について，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推測

し，意味を理解することができ

る。 

 

 

Unit4   

夏休みの思い出について，簡単

な語句や基本的な表現を推測

し，意味を理解することができ

る。 

 

Unit5   

食物連鎖について，簡単な語句

や基本的な表現を推測し，意味

を理解することができる。 

 

Unit8   

将来の夢や職業について，簡単

な語句や基本的な表現で書か

れた英語を推測し，意味を理解

することができる。 

Unit7 

対話文を読み，他国との時差や

言語について読み取ることがで

きる。 

 

Unit11 

一年間の思い出の文を読み，過

去に体験したことの内容を読み

取ることができる。 

 

Let’s Read 

物語を読み，あらすじや登場人

物の心情を読み取ることができ

る。 

Unit3 

職場体験のレポート原稿を読

み，その主な内容と書き手の意

向を捉えることができる。 

 

Let’s Read1 

物語を読み，場面の変化やあら

すじを捉えることができる。  

 

Let’s Read2 

伝記を読み，登場人物の行動や

心情の変化，全体のあらすじを

捉えることができる。 

 

 

Unit7 

映画のあらすじを読み，登場人

物の行動について，大まかな内

容を捉えることができる。  

 

Let’s Read3 

説明文を読み，その土地で暮ら

す人々の生活や環境問題につ

いて，大まかな内容を捉えるこ

とができる。 

Unit2 

アマゾンの環境問題について

のスピーチ原稿を読み，書き手

が最も伝えたいことを捉える

ことができる。 

 

Let’s Read1 

物語を読み，場面の変化や登場

人物の心情などの要点を捉え

ることができる。 

 

Unit4 

震災に関連する話を読み，被災

地の状況や，それに関わる人物

の行動について読み取ること

ができる。 

 

Let’s Read2  

物語を読んで，場面の変化や話

の経過を読み取ることができ

る。 

 

Let’s Read3 

伝記を読み，その人物の生き方

や思いを読み取ったり，内容の

要約をしたりすることができ

る。 



話 

す 

こ 

と 

や

り

取

り 

基本的な表現を用いて挨拶，

感謝，簡単な指示をしたり，

それらに応じたりする。 

 

自分のことや身の回りの物に

ついて，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。 

自分や相手のこと及び身の回

りの物について，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す

る。 

基本的な表現を用いて指示，依

頼をしたり，それらに応じたり

することができる。 

 

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

用いてその場で質問したり質

問に答えたりして，伝え合うこ

とができる。 

日常生活や身近で簡単な事柄

について，自分の考えや気持ち

などを伝えたり，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して，伝

え合うことができる。 

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，簡単な語句や文を用いて伝

え合う。 

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，

考えたことや感じたこと，その

理由などを，簡単な語句や文を

用いて述べ合うことができる。 

Unit2   

調子について，簡単な語句や

基本的な表現，ジェスチャー

を用いて伝え合う。 

 

Unit3   

数について，簡単な語句や基

本的な表現を用いて伝え合

う。 

 

Unit5 

好きな物について，簡単な語

句や基本的な表現を用いて尋

ねたり答えたりして伝え合

う。 

 

Unit6 

自分の名前の頭文字につい

て，簡単な語句や基本的な表

現を用いて，相手に分かりや

すく伝える。 

 

Unit7 

欲しい物について，簡単な語

句や基本的な表現を用いて，

尋ねたり答えたりする。 

 

Unit8 

クイズについて，簡単な語句

や表現を用いて，クイズを出

したり答えたりする。 

Unit1   

好きな物について，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する。 

 

Unit3   

自分の好きな曜日について，

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

する。 

 

Unit4   

時間について，簡単な語句や

基本的な表現を用いて，自分

の好きな時間を伝え合う。 

 

 

Unit5   

文房具について，簡単な語句

や基本的な表現を用いて，持

っているかを質問したり答え

たりする。 

 

Unit7   

欲しい食材について，簡単な

語句や基本的な表現を用い

て，質問したり要求したりし

て考えたメニューを紹介し合

う。 

 

 

Unit2 

誕生日について，簡単な語句や

基本的な表現を用いて質問し

たり質問に答えたりして，３往

復程度のやり取りをすること

ができる。 

 

Unit3  

教科やなりたい職業について，

簡単な語句や基本的な表現を

用いて質問したり質問に答え

たりして，３往復程度のやり取

りをすることができる。 

 

Unit5  

道案内について，簡単な語句や

基本的な表現を用いて，３往復

程度のやり取りをすることが

できる。 

 

Unit6   

料理や値段について，簡単な語

句や基本的な表現を用いて質

問したり質問に答えたりして，

３往復程度のやり取りをする

ことができる。 

 

Unit1   

得意なことやお気に入りのこ

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

質問に答えたりして，詳しく自

己紹介をすることができる。 

 

Unit3  

行きたい国について，簡単な語

句や基本的な表現を用いて質

問したり質問に答えたりして，

４往復程度のやり取りをする

ことができる。 

 

Unit4   

夏休みの思い出について，簡単

な語句や基本的な表現を用い

て質問したり質問に答えたり

して，３往復程度のやり取りを

することができる。 

 

Unit7   

小学校生活の思い出について，

簡単な語句や基本的な表現，過

去形の表現を用いて質問した

り質問に答えたりして，４往復

程度のやり取りをすることが

できる。 

 

Unit8   

将来の夢や職業について，簡単

な語句や基本的な表現を用い

て質問したり質問に答えたり

Hi, English! 

誕生日や好きな食べ物などにつ

いて，簡単な語句や文を用いて

質問をしたり,答えたりすること

ができる。 

 

Unit1 

自己紹介について，出身地や部

活動について話したり，相手か

らその内容に関する質問にその

場で応答したりしながら，３往

復程度のやり取りをすることが

できる。 

 

Unit2 

他者紹介について，出身地や自

分との関係について話したり，

相手からその内容に関する質問

にその場で応答したりしなが

ら，３往復程度のやり取りをす

ることができる。 

 

Unit3 

自分の好きなこと・習慣につい

て話したり，相手からその内容

に関する質問にその場で応答し

たりしながら３往復程度のやり

取りをすることができる。 

 

Unit4 

買い物の場面で，買いたい物を

伝えたり，ものの数をたずねた

りしながら，３往復程度のやり

Presentation1 

将来の夢について，スピーチの

内容について，質問をしたり，

相手からの質問に適切に答え

たりしながら，４往復程度のや

り取りをすることができる。 

 

Unit4 

自分たちの家の決まりごとに

ついて，インタビューしたり質

問に答えたりしながら，４往復

程度のやり取りをすることが

できる。 

 

Daily Scene5 

道案内について，乗り物での行

き方をたずねたり答えたりし

ながら，4 往復程度のやり取り

をすることができる。 

 

Presentation2 

自分の町などの身近な話題に

ついて，自分の意見を理由を含

めて伝えたり相手からの質問

に答えたりしながら，４往復程

度のやり取りをすることがで

きる。 

 

Daily Scene7 

買い物の場面で，自分の好みや

要望を伝えたり，相手の意向を

聞いて適切な対応をしたりし

ながら，４往復程度のやり取り

Unit3  

フェアトレードに関して読ん

だことについて，考えたことを

簡単な語句や文を用いて述べ

合いながら，５復程度でやり取

りをすることができる。 

 

Daily Scene4  

道案内ついて，乗り換えのある

乗り物での行き方を質問した

り答えたりしながら，５往復程

度のやり取りをすることがで

きる。 

 

Unit5  

ロボットとの共存に関する議

論を読んだことについて，自分

の考えやその理由を述べ合い

ながら，５往復程度のやり取り

をすることができる。 

 

 

  



して，５往復程度のやり取りを

することができる。 

 

取りをすることができる。 

 

Unit5 

お互いにわからないことについ

て質問したり，ものの性質や状

態などについて説明したりしな

がら，４往復程度のやり取りを

することができる。 

 

Daily Scene1 

相手の体調について，簡単な語

句や文を使って質問したり自分

の体調について説明したりしな

がら，３往復程度のやり取りを

することができる。 

 

Daily Scene2 

電話で友達を招待する場面で，

相手を誘ったり，質問に適切に

答えたりしながら，４往復程度

のやり取りをすることができ

る。 

 

Unit7 

他国について，知らない人や時

刻についてたずねたり，質問に

適切に応答したりしながら，５

往復程度のやり取りをすること

ができる。 

 

Unit8 

おすすめのものやあこがれの人

について，簡単な語句や文を用

いて説明したり，その内容に関

する質問に適切に応答したりし

ながら，５往復程度のやり取り

をすることができる。 

 

Daily Scene5 

道案内について，徒歩での道順

を質問したり伝えたりして，３

往復程度のやり取りをすること

ができる。 

をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit10 

行きたい場所やおすすめの場所

について，相手からの質問にそ

の場で適切に応答したり関連す

る質問をしたりしながら，５往

復程度のやり取りをすることが

できる。 

 

Daily Scene6 

日常的な場面で，友だちや家族

などに許可を求めたり，依頼し

たりしながら，３往復程度のや

り取りをすることができる。 

発

表 

身の回りの物や自分のことに

ついて，人前で実物などを見

せながら，十分に慣れ親しん

だ簡単な語句や基本的な表現

を用いて話す。 

日常生活に関する身近で簡単

な事柄について，人前で実物

などを見せながら，自分の考

えや気持ちなどを十分に慣れ

親しんだ簡単な語句や基本的

な表現を用いて話す。 

伝えようとする内容を整理し

た上で，日常生活に関する身近

で簡単な事柄や自分のことに

ついて，人前で実物などを見せ

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。 

伝えようとする内容を整理し

た上で，身近で簡単な事柄につ

いて，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。 

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話す

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，簡単な語句や文を用いて話

すことができる。 

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，まとまりのある内容を話す

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，

考えたことや感じたこと，その

理由などを，簡単な語句や文を

用いて話すことができる。 

Unit1   

絵カードを用いながら，基本

的な表現を用いて挨拶や自己

紹介をする。 

 

Unit4   

好きな物について，簡単な語

句や基本的な表現を用いて話

す。 

 

Unit9   

絵本について，相手に伝わる

ように台詞をまねる。 

Unit2   

写真を見せながら，遊びに誘

う場面で，簡単な語句や基本

的な表現を用いて，自分のす

きな遊びについて話す。 

 

Unit6   

アルファベットについて，簡

単な語句や基本的な表現を用

いて，文字クイズを出す。 

 

Unit8 

写真を見せながら，自分の気

に入っている場所について，

簡単な語句や基本的な表現を

用いて，紹介する。 

Unit1   

好きな物や欲しい物について，

簡単な語句や基本的な表現を

用いて自己紹介をすることが

できる。 

 

Unit4   

似顔絵を用いて，自分の身近な

人について，簡単な語句や基本

的な第三者を紹介する表現を

用いて，その人のできることを

紹介することができる。 

 

Unit7   

好きな季節やその理由につい

て，簡単な語句や基本的な表現

を用いて，紹介することができ

る。 

 

Unit8   

あこがれの人について，簡単な

Unit2 

日常生活や宝物について，簡単

な語句や基本的な表現を用い

て４文程度の発表をすること

ができる。 

 

Unit5   

食物連鎖について，簡単な語句

や基本的な表現を用いて5文程

度で話すことができる。 

 

Unit6  

自分が作成したオリジナルカ

レーについて，簡単な語句や基

本的な表現を用いて５文程度

で話すことができる。 

 

Presentation1 

自分の好きなことやものについ

て，簡単な語句や文を用いて，

３文以上で話すことができる。 

 

Unit6 

自分の好きな人・あこがれの人

などについて，自分で作成した

メモを活用して，４文以上で話

すことができる。 

  

Daily Scene4 

自分の学校について，ウェブサ

イトを活用して，５文以上で紹

介することができる。 

 

Unit9 

状況を伝える場面で今している

ことについて，即興で簡単な語

句や文を用いて，５文以上で相

手に伝えることができる。 

Unit0 

自分の春休みの思い出につい

て，絵や写真を活用して，まと

まりのある内容を４文以上で

話すことができる。 

 

Presentation1 

将来の夢について，自分が将来

つきたい職業とその理由など

を整理し，４文以上で話すこと

ができる。 

 

Unit5 

ユニバーサルデザインについ

て，その事実と自分の考えなど

を整理し，４文以上で話すこと

ができる。 

 

Presentation2 

自分の町について，資料を活用

して，まとまりある内容を５文

Unit0  

自分の興味のある国について

写真や図表などの資料を活用

して，国の情報や自分の考えを

５文以上で紹介することがで

きる。 

 

Presentation1 

日本文化について，その簡単な

説明や自分が感じたことなど

を５文以上で話すことができ

る。 

 

   

Unit2  

自分が続けていることについ

て，自分の考えや気持ちを簡単

な語句や文を用いて５文以上

で話すことができる。 

   

 



語句や基本的な表現，第三者を

紹介する表現を用いて紹介す

ることができる。 

 

 

Presentation2 

自分の１日の生活について，簡

単な語句や文を用いて，５文以

上でスピーチをすることができ

る。 

  

Unit11 

１年の思い出や過去の出来事に

ついて，事実や自分の考え，気

持ちなどを整理し，５文以上で

簡単なスピーチをすることがで

きる。 

 

Presentation3 

思い出の学校行事について，事

実や自分の考え，気持ちなどを

整理し，５文以上で簡単なスピ

ーチができる。  

以上で話すことができる。 

 

Unit7 

人や物について，資料などを用

い比較しながら，まとまりある

内容を５文以上で説明するこ

とができる。 

 

Presentation3 

自分の好きなこと・ものについ

て，簡単な説明や好きな理由な

どを整理し，５文以上で話すこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation2 

自分の修学旅行について，行先

に関する情報や印象に残った

ことなどを５文以上で話すこ

とができる。 

 

Unit6  

歴史的な人物について，詳しい

情報や生き方に対する自分の

考えを５文以上で話すことが

できる。 

  

Presentation3 

自分の中学校生活について，こ

れまでの経験や思い出，これか

らしたいことなど５文以上で

話すことができる。 

 

書 

く 

こ 

と 

  大文字，小文字を活字体で書く

ことができる。 

 

語順を意識しながら音声で十

分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。 

大文字，小文字を活字体で書く

ことができる。 

 

自分のことや身近で簡単な事

柄について，例文を参考に，音

声で十分に慣れ親しんだ簡単

な語句や基本的な表現を用い

て書くことができる。 

関心のある事柄について，簡単

な語句や文を用いて正確に書く

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，簡単な語句や文を用いてま

とまりのある文章を書くこと

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，

考えたことや感じたこと，その

理由などを，簡単な語句や文を

用いて書くことができる。 

Unit2  

友だちにバースデーカードを

送る場面で，活字体の大文字や

小文字を書き写すことができ

る。 

 

Unit4  

第三者のできることについて，

音声で十分に慣れ親しんだ簡

単な語句や基本的な表現を書

き写すことができる。 

 

Unit3  

行きたい国について，国名や行

きたい場所を書き写すことが

できる。 

 

Unit6   

食べ物について，音声で十分に

慣れ親しんだ簡単な語句や基

本的な表現を語順に注意して

書くことができる。 

 

Unit7   

Unit0 

アルファベット（大・小）を正

確に書くことができる。 

 

Unit3 

自分の好きなことや習慣につい

て，簡単な語句や文を用いて４

文以上で書くことができる。 

 

Presentation1 

自分の好きなことやものについ

て，１つに話題をしぼり，自己

Unit0 

自分の春休みの思い出につい

て，５文以上のまとまりのある

文章で書くことができる。 

 

Daily Scene1 

日常的な話題について，簡単な

語句や文を用いて５文以上の

日記を書くことができる。 

 

Unit2 

自分の予定について，簡単な語

Unit0  

自分の興味のある国について，

その国の簡単な情報や自分の

気持ちなどを，５文以上で書く

ことができる。 

 

Presentation1 

日本文化について，その簡単な

情報や自分の考えなどを，５文

以上で書くことができる。 

 

Daily Scene2 



小学校生活の思い出について，

例文を参考に，音声で十分に慣

れ親しんだ基本的な表現を用

いた，３文程度の文を書くこと

ができる。 

 

紹介文を４文以上で書くことが

できる。 

 

Unit6 

自分の好きな人・あこがれの人

などについて，関連ある文章で，

紹介する文を４文以上で書くこ

とができる。 

 

Daily Scene3 

目的に合わせて，家族や友だち

などにメッセージ（グリーティ

ング）カードを書くことができ

る。 

 

Daily Scene4 

自分の学校についての紹介文を

４文以上で書くことができる。 

 

Presentation2 

自分の１日の生活について，簡

単な語句や文を用いて，５文以

上で書くことができる。 

 

Unit11 

1 年の思い出や過去の出来事に

ついて，簡単な語句や文を用い

て，５文以上のまとまりのある

文章を書くことができる。 

 

Daily Scene7 

旅行先での出来事について，友

だちや家族などに絵はがきを７

文以上で書くことができる。 

 

Presentation3 

思い出の学校行事について，簡

単な語句や文を用いて，５文以

上で書くことができる。 

 

句や文を用いて５文以上で書

くことができる。 

 

Unit3 

自分の将来の夢について具体

的な理由を付け加えながら，簡

単な語句や文を用いて５文以

上で書くことができる。 

 

Daily Scene3 

日常生活の出来事について，簡

単な語句や文を用いてメール

を５文以上で書くことができ

る。 

 

Unit6 

自分の趣味や特技について，５

文以上で書くことができる。 

 

Unit7 

自分の好きなものやことにつ

いて何かと比較しながら５文

以上で書くことができる。 

 

Presentation2 

自分の町について，地理的な位

置や特色を加えながら，５文以

上で書くことができる。 

 

Presentation3 

自分の好きなこと・ものについ

て何かと比較したり，理由を加

えたりして５文以上で書くこ

とができる。 

 

 

 

好きな人物へのファンレター

を，自己紹介，感想，質問を含

めて５文以上で書くことがで

きる。 

 

Presentation2 

自分の修学旅行について，体験

したことに対する自分の考え

や感じたことなどを，５文以上

で書くことができる。 

 

Daily Scene6 

決められたテーマについて賛

成・反対の立場を明らかにし，

５文以上で書くことができる。 

 

Presentation3 

自分の中学校生活について，こ

れまでの経験や思い出，これか

らしたいことなどを，５以上で

書くことができる。 

 


