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高校卒業レベル
旧: ３,０００語程度

新: ４,０００
～ ５,０００語程度

高
等
学
校

15分程度の短時間学習の活用等を
含めた弾力的な時間割編成も可能

※CEFR：欧州評議会（Council of Europe）が示す、外国語の学習や教授等のためのヨーロッパ
共通参照枠を言う。英検との対照は日本英語検定協会が公表するデータによる。

・５領域を総合的に扱う科目群（英語コミュニケーションⅠ,Ⅱ,Ⅲ）、
ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄやﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等を通して発信力を高める科目群
（論理・表現Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ）を設定

・授業は外国語で行うことを基本 （前回改訂より）

年間１４０単位時間（週４コマ程度）

・外国語で自分自身の考えや気持ちなどを伝え合う
対話的な活動を重視

・具体的な課題を設定するなどして、学習した語彙、表現
などを実際に活用する言語活動を充実

・授業は外国語で行うことを基本

５・６年 （教科） 年間７０単位時間（週２コマ程度）

・音声に十分慣れ親しんだ上で、段階的に「読むこと」
「書くこと」を加える

・指導の系統性を確保

３・４年 （活動） 年間３５単位時間（週１コマ程度）

・「聞くこと」「話すこと（やり取り・発表）」を中心

・外国語に慣れ親しませ、学習への動機付けを高める

中
学
校

小
学
校

・小学校の学習経験が十分
に生かしきれていない
・言語活動が十分でない

年間１４０単位時間
（週４コマ程度）

・学年が上がるにつれて意欲に課題
・学校種間の接続が不十分

英検３級程度以上の生徒
42.6％（目標５０％）*H30

英検準２級程度以上の生徒
40.2％（目標50％）*H30

年間３５単位時間
（週１コマ程度）

・音声を中心に英語に慣れ
親しんでいる

・中学校入学時の学習意欲
が向上

活動

高等学校で
旧: １,８００語程度

新: １,８００
～ ２,５００語程度

中学校で
旧:１,２００語程度

新:１,６００
～ １,８００語程度

・学習意欲、 発信力に課題
・言語活動が十分でない

中
学
校

小
学
校

「英語を使って何が出来るようになるか」という観点から、
小・中・高等学校を通じた５つの領域別（ 「聞くこと」「読むこと」「話すこと

［やり取り・発表］ 」「書くこと」 ）の目標を設定

高
等
学
校

小学校で
新: ６００

～ ７００語程度

高
校
生
の
た
め
の

学
び
の
基
礎
診
断

全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査

大学入試改革

CEFR※

Ｂ２
（英検準１級等）

Ｂ１
（英検２級等）

Ａ２
（英検準２級等）

Ａ１
（英検３級等）

改善の
ための
PDCA
サイクル

【2019年度～】

【2019年度～】

※「聞くこと」「読むこと」
「書くこと」「話すこと」
に関する調査を実施

【2020年度～】

改善の
ための
PDCA
サイクル

旧学習指導要領
（ H20・21改訂）

小学校2020（令和２）年度、中学校2021（令和3)年度から全面実施、
高等学校2022年度（令和４年度)入学者より学年進行で実施

新学習指導要領
（ H29・30改訂）
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中学校への
入学年度

生年
2020年度
時点の
学年

授業時数（単位時間） 小学校での
総授業時数
（単位時間）

学習指導要領

小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

2018 H17 中３ 35 35 70 現行 現行 現行
2019 H18 中２ 35 50～ 85 現行 現行 新課程
2020 H19 中１ 50～ 50～ 100 現行 新課程 新課程
2021 H20 小６ 15～ 50～ 70 135 新課程 新課程 新課程
2022 H21 小５ 15～ 15～ 70 70 170 新課程 新課程 新課程
2023 H22 小４ 15～ 35 70 70 190 新課程 新課程 新課程
2024 H23 小３ 35 35 70 70 210 新課程 新課程 新課程

小学校で「音声」でのやり取り、「文字」にも慣れ親し
む学習を行ってきた児童が今後中学校へ入学する。

2024年度までの間、毎年度、小学校での総学習量の異
なる新中学校１年生を迎える。
このため、小中学校の外国語教育の接続を円滑にする

導入期（４月当初）の学習への工夫や、
「話すこと〔やり取り〕」の指導の充実が必要

小・中の円滑な接続と中学校における移行期間への対応

〇移行期間における教師用指導資料の提供

・「小中接続単元」
小学校第６学年の終盤から中学校第１学年の４月に
おける単元指導計画・展開案

・「帯活動」
話すこと［やり取り］の充実のため、
約10分間でSmall Talkの実施を想定した、
年間計画・展開案

中学校に在学中
に新課程に移行

※表中の～を付した数字は、移行措置に伴う最低授業時数（単位時間）を示す。

2020年度の中１生・中２生は、中学校在学途中に
新学習指導要領に移行する。

このため、新たに追加される文法事項や語彙数の
増加に計画的に対応することが必要

〇生徒用補助教材 “Bridge”
を配布

・様々な話を読みながら，新しく追加される

文法事項などについて学ぶことができる

補助教材 （文科省HPでも公開中）

・休業中の学習にも使用可能

※活用方法の参考動画を公開中

（公益財団法人日本英語検定協会作成、文部科学省協力）

小学校での学習量が
毎年度ごとに異なる
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新学習指導要領全面実施対応

「なるほど！小学校外国語」

YouTube 文部科学省公式チャンネル MEXT Channel 外国語教育はこう変わる！

3

①言語活動 ②読むこと・
書くこと

③学習評価

先生方の疑問に対して、
丁寧にご説明します

文部科学省の視学官・教科調査官から、
「『指導と評価の一体化』のための学習評価
の参考資料」（小学校・中学校外国語）
の考え方や、掲載事例について紹介

-小学校３本、中学校５本掲載中

学習評価についての解説動画
（公益財団法人日本英語検定協会「英語情報ＷＥＢ」掲載）

ＩＣＴ活用の解説シリーズ
（※公開予定※）

小６・中３向け
振り返り学習教材の
ポイントを解説

• 新学習指導要領に基づく授業改善についての動画シリーズ
（9/28現在25本掲載、累積視聴数約36万回）※随時、追加中

• 実際の授業ダイジェスト、有識者や視学官・調査官による解説

• １本15分程度で構成、校内研修等でも活用可能

小・中・高等学校の各教
科ごとに、ICTの具体的
な活用事例等を紹介

2020最新シリーズ



ALT（外国語指導助手）の活用について

 都道府県：私立学校におけるＪＥＴ参加者の雇用に係る都道府県の助成経費について特別交付税措置

（算定：地方単独事業で一人上限590万円×0.5）

【参照】
・「外国語指導助手の契約形態について」（平成17年２月17日付 初国教第121号）

・「外国語指導助手の請負契約による活用について」（平成21年８月28日付 初国教第65号）

・「外国語指導助手の請負契約による活用について（業務内容の確認及び外国語会話の実演）」（平成26年８月27日付 初国教第92号）

契約によるALTの活用を行う場合（JETや直接任用でない場合）には、
「担当教員がALTに対して、指導内容や授業の進め方に係る具体的な指示や改善要求、
ALTの行う業務に関する評価を行う場合は、いずれも請負契約で実施することができない」ことなど、

労働者派遣法等に基づいた適切な運用を行うよう、引き続き周知の徹底をお願いします。

・地方公共団体が総務省、外務省、文部科学省及び（財）自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）の協力の下に、
外国人青年を招致する事業です。

・JETプログラムによりALTを任用する地方公共団体に対して以下の通り普通交付税措置を行っています。JET-
ALTの生活や活動を支援するプログラムコーディネーターの配置についても特別交付税措置があります。

JET-ALTの活用のお願い

労働者派遣法等に基づく適切な契約について

4



通常のJET-ALT来日時研修に替わり、１４日間の防疫措置期間中に受講ができるよう、研修を計画しコンテンツを作成中

→動画等は教育委員会等においても活用可能とするため、１１月以降、文部科学省・外国語教育ホームページでも公開予定

１．学習指導要領、ALTの役割の理解

我が国の教育制度、新学習指導要領のポイント、教師・ALTの役割等
について教科調査官が説明。

ALTが実際に参画している授業動画に合わせて、授業で大切にしたいポ
イントを具体的に解説。

２．専門機関による指導研修と交流

3．学校生活に関する理解とモチベーション向上

ALT来日時研修コンテンツ （準備中）

動画を視聴と課題の提出、WEB会議アプリを活用し、
ALT同士がコミュニケーションを取りながら、学びを深める
研修プログラムを計画中 （専門機関委託予定）

① 現場からのメッセージ
先輩ALTからのメッセージや、教師・児童生徒からのメッセージを動画で伝える

② 役立つ資料編
・「日本の小学生の一日」（日本型教育の海外展開推進事業（EDU-Portニッポン））

・小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック ※ALTの役割に関する部分を英訳
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小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業

新学習指導要領の全面実施、「第３期教育振興基本計画」等に掲げられた目標の実現に向けて、2020年度から新しい英語

教育が始まった小学校において質の高い指導体制の構築、全国学力・学習状況調査等で課題が明らかとなっている中学生・

高校生の英語での発信力（話す・書く力）強化が喫緊の課題。各地域の課題を踏まえた取組の推進や新たな指導法等の開

発等を進め、全国的な英語教育の水準の向上、効果的かつ持続可能な体制を構築する。

指導力等強化のための実証研究

＜委託先＞国立大学法人、学校法人、都道府県・指定都市教育委
員会、専門機関等

<箇所数＞ 20箇所程度

都道府県・指定都市教育委員会が、地域の実態や課題に応じて策定している
「英語教育改善プラン」の取組の中で、特に英語教育実施状況調査等で全国
的に課題となっている課題等への効果的な指導方法の開発や研究・検証、
事例集や普及資料の作成を支援する。
また、各種調査等の結果も含めた成果分析を行い、国として効果的な取組
等を普及し、英語教育におけるPDCAサイクル、EBPMを促進する。

<委託先> 都道府県・指定都市教育委員会（成果検証は研究機関等）
<箇所数・単価＞ 20箇所程度、450万円程度/箇所

ｓ

指導力向上及び条件整備指導体制の強化

英語教育改善プラン推進事業
100百万円

免許法認定講習の開設等 教員養成
機関等による専門人材育成・確保事業

52百万円

先導的なオンライン研修実証研究事業
58百万円

（新規）コロナ禍における外国語指導助手
オンライン研修体制の整備

26百万円

英語教育

実施状況調査

【Check】

各自治体の取組を分

析し、次年度へ

【Action】

英語教育改善プラン

【Plan】

各自治体の課題に

応じた具体的な取

組 【Do】

移行期間

移行期小

移行期間中

高

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

全面実施

全面実施

全面実施

学
習
指
導
要
領

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

関連事業

専科教員の加配措置（3,000人）
小学校外国語教育の早期化・教科化に伴う専科指導に必要
な教員の充実

英語による指導力向上のため、専門的な自己研鑽の
機会の地域間格差の解消、コロナ禍における状況でも
教員が学び続ける機会の確保に向け実証研究を行う。

<委託先> 専門機関等
<箇所数・単価＞ ２箇所 29百万円／箇所

◆中・高等学校教員プログラム
国内にいながら、英語による海外の大学等の授業受講を可能とし、
英語で専門的な授業を受ける体験を、実際の授業とリンクさせ指導力を向上。

◆小学校教員プログラム
指導に必要な英語を学びながら、実際に授業で活用することを通して、授業を
通して英語力と指導力を向上。

※参加自治体・教員については委託先決定後公募。

新たな外国語教育に対応した

条件整備・情報発信事業

169百万円

小学校外国語活動教材
「Let’s Try!」の配布。
小・中・高等学校の授業事
例等の映像資料を作成。

※小学校は2020年から全面実施、高等学校は2022年から学年進行で実施。

＜小学校に関する取組例＞
○小学校教員等が中学校教諭免許状（英
語）を取得するための免許法認定講習

○大学と教育委員会が連携し、小学校英語
専科教員として指導ができる人材育成講習

○教員養成課程の学生等を対象にした、専門
性の高い小学校外国語指導者の養成・確
保のための取組（教師塾）

＜小・中・高等学校に関する取組例＞

○特別免許状等を利用した人材活用（ネイテ
ィブ・スピーカーや英語が堪能な人材等）のた
めの講習

○外国語指導助手（ALT）等を対象とした
資質・能力向上のための講習等

○英語以外の外国語における専門性の高い外
国語指導者の養成・確保のための講習や教
材開発等

◆ 発信力（話すこと・書くこと）強化
◆ 言語活動の充実
◆ パフォーマンス評価等の効果的な実施等

◇地域の実態・課題の把握
◇小・中・高等学校連携・接続
◇普及・持続
◇都道府県と市町村の連携

行政による改善・指導体制上の課題 英語の教育（授業）上の課題

×

フィードバック
添削・評価

オンライン
双方向・集合型

学びの共有・深化
動画等コンテンツ

（視聴）
事前・個別の学び

学習課題
授業実践
知識を活用

PC/スマホ等で受講

＃働き方改革 ＃地域間格差解消 ＃新しい生活様式 ＃指導力向上

JETプログラムによるALT（外国語指導助
手）来日研修を、コロナ禍における防疫措
置下等でも確実に実施するため、プログラ
ムの企画、コンテンツ開発・作成をする。

令和3年度要求・要望額 405,555千円
(前年度予算額 379,820千円）

動画による説明
はこちらから→
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