
英語科の評価・評定 
 

１．英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、「聞く」「話す」「読む」

「書く」ことのバランスのとれた実践的コミュニケーション能力を養う。 

 

英語科観点別評価基準 

コミュニケーションへの関心・意欲・態度 表現の能力 

 普段の授業に対し、また AETとの授業中のコ

ミュニケーション活動に対し意欲的にとりくん

でいる。 

自分のこと、気持ち、伝えたいことを英語で

表現しようと努力し、その力を身につけること

ができる。 

○コミュニケーション活動 

○宿題の点検 

○ワーク・ノートの点検 

○授業観察 

○インタビューテスト      など 

○作文点検   

○音読 

○発表 

○定期考査 

○小テスト           など 

理解の能力 言語や文化についての知識・理解 

聞く、読むという活動において具体的な内容

を把握、理解する力を身につけることができる。 

言語としての英語やその運用についての知識

を定着させることができる。そしてその背景に

ある文化を理解することができる。 

○小テスト 

○リスニングクイズ 

○定期考査          など     

○小テスト（単語・基本文など） 

○定期考査 

                など 

 

２．英語科評価評定基準 

① 観点別学習状況の評価・・・観点の欄に A・B・Cの評価が記入されます。 

観点毎の目標への到達度を、定期テストや提出物、小テストや実技テスト、宿題やレポート、作品、

授業への取り組み方などをもとにして、次の様に評価します。 

  

 

 

 

② 教科の評定・・・評定の欄に１・２・３・４・５が記入されます。 

５ 十分満足でき、特にその程度が高い（達成度 90％以上） AAAA 

４ 十分に満足できる。（達成度 80％以上 90％未満） AAAB  /  AABB  /  AAAC   

３ おおむね満足できる。（達成度 51％以上 80％未満） ABBB  /  AABC    ABBC  / 

AACC / ABCC  

BBBB  /  BBBC 

２ もう少し努力をしてほしい（達成度 20％以上 50％未満） ACCC  /  BBCC  /  BCCC 

１ 大いに努力をしてほしい。（達成度 20％未満） CCCC 

※ただし、学年毎に微調整を行います。 

A 十分に満足できると判断される（達成度 85％以上） 

B おおむね満足できると判断される（達成度 51％以上 85％未満） 

C 努力を要すると判断される（達成度 50％未満） 



英語科 学習案内 第１学年 

 

英語科の目標：基礎・基本を身につけ、コミュニケーション能力の向上を図る。 

（１）英語を聞くことに慣れ親しみ、初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解するようにする。 

（２）英語を話すことに慣れ親しみ、初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができるように

する。 

（３）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ようにする。 

（４）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ように

する。 

 

取り入れている学習法 

・外国語指導助手（ALT）との team-teaching により、特に英語を話すこと、聞くことの能力を高め、

異文化理解を深める。 

・ペアワーク、グループ学習による反復練習・会話練習。 

・身近なことに関連しての作文やスピーチ発表。 

・小テスト、スペリングテスト（基本の復習、つまづきの発見、学習意欲の向上）。 

・ノートやワークブックを活用し、基本事項の理解を深める。 

 

学習内容の紹介 

 

 

１学期 ２学期 ３学期 

・学習指導（学習のねらい、方法

について） 

・身の回りの英語 

・アルファベット 

・辞書の使い方 

・am, is, are を含む文 

・play, have などを含む文 

・What, How manyの疑問文 

・単数・複数の違い 

・that, thisを含む文 

・Whereの疑問文 

・he, sheを含む文 

・数、曜日の言い方 

・1学期のまとめ 

・３単現の s 

・Who, When, Which, whose の

疑問文 

・canを含む文 

 ○「～できる」という能力を 

表す文 

 ○「～してくれませんか」と何

かを頼む文 

・現在進行形 

・人の紹介をする 

・2学期のまとめ 

・過去を表す文 

 ○規則動詞 

 ○不規則動詞 

・Whyの疑問文、Because ～ 

・１年間のまとめ 

  



英語科 学習案内 第２学年 

 

英語科の目標：基礎・基本を身につけ、コミュニケーション能力の向上を図る。 

 

評価の観点 

○コミュニケーションへの関心・意欲・態度 

・積極的に授業に参加し、意欲的に英語学習に望む。 

○表現の能力 

・場面に応じて、自分の考えや気持ちを正確に伝えることができる。 

○理解の能力 

・英語を読んだり聞いたりして、内容を正しく理解することができる。 

・理解した英文を使って、正しく運用できる。 

○言語や文化についてついての知識・理解 

・英語の文法と良く理解している。 

・英語圏の文化に興味を持ち、自分から積極的に調べようとしている。 

・発表や習慣の違いによる表現を理解し、使用することができる。 

 

取り入れている学習法 

・外国語指導助手（ALT）との team-teaching により、特に英語を話すこと、聞くことの能力を高め、

異文化理解を深める。 

・ペアワーク、グループ学習による反復練習・会話練習。 

・身近なことに関連しての作文やスピーチ発表。 

・小テスト、スペリングテスト（基本の復習、つまづきの発見、学習意欲の向上）。 

・ノートやワークブックを活用し、基本事項の理解を深める。 

 

学習内容の紹介 

 

１学期 ２学期 ３学期 

・学習指導 

・過去を表す文 

 ○不規則動詞を使って 

 ○be動詞を使って 

 ○ 過去進行形の文。 

・未来を表す文 

 ○be going to / will 

・ have to ～/ mustを含む文 

・人＋think（that）～の文 

・１学期のまとめ 

・There is ( are ) ～の文 

・接続詞When・ifの文 

・ 不定詞「to+動詞の原形」 

 ○名詞的用法 

 ○副詞的用法 

 ○形容詞的用法 

・ 動名詞「動詞の原形＋ing」 

・「look+形容詞」の文。 

・「give＋人＋物」の文。 

・２学期のまとめ 

・.比較級 

・.最上級 

・.同等比較 

・like ～ better than…の文。 

・like ～ the bestの文。 

・受動態の文 

・１年間のまとめ 



英語科 学習案内 第３学年 

 

英語科の目標：基礎・基本を身につけ、コミュニケーション能力の向上を図る。 

 

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 

表現の能力 理解の能力 言語や文化についての

知識・理解 

コミュニケーション

に関心を持ち、積極的に

言語活動を行い、コミュ

ニケーションを図ろう

とする。 

初歩的な英語を用い

て、自分の考えや気持ち

などを伝えたいことを

話したり、書いたりして

表現する。 

初歩的な英語を聞い

たり、読んだりして話し

手や書き手の意向や具

体的な内容など相手が

伝えようとすることを

理解する。 

初歩的な英語の学習

を通して言語やその運

用についての知識を身

に付けるとともにその

背景にある文化などを

理解している。 

 

取り入れている学習法 

・外国語指導助手（ALT）との team-teaching により、特に英語を話すこと、聞くことの能力を高め、

異文化理解を深める。 

・ペアワーク・グループワークによる会話練習。 

・行事に関連しての作文、スピーチ発表。 

・小テスト、スペリングテスト（基本の復習、学習意欲の向上）。 

・ノートやワークブックの活用。 

 

 

学習内容の紹介 

 

１学期 ２学期 ３学期 

・学習指導 

・受動態 

・現在完了 

○「～したところだ」（完了） 

○「ずっと～している」（継続） 

○「～したことがある」（経験） 

・It’s…to～文 

・間接疑問文 

・ask 人 toの文 

・飛行機やレストランでの会話 

・１学期のまとめ 

・主語＋動詞＋目的語＋補語の文 

・現在分詞の後置修飾 

・過去分詞の後置修飾 

・関係代名詞 

・英語での電話やメール、ホーム

ページを理解する 

・２学期のまとめ 

・復習 

・実践問題 

 


