
箕面市立小中学校　英語教育　CAN-DOリスト

聞くこと 読むこと 話すこと（やりとり） 話すこと（発表） 書くこと

幅広い話題について、話される速
さや、使用される語句や文、情報
量などにおいて、支援をほとんど
活用しなくても、話の展開に注意
しながら必要な情報を聞き取り、
概要や要点、詳細を目的に応じて
とらえることができる。

幅広い話題について、使用させる
語句や文、情報量などにおいて、
支援をほとんど活用しなくても、
文章の展開に注意しながら必要な
情報を読み取り、概要や要点、詳
細を目的に応じてとらえることが
できる。

幅広いな話題について、使用する
語句や文、対話の展開などにおい
て、支援をほとんど活用しなくて
も、聞いたり読んだりしたことを
もとに、多様な語句や文を目的や
場面、状況などに応じて適切に用
いて情報や考え、課題の解決策な
どを論理的に詳しく伝え合うこと
ができる。

幅広い話題について、使用する語
句や文、対話の展開などにおい
て、支援をほとんど活用しなくて
も、聞いたり読んだりしたことを
もとに、多様な語句や文を目的や
場面、状況などに応じて適切に用
いて情報や考え、気持ちなどを論
理的に詳しく伝えることができ
る。

幅広い話題について、使用する語
句や文、対話の展開などにおい
て、支援をほとんど活用しなくて
も、聞いたり読んだりしたことを
もとに、多様な語句や文を目的や
場面、状況などに応じて適切に用
いて情報や考え、気持ちなどを論
理的に詳しく伝える複数の段階か
ら成る文章を書くことができる。

⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧

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
とらえることができる。

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
をとらえることができる。

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。

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。

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。

社会的な話題についてのディス
カッションなどで相手の主張を理
解することができる。

社会的な話題についての記事や説
明文などを読み、内容を整理しな
がら要点を捉えることができる。

社会的な話題について、自分の願
いや賛成・反対の意見を述べなが
ら、話し合うことができる。

社会的な話題について、聞いたり
読んだりしたことをもとに、自分
の願いや意見を発表することがで
きる。

社会的な話題について、聞いたり
読んだりしたことをもとに、自分
の願いや意見を書くことができ
る。

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な
どを聞いて、概要や要点を理解す
ることができる。

日本や海外の文化、社会的な話題
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。

海外の文化や社会的な話題などに
ついて、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。

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、様々な情報を加えなが
ら、紹介することができる。

自分が経験したことや日本や海外
の文化などについて、つなぎこと
ばを使うなど、文章構成を意識し
たまとまるのある文を書くことが
できる。

歴史や文化について、自分になじ
みのない話であっても、必要な情
報や概要を理解することができ
る。

歴史や文化、社会的な話題などに
ついて、自分の感想や考えを述べ
られるように、内容を読み取るこ
とができる。

自分や友だちの経験などについ
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。

自分や友だちの経験などについ
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。

友だちから聞いたことや文化や歴
史について知ったことについて、
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。

⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧

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。

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。

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た
り、相手からの質問に答えたりす
ることできる。

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
のある内容を話すことができる。

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まとまり
のある文章を書くことができる。

経験したことなどについての友だ
ち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捉える
ことができる。

まとまりのある説明文や友だちが
経験したことなどを読んで、主な
情報や大まかな内容をとらえるこ
とができる。

自分や友だちの経験したことなど
について、たずねたり答えたりす
ることができる。

自分や友だちが経験したことなど
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。

自分や友だちが経験したことなど
について、自分の意見や理由を加
えてまとまりのある短い文章を書
くことができる

有名な人やクラスで人気のあるも
のなどについての友だちの短いス
ピーチなどを聞いて、主な情報や
大まかな内容を捉えることができ
る。

まとまりのある物語や友だちが書
いたポスターなどを読んで、主な
情報や大まかな内容を捉えること
ができる。

憧れの人やクラスで人気のあるも
のなどについて、情報や気持ちを
たずねたり答えたりすることがで
きる。

憧れの人やクラスで人気のあるも
のなどについて、情報や自分の気
持ちなどを整理して発表すること
ができる。

憧れの人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
つながりのある短い文章を書くこ
とができる。

友だちの予定や将来の夢などにつ
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。

友だちの予定や将来の夢など日常
的な話題について書かれたつなが
りのある文章を読んで、主な情報
を読み取ることができる。

自分や友だちの予定や将来の夢な
どについて、たずねたり答えたり
することができる。

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。

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
のある短い文章を書くことができ
る。

⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧

はっきりと話されれば、日常的な
話題について、必要な情報を聞き
取ることができる。

日常的な話題について、簡単な語
句や文で書かれたものから必要な
情報を読み取ることができる。

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。

関心のある事柄について、簡単な
語句や文を用いて話すことができ
る。

関心のある事柄や大変したことな
どについて、簡単な語句や文を用
いて正確に書くことができる。

思い出のできごとや自分の好きな
ものなどについての友だちのス
ピーチなどを聞いて、主な内容を
聞き取ることができる。

物語や思い出のできごとなどのつ
ながりのある文章を読んで、主な
内容を読み取ることできる。

自分や友だちの思い出のできごと
やその感想について、たずねたり
答えたりすることができる。

思い出のできごとやその感想など
について、発表することができ
る。

思い出のできごとやその感想など
について、つながりのある文章を
書くことができる。

身近な人や身の回りのものについ
て、対話やスピーチなどを聞い
て、主な内容を聞き取ることがで
きる。

身近な人や身の回りのものについ
ての紹介文などを読んで、主な内
容を読み取ることができる。

身近な人や身の回りのものについ
て、たずねたり答えたりすること
ができる。

身近な人や身の回りのものについ
て、発表することができる。

身近な人や身の回りのものについ
て、つながりのある文章を書くこ
とができる。

好きなことや普段していることに
ついての短いスピーチなどを聞い
て、主な内容を聞き取ることがで
きる。

好きなことや普段していることに
ついて書かれた自己紹介ポスター
などを読んで、主な内容を読み取
ることができる。

自分が好きなことや普段している
ことについて、即興でたずねたり
答えたりすることができる。

自分が好きなことや普段している
ことについて、即興で発表するこ
とができる。

自分が好きなことや普段している
ことについて、つながりのある文
章を書くことができる。

⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧

〇アルファベットの文字の音を聞
き分けることができる。
〇ゆっくりはっきりと話されれ
ば、身近で簡単な話の大まかな内
容がわかる。

〇アルファベットの文字を見て、
その音がわかり、発音できる。
〇単語を見て、発音を推測でき
る。
〇身近で簡単な語句や表現の意味
がわかる。

〇名前や好きなもの・こと・人、
誕生日などについて伝え合うこと
ができる。
〇簡単な語句を使って、行きたい
場所などをたずねたり、それに答
えたりすることができる。

〇簡単な表現を使って自己紹介す
ることができる。
〇自分の町や将来の夢などについ
て、発表することができる。

〇アルファベットの文字が書け
る。
〇自分のことや身近なことについ
て、簡単な英語を書き写したり、
例文を参考に、音声で慣れ親しん
だ語句や表現を書いたりすること
ができる。

グローバル社会
時事問題

⇧

日本と世界
社会的な話題

Stage 9
社会的な話題

Stage 8
日本と世界

Stage 7
意見交換

⇧
2年

過去と未来
経験

Stage 6
この一年で

経験したこと
・得た宝物

Stage 5
ランキング
憧れの人

Stage 4
予定や将来の夢

⇧
1年

日常的なこと
関心のあること

Stage 3
思い出のできごと
自分のすきなもの

Stage 2
身近なの人

身の回りのこと

Stage 1
自分のこと

⇧

小学校

好きなこと
身近なこと

聞くこと 読むこと 話すこと[やりとり] 話すこと（発表） 書くこと

高等学校

中学校3年(9年)

小学校(1～6年)

中学校2年(8年)

中学校1年(7年)

■「CAN-DOリスト」形式による学習到達目標を設定する・担当教員で共有する
■「CAN-DOリスト」形式による学習到達目標を公表する（子ども、保護者）
■学習到達目標の達成状況を把握する

CAN-DOリストの活用


