
令和2年度版　ONE WORLD Smiles 5　評価規準・評価基準（ルーブリック）

領域
〔関連した活動〕

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

＜知識＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like【食べ物等】.，Do you

like【スポーツ等】?，Yes, I do.，What do

you like?等）について理解している。
＜技能＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like【食べ物等】.，Do you

like【スポーツ等】?，Yes, I do.，What do

you like?等）について，また，好きな食べ
物，動物，スポーツ等について，聞き取る技
能を身に付けている。

友達のことを知るために，友達の自己紹介で，
好きな食べ物，動物，スポーツ等について，簡
単な語句や基本的な表現を聞き取っている。

友達のことを知るために，友達の自己紹介で,好きな
食べ物，動物，スポーツ等について，これまでの学
習の中で気づいたことを活かしながら，簡単な語句
や基本的な表現を聞き取ろうとしている。

評価場面案 Activity 1 Activity 1 Activity 1

評価方法 教科書記述分析 行動観察
・行動観察
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

ポイント・補
足

評価基準
(a)　ほぼ／8割以上正しく聞き取っている。
(b)　概ね／6割以上正しく聞き取っている。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達のことを知るために，適切に反応した
り，わからないところは聞き返したり質問を加
えたりするなど工夫しながら，聞き取ってい
る。
(b)　友達のことを知るために，適切に反応した
り，わからないところは聞き返したりしなが
ら，聞き取っている。
(c)　上記の状況に達していない。

※文部科学省『小学校外国語活動・外国語　研修ガイド
ブック』（以下『研修ガイドブック』とする）２授
業研究編Ⅱp.84「対話を続けるための基本的な表
現」＜図表１＞参照

(a)　友達の聞き方のよさやこれまでの学習の中で気
づいたことを活かして，適切に聞き取ろうとしてい
る。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に聞き取ろうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

＜知識＞アルファベットの大文字の名前の読
み方について理解している。
＜技能＞アルファベットの大文字について，
名称読みする技能を身に付けている。

自分の名前を相手にしっかりと伝えるために，
アルファベットの大文字を示しながら，自分の
名前のスペル（アルファベット）を言ってい
る。

自分の名前を相手にしっかりと伝えるために，アル
ファベットの大文字を示しながら，これまでの学習
の中で気づいたことを活かして，自分の名前のスペ
ル（アルファベット）を言おうとしている。

評価場面案 Activity 2 Activity 2 Activity 2

評価方法 行動観察 行動観察 行動観察

ポイント・補
足

評価基準

(a)　名前のスペルを聞いて，アルファベット
をほぼ／9割以上正しくタッチしている。
(b)　名前のスペルを聞いて，アルファベッ
トを概ね／7割以上正しくタッチしている。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　大文字を示しながら，自分の名前のスペル
を，はっきりと丁寧に言っている。
(b)　大文字を示しながら，自分の名前のスペル
を言っている。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，自分の名前のスペルを，はっきりと丁寧に言お
うとしている。また，友達の言い方のよさに気づこ
うとしている。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，自分の名前のスペルを言おうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

＜知識＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like【食べ物等】.，Do you

like【スポーツ等】?，Yes, I do.，What do

you like?等）について理解している。
＜技能＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like【食べ物等】.，Do you

like 【スポーツ等】?，Yes, I do.，What do

you like?等）を用いて，好きな食べ物，動
物，スポーツ等について，伝え合う技能を身
に付けている。

お互いのことを知るために，好きな食べ物，動
物，スポーツ等について，簡単な語句や基本的
な表現を用いて，伝え合っている。

お互いのことを知るために，好きな食べ物，動物，
スポーツ等について，これまでの学習の中で気づい
たことを活かしながら，簡単な語句や基本的な表現
を用いて，伝え合おうとしている。

評価場面案 LL1，LL2に準じた話すこと［やり取り］，Activity 1 LL1，LL2に準じた話すこと［やり取り］，Activity 1 LL1，LL2に準じた話すこと［やり取り］，Activity 1

評価方法 行動観察 行動観察
・行動観察
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

ポイント・補
足

評価基準

(a)　基本的な語句や目標表現をほぼ／8割以
上適切かつ正しく用いながら，伝え合ってい
る。
(b)　基本的な語句や目標表現を概ね／6割以
上適切かつ正しく用いながら，伝え合ってい
る。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　お互いのことを知るために，伝える内容や
使う表現，順序を工夫したり，話すスピードや
声の調子，反応の仕方などを工夫したりしなが
ら，伝え合っている。また，自ら質問を加える
など，会話を広げながら伝え合っている。
(b)　お互いのことを知るために，伝える内容や
使う表現，順序を工夫したり，話すスピードや
声の調子，反応の仕方などを工夫したりしなが
ら，伝え合っている。
(c)　上記の状況に達していない。

※『研修ガイドブック』２授業研究編Ⅱp.84「対話を
続けるための基本的な表現」＜図表１＞参照

(a)　友達の話や話し方，尋ね方のよさ及びこれまで
の学習の中で気づいたことを活かして，適切に伝え
合おうとしている。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に伝え合おうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

読むこと
〔Activity 2，

The Alphabet ①
１，２，３，４〕

＜思・判・表＞＜主＞は，自分の名前のスペルを相手に伝えるために言う（読む）様子を評価するとよい。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.6-7 単元まとめ ワークシート Lesson 1　大問３を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

Lesson 1　Nice to meet you.　自己しょうかいしよう

　　　　　　：重点を置いて評価する領域　　　　：記録に残す評価を行う場面案

聞くこと
〔LW，LL1，LL2，

Activity 1〕 ＜知・技＞は，Activityに準じたTeacher's Talkで見取ることもできる。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.6-7 単元まとめ ワークシート Lesson 1　大問１，２を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

話すこと［やり取り］
〔LL1，LL2，

Activity 1，Activity 2〕

LL1，LL2に準じた話すこと［やり取り］は，LL1，LL2のリスニング後に行うやり取りを想定している。はじめは教師と児童とで行い，児童同士の
やり取りへとつなげる。児童同士のやり取りで評価するとよい。

単元目標

友達に自分のことを知ってもらうために，好きな食べ物，動物，スポーツなどについて紹介したり，伝え合ったりすることができる。また，アルファベッ

トの活字体の大文字を読んだり，書いたりすることができる。



評価規準

＜知識＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like【食べ物等】.，Do you

like【スポーツ等】?，Yes, I do.，What do

you like?等）について理解している。
＜技能＞自己紹介で用いられる簡単な語句や
基本的な表現（I like 【食べ物等】.，Do

you like 【スポーツ等】?，What do you

like?等）を用いて，好きな食べ物，動物，ス
ポーツ等について，発表する技能を身に付け
ている。

友達に自分のことを知ってもらうために，好き
な食べ物，動物，スポーツ等について，簡単な
語句や基本的な表現を用いて，発表している。

友達に自分のことを知ってもらうために，好きな食
べ物，動物，スポーツ等について，これまでの学習
の中で気づいたことを活かしながら，簡単な語句や
基本的な表現を用いて，発表しようとしている。

評価場面案 Final Activity Final Activity Final Activity

評価方法 行動観察 行動観察

・行動観察
・教科書p.23「Lesson 1をふりかえろう」記入分析
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

評価基準

(a)　基本的な語句や目標表現をほぼ／8割以
上適切かつ正しく用いながら発表している。
(b)　基本的な語句や目標表現を概ね／6割以
上適切かつ正しく用いながら発表している。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達に自分のことを知ってもらうために，
話す内容や使う表現，順序を工夫したり，より
詳しい情報を付け加えるなど工夫したりしなが
ら発表している。また，話すスピードや声の調
子など工夫しながら発表している。
(b)　友達に自分のことを知ってもらうために，
話す内容や使う表現，順序を工夫しながら発表
している。また，話すスピードや声の調子など
工夫しながら発表している。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達の話や話し方のよさ及びこれまでの学習の
中で気づいたことを活かして，適切に発表しようと
している。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に発表しようとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

＜知識＞アルファベットの大文字の形につい
て，理解している。
＜技能＞アルファベットの大文字を書き写す
技能を身に付けている。

評価場面案 The Alphabet ① ５

評価方法 指導書『ワークシート編』4線の記述分析

ポイント・補
足

評価基準

(a)　英語の書き方のきまりに沿って，ほぼ
／8割以上適切かつ正しく書き写している。
(b)　英語の書き方のきまりに沿って，概ね
／6割以上適切かつ正しく書き写している。
(c)　上記の状況に達していない。

※英語の書き方のきまり：4線の正しい位置に正
しい形で書く。

話すこと［発表］
〔Final Activity〕

書くこと
〔The Alphabet ① ５〕

アルファベットの大文字に関しては，この単元での指導・評価にとどまらず，小学校卒業までに書けるよう指導し評価する。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.6-7 単元まとめ ワークシート Lesson 1　大問４を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）



令和2年度版　ONE WORLD Smiles 5　評価規準・評価基準（ルーブリック）

領域
〔関連した活動〕

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

＜知識＞月日や季節の語句，誕生日の尋ね方
（When is your birthday?）や 答え方（My

birthday is【月日】.）の表現について理解し
ている。
＜技能＞月日や季節の語句，誕生日の尋ね方
（When is your birthday?）や 答え方（My

birthday is【月日】.）の表現について，聞き
取る技能を身に付けている。

友達のことを知るために，誕生日や好きな季節・
行事について，簡単な語句や基本的な表現を聞き
取っている。

友達のことを知るために，誕生日や好きな季節・行
事について，これまでの学習の中で気づいたことを
活かしながら，簡単な語句や基本的な表現を聞き取
ろうとしている。

評価場面案 LL4　（Final Activity） LL4　（Final Activity） LL4　（Final Activity）

評価方法 教科書記入分析 行動観察
・行動観察
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

ポイント・
補足

評価基準
(a)　ほぼ／8割以上正しく聞き取っている。
(b)　概ね／6割以上正しく聞き取っている。

(c)　上記の状況に達していない。

(a)　相手の誕生日や好きな季節・行事を知るた
めに，適切に反応したり，わからないところは聞
き返したり質問を加えたりするなど工夫しなが
ら，聞き取っている。
(b)　相手の誕生日や好きな季節・行事を知るた
めに，適切に反応したり，わからないところは聞
き返したりしながら，聞き取っている。
(c)　上記の状況に達していない。

※『研修ガイドブック』２授業研究編Ⅱp.84「対話を続
けるための基本的な表現」＜図表１＞参照

(a)　友達の聞き方のよさやこれまでの学習の中で気
づいたことを活かして，適切に聞き取ろうとしてい
る。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に聞き取ろうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準
＜知識＞アルファベットの小文字の名前の読
み方や形について理解している。

評価場面案 The Alphabet ②　２

評価方法 行動観察

評価基準

(a)　アルファベットの名称を聞いて，アル
ファベットの大文字と小文字のカードをほぼ
／9割以上正しく選んでいる。

(b)　アルファベットの名称を聞いて，アル
ファベットの大文字と小文字のカードを概ね
／7割以上正しく選んでいる。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

＜知識＞月日や季節の語句，誕生日の尋ね方
（When is your birthday?）や答え方（My

birthday is【月日】.）の表現について理解し
ている。
＜技能＞月日や季節の語句，誕生日の尋ね方
（When is your birthday?）や答え方（My

birthday is【月日】.）の表現について，伝え
合う技能を身に付けている。

お互いのことを知るために，誕生日や好きな季
節・行事について，簡単な語句や基本的な表現を
用いて，伝え合っている。

お互いのことを知るために，誕生日や好きな季節・
行事について，これまでの学習の中で気づいたこと
を活かしながら，簡単な語句や基本的な表現を用い
て，伝え合おうとしている。

評価場面案 Final Activity Final Activity Final Activity

評価方法 行動観察 行動観察

・行動観察
・教科書p.33「Lesson 2をふりかえろう」記入分析
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

評価基準

(a)　基本的な語句や目標表現をほぼ／8割以
上適切かつ正しく用いながら，伝え合ってい
る。
(b)　基本的な語句や目標表現を概ね／6割以
上適切かつ正しく用いながら，伝え合ってい
る。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　お互いの誕生日や好きな季節・行事につい
て知るために，伝える内容や使う表現，順序を工
夫したり，話すスピードや声の調子，反応の仕方
などを工夫したりしながら，伝え合っている。ま
た，自ら質問を加えるなど，会話を広げながら伝
え合っている。
(b)　お互いの誕生日や好きな季節・行事につい
て知るために，伝える内容や使う表現，順序を工
夫したり，話すスピードや声の調子，反応の仕方
などを工夫したりしながら，伝え合っている。
(c)　上記の状況に達していない。

※『研修ガイドブック』２授業研究編Ⅱp.84「対話を続
けるための基本的な表現」＜図表１＞参照

(a)　友達の話や話し方，尋ね方のよさ及びこれまで
の学習の中で気づいたことを活かして，適切に伝え
合おうとしている。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に伝え合おうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

評価場面案

評価方法

評価基準

評価規準

＜知識＞アルファベットの小文字の形につい
て理解している。
＜技能＞アルファベットの小文字を書き写す
技能を身に付けている。

話すこと［やり取り］
〔Activity 1，

Activity 2，

Final Activity〕

話すこと［発表］

書くこと
〔The Alphabet ② ５〕

読むこと
〔The Alphabet ②
１，２，３，４〕

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.8-9 単元まとめ ワークシート Lesson 2　大問３を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

Lesson 2　When is your birthday?　たんじょう日カレンダーをつくろう

　　　　　　：重点を置いて評価する領域　　　　：記録に残す評価を行う場面案

聞くこと
〔LW，LL1，LL2，

LL3，LL4，Final

Activity〕

＜知・技＞は，LL4に準じたTeacher's Talk（先生方の誕生日)で見取ることもできる。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.8-9 単元まとめ ワークシート Lesson 2　大問１，２を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

単元目標

クラスの誕生日カレンダーを作るために，友達の誕生日を尋ねたり，自分の誕生日を伝えることができる。また，アルファベットの活字体の小文字を読ん

だり，書いたりすることができる。



評価場面案 The Alphabet ② ５

評価方法 指導書『ワークシート編』4線の記述分析

ポイント・
補足

評価基準

(a)　英語の書き方のきまりに沿って，ほぼ／
8割以上適切かつ正しく書き写している。

(b)　英語の書き方のきまりに沿って，概ね／

6割以上適切かつ正しく書き写している。

(c)　上記の状況に達していない。

※英語の書き方のきまり：4線の正しい位置に正
しい形で書く。

書くこと
〔The Alphabet ② ５〕

アルファベットの小文字に関しては，この単元での指導・評価にとどまらず，小学校卒業までに書けるよう指導し評価する。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.8-9 単元まとめ ワークシート Lesson 2　大問４を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）



令和2年度版　ONE WORLD Smiles 5　評価規準・評価基準（ルーブリック）

領域
〔関連した活動〕

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

＜知識＞教科・曜日の語句や，時間割につ
いて尋ねたり答えたりする表現（What do

you have on【曜日】?，I have【教科】on

【曜日】.）について理解している。
＜技能＞教科・曜日の語句や，時間割につ
いて尋ねたり答えたりする表現（What do

you have on【曜日】?，I have【教科】on

【曜日】.）について，聞き取る技能を身に
付けている。

友達の将来の夢をかなえるための時間割を知る
ために，教科や時間割，曜日，職業などについ
て，簡単な語句や基本的な表現を聞き取ってい
る。

友達の将来の夢をかなえるための時間割を知るため
に，教科や時間割，曜日，職業などについて，これ
までの学習の中で気づいたことを活かしながら，簡
単な語句や基本的な表現を聞き取ろうとしている。

評価場面案 LL1（LL4） LL4（Final Activity） LL4（Final Activity）

評価方法 教科書記入分析 行動観察
・行動観察
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

ポイント・
補足

評価基準
(a)　ほぼ／8割以上正しく聞き取っている。
(b)  概ね／6割以上正しく聞き取っている。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達の将来の夢をかなえるための時間割を
知るために，適切に反応したり，わからないと
ころは聞き返したり質問を加えたりするなど工
夫しながら，聞き取っている。
(b)　友達の将来の夢をかなえるための時間割を
知るために，適切に反応したり，わからないと
ころは聞き返したりしながら，聞き取ってい
る。
(c)　上記の状況に達していない。

※『研修ガイドブック』２授業研究編Ⅱp.84「対話を
続けるための基本的な表現」＜図表１＞参照

(a)　友達の聞き方のよさやこれまでの学習の中で気
づいたことを活かして，適切に聞き取ろうとしてい
る。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に聞き取ろうとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準
＜知識＞アルファベットの大文字は文字の
形に，小文字は文字の高さに特徴があるこ
とについて理解している。

評価場面案 The Alphabet ③

評価方法 行動観察

ポイント・
補足

評価基準

(a)　ほぼ／8割以上正しく特徴を理解してい
る。
(b)　概ね／6割以上正しく特徴を理解してい
る。
(c)　上記の状況に達していない。

評価規準

評価場面案

評価方法

評価基準

評価規準

＜知識＞教科・曜日の語句や，時間割につ
いて尋ねたり答えたりする表現（What do

you have on【曜日】?，I have【教科】on

【曜日】.）について理解している。
＜技能＞教科・曜日の語句や，時間割につ
いて尋ねたり答えたりする表現（What do

you have on【曜日】?，I have【教科】on

【曜日】.）について，発表する技能を身に
付けている。

友達に自分の将来の夢をかなえるための時間割
を知ってもらうために，教科や時間割，曜日，
職業などについて，簡単な語句や基本的な表現
を用いて，発表している。

友達に自分の将来の夢をかなえるための時間割を
知ってもらうために，教科や時間割，曜日，職業な
どについて，これまでの学習の中で気づいたことを
活かしながら，簡単な語句や基本的な表現を用い
て，発表しようとしている。

評価場面案 Final Activity Final Activity Final Activity

評価方法 行動観察 行動観察

・行動観察
・教科書p.43「Lesson 3をふりかえろう」記入分析
・指導書『ワークシート編』ふりかえりシート記述
分析

ポイント・
補足

評価基準

(a)　基本的な語句や目標表現をほぼ／8割以
上適切かつ正しく用いながら発表してい
る。
(b)　基本的な語句や目標表現を概ね／6割以
上適切かつ正しく用いながら発表してい
る。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達に自分の将来の夢をかなえるための時
間割を知ってもらうために，話す内容や使う表
現，順序を工夫したり，より詳しい情報を付け
加えるなど工夫したりしながら発表している。
また，話すスピードや声の調子など工夫しなが
ら発表している。
(b)　友達に自分の将来の夢をかなえるための時
間割を知ってもらうために，話す内容や使う表
現，順序を工夫しながら発表している。また，
話すスピードや声の調子など工夫しながら発表
している。
(c)　上記の状況に達していない。

(a)　友達の話や話し方のよさ及びこれまでの学習の
中で気づいたことを活かして，適切に発表しようと
している。
(b)　これまでの学習の中で気づいたことを活かし
て，適切に発表しようとしている。
(c)　上記の状況に達していない。

読むこと
〔The Alphabet ③，

S&L１，２，３〕

本単元後，大文字はLesson 4～5で，また小文字はLesson 7～9で学習が設けられているため，ここでは特徴に従った分類を指導し評価する。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.10-11 単元まとめ ワークシート Lesson 3　大問３を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

Lesson 3　I have P.E. on Monday.　夢の時間わりをつくろう

　　　　　　：重点を置いて評価する領域　　　　：記録に残す評価を行う場面案

聞くこと
〔LW，LL1，LL2，

LL3，LL4，Final

Activity, S&L４，
Review２〕

＜知・技＞は，LL1に準じたクラスの時間割を使ったTeacher's Talkで見取ることもできる。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.10-11 単元まとめ ワークシート Lesson 3　大問１，２を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）

話すこと［やり取り］

話すこと［発表］
〔Final Activity〕

＜思・判・表＞＜主＞は，Final Activityとともに，それに向けての個別練習やペア，小グループでの練習の際に見取ることもできる。

単元目標

友達が好きな曜日の時間割や，将来の夢に向けてどの教科にがんばって取り組んでいるかについて聞き取ったり，自分の将来の夢をかなえるための時間割を友達

に知ってもらうために話すことができる。アルファベットの大文字と小文字の組み合わせがわかり，それらを書くことができる。



評価規準

＜知識＞アルファベットの大文字と小文字
の形，組み合わせについて理解している。
＜技能＞アルファベットの大文字と小文字
を書き写す技能を身に付けている。

評価場面案 Review１

評価方法 教科書記入分析

ポイント・
補足

評価基準

(a)　英語の書き方のきまりに沿って，ほぼ
／8割以上適切かつ正しく書き写している。
(b)　英語の書き方のきまりに沿って，概ね
／6割以上適切かつ正しく書き写している。
(c)　上記の状況に達していない。

※英語の書き方のきまり：4線の正しい位置に正し
い形で書く。

書くこと
〔Review１〕

１．本単元では，アルファベットの大文字と小文字の形，組み合わせと，それらを4線に書き写すことを評価する。
２．アルファベットに関しては，本単元での指導・評価にとどまらず，小学校卒業までに書けるよう指導し評価する。

＜知・技＞に関して　　指導書『ワークシート編』p.10-11 単元まとめ ワークシート Lesson 3　大問４を活用する評価方法もある。（正答率8割：a,　6割：b）


