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本時では，記録に残す評価は行わないが，
目標に向けて指導を行う。児童の学習状
況を記録に残さない活動や時間において
も，教師が児童の学習状況を確認する。
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学習評価に関する資料

「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」

※国立教育政策研究所HPに掲載
※東洋館出版より発刊

（以降「学習評価参考資料」）
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学習評価に関する資料

小学校外国語・外国語活動 中学校外国語

第1・2・3編

4事例・2事例 ５事例
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学習評価にかかわって

・「記録に残す評価」と「形成的評価」

・「記録に残す評価」場面の精選の大切さ

・三観点の趣旨

・「主体的に学習に取り組む態度」の観点趣旨

と評価場面
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評価規準の作成

自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために，相手の

誕生日や好きなもの，欲しいものなど，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や好

きなもの，欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また,アルファベットの活字

体の大文字を書くことができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

聞
く
こ
と

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能> 誕生日や好きなもの，欲しいものなど，
具体的な情報を聞き取る技能を身に付けている。

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能>誕生日や好きなもの，欲しいものなどに
ついて，I like/want ～. Do you like/want ～? 

What do you like/want ～? When is your 

birthday?等を用いて，考えや気持ちなどを伝え
合う技能を身に付けている。

相手のことをよく知るた
めに，誕生日や好きな
もの，欲しいも のなど，
具体的な情報を聞き取
っている。

相手のことをよく知るた

めに，誕生日や好きなも
の，欲しいものなど，具
体的な情報を聞き取ろう
としている。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする
ために，自分や相手の

誕生日や好きなもの，
欲しいも のなどについ

て，お互いの考えや気
持ちなどを伝え合おう
と している。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする

ために，自分や相手
の誕生日や好きなも
の，欲しいも のなどに
ついて，お互いの考え

や気持ちなどを伝え合
ってい る。

話
す
こ
と[

や
り
取
り]
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事例１における「記録に残す評価場面」

聞くこと

話すこと［やり取り］

p.12記録に残す評価場面

時 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

1

2

3

4 聞く

5 聞く 聞く

6 話すこと[やり取り]

7 話すこと[やり取り] 話すこと[やり取り]

pp.45-57
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中学校 「書くこと」における評価

学校ホームページのアクセル数を増やすために、他の学校を紹介する

メールを読んだり、学校行事や部活動等について事実や自分の考えを

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いたりすること

ができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

書
く
こ
と

<知識>人称及び現
在進行形の特徴やき
まりを理解している。
<技能>学校行事や
部活動等について、
現在形、現在進行形
などの簡単な語句や
文を用いて書く技能
を身に付けている。

学校ホームページの
アクセル数を増やす
ために、学校行事や
部活動等について、
事実や自分の考えを
整理し、簡単な語句
や文を用いてまとま
りのある文章を書い
ている。

pp.71-78

学校ホームページ
のアクセル数を増
やすために、学校
行事や部活動等
について、事実や
自分の考えを整理
し、簡単な語句や
文を用いてまとま
りのある文章を書
こうとしている。
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書くこと

事例４における「記録に残す評価場面」

外国の人に自分たちの学校を紹介しよう（人称及び現在進行形）

pp.71-78

知識・技能 主体的に学習に取り組む態度思考・判断・表現

１

２

３

４

５

６

７

後

日

書く 書く書く

書くことのペーパーテストやワークシート

中学校 「書くこと」における評価
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聞くこと 話すこと［やり取り］

p.12

時 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

1 聞く 聞く

2 話すこと[やり取り] 話すこと[やり取り]

3 話すこと[やり取り] 話すこと[やり取り]

4 話すこと[やり取り] 話すこと[やり取り]

5 聞く 聞く

6 書く 書く

7 話すこと[やり取り] 話すこと[やり取り]

When is your birthday?
書くこと

市販事例 評価場面
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自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために，相手の

誕生日や好きなもの，欲しいものなど，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や好

きなもの，欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また,アルファベットの活字

体の大文字を書くことができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

聞
く
こ
と

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能> 誕生日や好きなもの，欲しいものなど，
具体的な情報を聞き取る技能を身に付けている。

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能>誕生日や好きなもの，欲しいものなどに
ついて，I like/want ～. Do you like/want ～? 

What do you like/want ～? When is your 

birthday?等を用いて，考えや気持ちなどを伝え
合う技能を身に付けている。

相手のことをよく知るた
めに，誕生日や好きな
もの，欲しいも のなど，
具体的な情報を聞き取
っている。

相手のことをよく知るた

めに，誕生日や好きなも
の，欲しいものなど，具
体的な情報を聞き取ろう
としている。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする
ために，自分や相手の

誕生日や好きなもの，
欲しいも のなどについ

て，お互いの考えや気
持ちなどを伝え合おう
と している。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする

ために，自分や相手
の誕生日や好きなも
の，欲しいも のなどに
ついて，お互いの考え

や気持ちなどを伝え合
ってい る。

話
す
こ
と[

や
り
取
り]

知識・技能の観点趣旨
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中学校 「書くこと」における評価

学校ホームページのアクセル数を増やすために、他の学校を紹介する

メールを読んだり、学校行事や部活動等について事実や自分の考えを

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いたりすること

ができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

書
く
こ
と

<知識>人称及び現
在進行形の特徴やき
まりを理解している。
<技能>学校行事や
部活動等について、
現在形、現在進行形
などの簡単な語句や
文を用いて書く技能
を身に付けている。

学校ホームページの
アクセル数を増やす
ために、学校行事や
部活動等について、
事実や自分の考えを
整理し、簡単な語句
や文を用いてまとま
りのある文章を書い
ている。

pp.71-78

学校ホームページ
のアクセル数を増
やすために、学校
行事や部活動等
について、事実や
自分の考えを整理
し、簡単な語句や
文を用いてまとま
りのある文章を書
こうとしている。
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「学習評価参考資料」事例１

「 」

第4時 目標

「聞くこと」における「知識・技能」の観点による評価

誕生日や好きなもの，欲しいものを聞き取ったり，それらについて

尋ねたり答えたりして伝え合ったりすることができる。また，アルファ

ベットの活字体の大文字を書くことができる。

pp.50-51

「記録に残す」評価場面

・指導者の誕生日についての話を聞く活動

・評価規準「指導者の誕生日や，好きなもの，欲しいものを聞

き取っている。」<行動観察・ワークシート記述分析>



ワークシート例

15
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自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために，相手の

誕生日や好きなもの，欲しいものなど，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や好

きなもの，欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また,アルファベットの活字

体の大文字を書くことができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

聞
く
こ
と

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能> 誕生日や好きなもの，欲しいものなど，
具体的な情報を聞き取る技能を身に付けている。

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能>誕生日や好きなもの，欲しいものなどに
ついて，I like/want ～. Do you like/want ～? 

What do you like/want ～? When is your 

birthday?等を用いて，考えや気持ちなどを伝え
合う技能を身に付けている。

相手のことをよく知るた
めに，誕生日や好きな
もの，欲しいも のなど，
具体的な情報を聞き取
っている。

相手のことをよく知るた

めに，誕生日や好きなも
の，欲しいものなど，具
体的な情報を聞き取ろう
としている。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする
ために，自分や相手の

誕生日や好きなもの，
欲しいも のなどについ

て，お互いの考えや気
持ちなどを伝え合おう
と している。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする

ために，自分や相手
の誕生日や好きなも
の，欲しいも のなどに
ついて，お互いの考え

や気持ちなどを伝え合
ってい る。

話
す
こ
と[

や
り
取
り]

「聞くこと」における「思考・判断・表現」の観点による評価
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自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために，相手の

誕生日や好きなもの，欲しいものなど，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や好

きなもの，欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また,アルファベットの活字

体の大文字を書くことができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

聞
く
こ
と

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能> 誕生日や好きなもの，欲しいものなど，
具体的な情報を聞き取る技能を身に付けている。

<知識>月日の言い方や，I like/want ～. Do you 

like/want ～? What do you like/want? When is 

your birthday?，その答え方について理解してい
る。
<技能>誕生日や好きなもの，欲しいものなどに
ついて，I like/want ～. Do you like/want ～? 

What do you like/want ～? When is your 

birthday?等を用いて，考えや気持ちなどを伝え
合う技能を身に付けている。

相手のことをよく知るた
めに，誕生日や好きな
もの，欲しいも のなど，
具体的な情報を聞き取
っている。

相手のことをよく知るた

めに，誕生日や好きなも
の，欲しいものなど，具
体的な情報を聞き取ろう
としている。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする
ために，自分や相手の

誕生日や好きなもの，
欲しいも のなどについ

て，お互いの考えや気
持ちなどを伝え合おう
と している。

自分のことをよく知っ
てもら ったり相手のこ
とをよく知っ たりする

ために，自分や相手
の誕生日や好きなも
の，欲しいも のなどに
ついて，お互いの考え

や気持ちなどを伝え合
ってい る。

話
す
こ
と[

や
り
取
り]

「聞くこと」における「主体的に学習に取り組む態度」の観点によるの評価
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中学校 「書くこと」における評価

学校ホームページのアクセル数を増やすために、他の学校を紹介する

メールを読んだり、学校行事や部活動等について事実や自分の考えを

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いたりすること

ができる。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

書
く
こ
と

<知識>人称及び現
在進行形の特徴やき
まりを理解している。
<技能>学校行事や
部活動等について、
現在形、現在進行形
などの簡単な語句や
文を用いて書く技能
を身に付けている。

学校ホームページの
アクセル数を増やす
ために、学校行事や
部活動等について、
事実や自分の考えを
整理し、簡単な語句
や文を用いてまとま
りのある文章を書い
ている。

pp.71-78

学校ホームページ
のアクセル数を増
やすために、学校
行事や部活動等
について、事実や
自分の考えを整理
し、簡単な語句や
文を用いてまとま
りのある文章を書
こうとしている。



19

「学習評価参考資料」事例１

「 」

第5時 目標

相手のことをよく知るために誕生日などについて短い話を聞いて，具体的

な情報を聞き取ったり，誕生日や好きなもの，欲しいものを尋ねたり答えた

りして伝え合ったりすることができる。また，活字体の大文字を書くことが

できる。

「記録に残す」評価場面

聞くこと「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」

・

・評価規準

「相手のことをよく知るために，誕生日などについて短い話を聞いて，

具体的な情報を聞き取っている。」

「相手のことをよく知るために，誕生日などについて短い話を聞いて，

具体的な情報を聞き取ろうとしている。」

<行動観察・テキスト記述分析>

p.48

「聞くこと」における「思考・判断・表現」の観点による評価
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「学習評価参考資料」事例１

「 」

第5時 目標

「記録に残す」評価場面

聞くこと「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」

・

p.48

「聞くこと」における「思考・判断・表現」の観点による評価
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けんた :

ラクシュ
けんた

ラクシュ
けんた

ラクシュ

けんた
ラクシュ
けんた
ラクシュ

けんた



ワークシート例
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この活動で，聞くことを「思考・判断・表現」の
観点で記録に残す評価をする場合，ワークシートを
どのように工夫すれば良いでしょうか。
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宮崎市立田野小学校 5年生 藤原綾子教諭

単元名
（

）

単元の目標
自分のことを伝えたり、相手のことをよく知ったりするた
めに、誕生日やほしいものなどについて、短い話を聞いて
その概要が分ったり、伝え合ったりできる。

学習指導要領における関係する領域別目標
「聞くこと」イ
「話すこと［やり取り］」イ
「書くこと」ア



◆誕生日に欲しいものをなどについて聞き取ったり、

尋ねたり答えたりすることができる。

〇Small Talk（好きな動物）

〇相手が欲しいものについて尋ねたり答えたりする。

〇ALTと指導者とのやり取りを聞き、聞き取ったこと

をワークシートに記入する。さらに加えて質問した

いことを書く。

26

宮崎市立田野小学校 第5時間目 「聞くこと」の評価



◆誕生日に欲しいものをなどについて聞き取ったり、

尋ねたり答えたりすることができる。

「聞くこと」の記録に残す評価

ALTに喜んでもらえる誕生日カードを作るために、
誕生日や欲しいものなどの具体的な情報を聞き取
り、もっと詳しく聞きたい情報について、適切な質問
を書いている。（行動観察・ワークシート記述分析）

27

宮崎市立田野小学校 第5時間目 「聞くこと」の評価
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「聞くこと」の記録に残す評価
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