
平成27年度英語科「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の形での学習到達目標 尾道市立日比崎中学校

（１）１年１学期 （２）１年２学期 （３）１年３学期 （４）２年１学期 （５）２年２学期 （６）２年３学期 （７）３年１学期 （８）３年２学期 （９）３年３学期

①初めて会った人に，あいさつ
をして，自分の名前，出身，所
属を伝えることができる。
②ものが何か，人の名前と身
分は何かを紹介できる。
③スポーツ，音楽，学校に来る
手段，好み，欲しいもの，話す
言語について問答できる。
④朝食についてインタビュー活
動ができる。
⑤５文以上で自己紹介のス
ピーチをすることができる。

①持ち物の数について問答で
きる。
②注文・支払い・提案・指示・
申し出をし，それに応答するス
キットを演じることができる。
③第三者のことを５文以上で
紹介するスピーチをすることが
できる。
④電話での応答のスキットを
演じることができる。
⑤チャットを４０秒間不自然な
沈黙なしに続けられる。（休暇
の過ごし方，好きな人物，も
らったプレゼントについて）

①人がいろいろなことをしてい
る絵を説明できる。
②道案内のスキットを演じるこ
とができる。
③できることを入れて自己紹
介を６文以上でスピーチでき
る。
④チャットを１分間不自然な沈
黙なしに続けられる。（休みに
したこと，食べた朝食・弁当，
昨晩したことについて）
⑤体の不調を訴えるスキットを
創作し，演じることができる。

①自分の宝物についてShow
and Tellのスピーチができる。
②ていねいに許可を求めるス
キットを部分創作し，演じること
ができる。
③チャットを１分３０秒間不自
然な沈黙なしに続けられる。
（将来したいことについて）

①電話での応答（取り次ぎを
頼む）のスキットを実演でき
る。
②いろいろな場所へ道案内で
きる。
③自分の住んでいる町を３分
間で３ヶ所程度相手に伝わる
ように紹介できる。

①一番好きなこと・ものについ
て，チャットを２分間不自然な
沈黙なしに続けられる。
②買い物のスキットを創作し，
実演できる。

①関心のある写真・イラストの
説明と感想を入れてShow and
Tell のスピーチができる。
②自分が紹介したい日本文化
について，Show and Tell のス
ピーチができる。
③５分間で出来るだけ多くカー
ドに描かれた日本文化を見せ
ながら，受動態を使って説明で
きる。
④丁寧に許可を求めるスキッ
トを創作し，実演できる。
⑤食事の会話を部分創作し，
実演できる。

①乗り物を使った道案内のス
キットを部分創作し，実演でき
る。
②お勧め観光スポットについ
て，チャットを不自然な沈黙な
しで３分間続けられる。
③「ビニールの買い物袋を禁
止すべきである」に賛成か反
対かの立場を明確にし根拠を
付けて，自分の意見を主張で
きる。
④電話の応答スキット（伝言を
頼む場合）を演じることができ
る。

①聞いた音楽についての感想
を即興で話すことができる。
②「中学校３年間の思い出」に
ついて，８０語程度のまとまり
のあるスピーチができる。
③チャットを３分間不自然な沈
黙なしに続けられる。（最近読
んだ本，好きな映画，好きなス
ターなどについて）

①アルファベットを書くことがで
きる。
②ぺボン式ローマ字で書くこと
ができる。
③英文の書き方のルールに
従って，正しく英文を書くことが
できる。

①自分の学校と学校行事を紹
介する文を５文以上で書くこと
ができる。

①できることを入れて自己紹
介文を６文以上でつながりを
考えて書くことができる。
②友人の一日の生活について
集めた情報をもとに書いて報
告できる。(Multi Plus2)
③許可を求める文，依頼する
文を手紙に書き，その返事を
書くことができる。
④ALTの先生に旅行先からの
ハガキを形式に従って書くこと
ができる。（本文は３文程度）

①日記を「日付+事実+感想」で
３文以上書くことができる。
②自分の町の観光案内文を５
文以上で書くことができる。
③将来したいこと，なりたい職
業を含めた自己紹介文を７文
以上で書くことができる。
④夏休みの計画を４文以上で
書くことができる。

①長文を読解し，自分がマジッ
クボックスで叶えてみたい３つ
のことを書くことができる。
②ホームステイで注意すべき
ことを，文化の違いを意識しな
がら３つ書くことができる。

①長文を読み取り，感想文を３
文以上書くことができる。
②５行詩を書くことができる。
③自分の一番好きなこと・もの
について，８文以上のまとまり
のある文章を書くことができ
る。

①日本の文化を紹介する文章
を３文以上書くことができる。
②ファンレターを，本文を５文
以上，手紙形式で書くことがで
きる。
③誘う，提案する伝言を読み，
それに対する返事を適切に書
くことができる。
④修学旅行の思い出を５文以
上で書くことができる。

①長文を読み，「木」に伝える
手紙を２文以上書くことができ
る。
②自分の町の観光ガイドを５
文以上で書くことができる。
③「ビニールの買い物袋を禁
止すべきである」に賛成か反
対の立場を明確にし，根拠を
ナンバリングを用いて付け，７
文以上の文章を組み立てて書
くことができる。
④なりたい職業・人物につい
て，モデルに触れながら８文以
上のまとまりのある文章を書く
ことができる。

①長文を読み取り，なぜホルト
さんが犯人だと分かったのか，
その理由を説明する文を書く
ことができる。
②星野道夫さんの写真を１枚
選び，見て感じたことを５文以
上で書くことができる。
③「中学校３年間の思い出」に
ついて，８０語程度のまとまり
のある文章を書くことができ
る。

①アルファベットを読むことが
できる。
②音声と文字を結びつけ，教
科書の単語・あいさつ・本文を
意味が伝わるように音読でき
る。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②文の強勢，イントネーション
を理解し，正しく音読できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②区切りを理解して，正しく音
読できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②音の変化に注意しながら，
自然な速さで音読できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②感情をこめて，感情が伝わ
るように音読できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②個々の発音にも注意しなが
ら，自然な音読ができる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②f，v，th，ｒ など日本人が不
得意とする個々の発音に特に
注意しながら音読できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②文の強勢，イントネーショ
ン，区切り，音の変化，f，v，
th，ｒ などに注意しながら音読
できる。

①教科書の本文を意味が伝
わるように音読できる。
②感情をこめて音読ができる。

①単語，教室英語を聞き取る
ことができる。
②曜日・数字などの紛らわしい
語の聞き分けができる。
③簡単な質問を聞き取り文で
答えることができる。
④５文以上の自己紹介文を聞
くことができる。
⑤聞いた内容について質疑応
答できる。

①聞いた内容について質疑応
答ができる。
②短い対話文の流れを聞き取
ることができる。

①１００語程度のまとまりのあ
る文章の要点を聞き取ること
ができる。

①テレビ広告を聞き取ることが
できる。
②１３０語程度のまとまりのあ
る文章の要点を聞き取ること
ができる。
③アンケートの内容を聞き取
ることができる。
④表やグラフを手掛かりに，内
容を正確に聞き取ることができ
る。

①天気予報を聞き取ることが
できる。
②ニュースの５W１Hを聞き取
ることができる。

①好きな映画や本などについ
ての２００語程度の対話文の
流れを聞き取り，質問に答える
ことができる。

①聞き取って正しいグラフや地
図を選ぶことができる。
②２３０語程度の物語文を聞
き，流れを理解できる。

①２７０語程度のまとまりのあ
る対話文の要点を聞き取るこ
とができる。

①３００語程度のまとまりのあ
る対話文の要点を聞き取るこ
とができる。

①教科書の文を読んで意味を
理解できる。

①読んだ内容について，
Yes/No question に正確に答
えられる。
②５０語程度のまとまりのある
文章を読解し，要点について
日本語で答えられる。

①読んだ内容について，Wh-
question に正確に答えられ
る。
②１００語程度のまとまりのあ
る文章を読解し，英問英答が
できる。

①表やグラフを手掛かりに，内
容を正確に読み取ることがで
きる。
②１３０語程度のまとまりのあ
る会話文を読解し，英問英答
ができる。
③タイの夏休みについて日本
の夏休みと比較しながら読み
取ることができる。

①１６０語程度のまとまりのあ
る物語文を読み，５W１Hを読
み取ることができる。
②世界の町について，概要を
読み取る。

①好きなスターについて長文
を読み，要点を答えることがで
きる。
②２００語程度のまとまりのあ
る文章を読解し，その後物語
を書くことができる。

①文を並べ替えて，一貫した
文章を構成できる。
②世界の文化についての説明
文を読み，日本との比較がで
きる。
③２３０語程度のまとまりのあ
る文章を読み，英問英答でき
る。
④世界の遊びに関する説明文
を読み，日本の昔の遊びと比
較することができる。

①２７０語程度のまとまりのあ
る対話文を読解できる。
②２７０語程度のまとまりのあ
る説明文・物語文を読解でき
る。

①グラフなどの資料を見なが
ら文章を正確に読み取ること
ができる。
②３００語程度のまとまりのあ
る対話文を読解できる。
③３００語程度のまとまりのあ
る説明文・物語文を読解でき
る。

ア　初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができる。　　　　　　イ　英語で書くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用いて自分の考えなどを書くことができる。
ウ　初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解できる。　　　　　　　　　エ　英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理解できる。
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ア

話
す
こ
と

初歩的な語句が含まれる文章や定型表現を使って話すことができる。 簡単な文章を使って質問をしたり、話すことができる。
身近なことについて簡単なやりとりをしたり、与えられたテーマについてスピーチをす
ることができる。

イ

書
く
こ
と

身近なことについて簡単な文章を書くことができる。
身近な場面における出来事や体験したことついて，自分の考えや気持ちを書くことが
できる。

自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わる文章を書くことができる。

外
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ウ

聞
く
こ
と

初歩的な語句が含まれる文章や定型表現を聞き取ることができる。
自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて，情報を正確に聞き取ることが
できる。

まとまりのある英語を聞いて，概要や要点を適切に聞き取ることができる。

エ

読
む
こ
と

初歩的な語句を用いて書かれた文章の大切な部分を読み取ることができる。 物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ることができる。
書かれた内容や考え方をとらえ，感想を述べたり賛否やその理由を示したりすること
ができる。

エ

読
む
こ
と

文字や符号を識別し，正しく読むことができる。 書かれた内容を考えながら黙読したり，その内容が表現されるように音読することができる。


