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 平成２０年３月２８日に小学校学習指導要領が告示され，新たに外国語活動が加えられることにな

りました。外国語活動のねらいは，外国語を通じて言語や文化について体験的に理解を深め，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，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しま

せながら，コミュニケーション能力の素地を養うことです。現在，各学校において，平成２３年度か

らの新教育課程の完全実施に向けて，着実に準備を進めていただいていることと思います。 

さて，今年度の県内の第５・６学年における外国語活動の実施状況につきましては，年間３５時間

以上実施する学校が７２．３％（全国比＋１４．７％）と高い割合となっており，各学校の積極的な

取組の様子が伺えます。 

 県教育委員会では，「外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方等に関する実践研

究事業」につきましては，文部科学省からの委託を受けて取り組んできたところでありますが，文部

科学省の事業変更等により，２１年度限りの事業となりました。 

この事業は，小学校における外国語活動の円滑な導入に向けた指導方法等の確立を図るため，各教

育事務所・地域事務所から各１校，計７校の実践研究校を指定し，地域全体の水準向上を図るための

事業です。各実践研究校では，それぞれの学校の特色を生かしながら，英語ノート，音声教材等の様々

な教材の効果的な活用や外国語活動の評価の在り方，小規模校や複式学級等における指導方法，指導

体制等の在り方等について，充実した取組を行っております。 

 本報告書は，実践研究校７校の研究について，概要と成果等をまとめ，県内の他の学校への普及を

図るために作成したものであります。 

 各市町村教育委員会及び各学校におかれましては，各実践研究校の取組を参考にし，考え方や実践

を学校の状況に合わせて取り入れるなど本報告書を積極的に活用いただき，外国語活動の一層の充実

に向けて取り組んでいただきたいものと考えております。 

 最後になりましたが，本事業を積極的に御支援いただきました７市町の教育委員会，並びに関係各

位，そして，実践研究校として熱心に取り組んでいただいた小学校７校の校長先生はじめ先生方に心

より感謝申し上げます。 

 

平成２２年３月 

                                            宮城県教育庁 

                                               義務教育課長  竹 田 幸 正 
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 本事業は，小学校における外国語活動の円滑な導入を図るため，１）「英語ノート」等の教材の効

果的な活用方法，２）外国語活動における評価の在り方，３）離島やへき地等の小規模校や複式学級

等における指導方法，４）学級担任の教員または外国語活動を担当する教員が中心となる指導体制や

学級担任等を補助するための体制の在り方等について実践的な取組を推進するものであり，県教育委

員会が市町村教育委員会と協力して，外国語活動に意欲を有する小学校を実践研究校に指定し，当該

地域の小学校の取組を支援するとともに，取組成果を県内全域に普及・拡大し，もって県内の小学校

における外国語活動の取組の更なる推進を目的とする。 

 

 

 

１ 実践研究校の指定 

  県教育委員会は，以下の小学校を実践研究校として指定する。 
  ・川崎町立川崎第二小学校 ・大和町立落合小学校  ・加美町立賀美石小学校 

・栗原市立萩野小学校   ・東松島市立浜市小学校 ・登米市立新田小学校 
・気仙沼市立唐桑小学校 

２ 実践研究校における取組 

(1) 実践研究校においては，県教育委員会及び当該学校を設置する市町村の教育委員会の指導・

助言の下，次に示す事項についての実践的な取組を行う。 

   ａ 文部科学省が作成する教材（「英語ノート」，「付属ＣＤ」，「英語ノート」指導資料及び「英

語ノート」準拠デジタル教材）を活用した授業の実践 

   ｂ コミュニケーション能力の素地に関する評価規準及び評価方法の研究 

   ｃ 児童の興味・関心等の学習状況の変容に関する定量的な把握 

   ｄ 授業の中心となる学級担任等及び校内の他の教員の指導力向上のための取組 

   ｅ 学級担任等を補助するための外国語指導助手や地域人材等の外部人材の効果的な活用 

 (2) 実践研究校においては，第５学年及び第６学年における外国語活動の年間指導計画及び指導

案を作成するとともに，当該計画に沿った事業の展開に努めるものとする。 

３ 県教育委員会の支援 

(1) 連絡協議会の設置・開催 

県教育委員会は，実践研究校の取組成果や課題を各校が共有し，事業の効果的な展開を図るた

め，各実践研究校の代表者等で構成する連絡協議会を設置・開催し，市町村教育委員会と協力し

て，実践研究校の取組を支援する。 

(2) 報告書の作成 

県教育委員会は，各実践校における実践研究の取組状況を集約した報告書を作成し，県内の各

小学校における外国語活動の一層の充実と普及につなげていくものとする。 

報告書等の様式その他必要な事項については，別途示すものとし，宮城県教育委員会において，

その集録を編集し，書籍その他の媒体により公表できるものとする。 

(3) 研究成果の普及 

県教育委員会では，研究成果の発表会や研修会等の開催，インターネットによる情報提供など

の取組を促す。 

 

Ⅰ 事業の目的 

Ⅱ 事業の内容 
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 本事業を推進するに当たり，研究の基本的な方向を次の４点とする。 

１ 「英語ノート」等の教材の活用の工夫 

  文部科学省から，小学校第５学年，第６学年の全児童には「英語ノート１」「英語ノート２」の

いずれかが配付され，教師用としては，「英語ノート」のほかに，指導資料及び付属ＣＤ並びにそ

れぞれの「英語ノート」準拠デジタル教材が配付されている。 

特に，付属ＣＤやそれぞれの「英語ノート」準拠デジタル教材は，授業を展開する際にネイティ

ブな発音等を必要とするときに利用できるように工夫されており，各学校の実態等に応じた有効な

活用についての工夫が望まれる。 

  また，「英語ノート（試作版）」の活用の仕方については，「平成１９・２０年度小学校におけ

る英語活動等国際理解活動推進事業」の県内９校の拠点校において研究され，１時間ごとの授業の

組み立てや各種のアクティビティの紹介が指導資料に数多く掲載されている。 

 

２ 外国語活動における評価規準及び評価方法の工夫 

  文部科学省の「小学校学習指導要領解説 外国語活動編」では，外国語活動の目標や内容，指導

計画の作成等について示されているが，評価については，「教科のような数値による評価にはなじ

まないもの」とされ，評価規準や方法等の具体については示されていない。しかし，外国語活動に

おける評価は，児童のもつ資質や能力及び態度をはぐくむとともに，外国語活動の学習活動の改善

につながるものであり重要である。 

そこで，各学校においては，以下の点に留意しながら，各学校の実態に応じた評価規準や評価方

法の工夫が望まれる。 

 (1) 各学校において，指導の目標や内容に基づいて評価の観点や評価規準を設定する。 

 (2) ワークシートや教師の観察，自己評価や相互評価等，様々な手法を利用しながら総合的に評

価する。 

 (3) 数値で評価することはせず，各学校で設定した評価の観点に基づいて，どのような態度や能

力が身に付いたか，どのような理解が深まったかなどを文章で記述する。 

 

３ 校内の指導体制の在り方の工夫 

  小学校の外国語活動は新しい領域であるため，各学校では指導に向けたビジョンと研修体制や指

導体制の確立に努めていく必要がある。 

  指導する教員等を，学校を挙げてサポートする体制をつくり上げていくことは，外国語活動の一

層の充実につながることであり，教員一人一人の指導力の向上にもつながっていくものである。 

また，中学校との連携やＡＬＴ・地域人材等の活用についても有効な手立てと考えられ，「平成

１９・２０年度小学校における英語活動等国際理解活動推進事業」の県内９校の拠点校からも，地

域人材やＡＬＴなどと連携したティームティーチングによる指導が有効であることが数多く報告

されている。 
外国語活動を進めていく上では，校内の指導体制の在り方等についての工夫が重要であり，各学

校における様々な工夫が望まれる。 

    

４ 保護者や地域等への積極的な授業公開 

  新しい領域である外国語活動の導入に大きな関心を持っている保護者や地域の方々に対して，外

国語活動の意義や学習内容について啓発し，理解を求めていくことは円滑な導入にあたり重要なこ

とである。中学校の外国語との学習の違いを含め，学習内容を理解してもらうためには，保護者会

や学校便り，学級便りなどによる説明だけでなく，参観日などの機会に積極的に授業公開をするよ

うに努めることが必要である。 

Ⅲ 研究を進めるに当たっての基本的な方向 
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実践研究校７校の取組の成果と課題に基づき，小学校外国語活動については，次の３つの事項に

十分に配慮しながら取り組んでいくことが重要である。なお，保護者や地域の方々に対して，授業

公開等を通して，外国語活動についての理解を得るために啓発に努めることが大切である。 

 

１ 「英語ノート」等の教材の活用の工夫 

【実践研究校における成果】 ≪実践研究校における課題≫

○英語ノート等の活用や自作教材の活用による児童の興味・

関心の高まり 
○デジタル教材等の活用による児童の意欲の向上 
○外国語活動のための学習環境整備により興味・関心が向上

○必要感をもたせることを意識した場面設定の工夫により児

童の意欲が喚起 

○児童の実態に合わない学習内

容の調整 
○児童が主体的に活動できるア

クティビティの工夫 

 「英語ノート」等の教材は，児童の興味・関心を喚起するには有効であることから，次のよう

な点に配慮して活用することが大切である。 

  ○ 具体の活用方法について予め指導計画に示すとともに，児童に必要感をもたせるなどを意

識した提示の工夫に努め，自校化を図る。 

○ 正確な音声を聞き取らせる場面や，児童の実態に合った教材教具の活用に努める。 

○ 教室等の掲示物に外国語表示を追加するなど，外国語に慣れ親しめるような学習環境を整

備する。 

 

２ 外国語活動における評価規準及び評価方法の工夫 

【実践研究校における成果】 ≪実践研究校における課題≫

○振り返りカードの活用が有効 
○評価規準の作成による指導者の意識の変容 
○授業における目標提示の工夫による積極的に活動する児童

の増加 

○系統性を加味した自己評価

（振り返り）カードの工夫と

有効性の検証 

  外国語活動においては，コミュニケーションへの積極的な態度をはぐくむとともに，児童の学習

活動の改善と意欲の持続につなげるため，次のような点に配慮して評価することが大切である。 
○ 外国語活動の目標に照らし，児童の実態に応じて評価規準や評価計画の作成及び活用するな

ど自校化を図る。 
○ ワークシートや教師の観察，自己評価や相互評価等，様々な手法を利用しながら総合的に評

価する。 
 
３ 校内の指導体制の在り方の工夫 

【実践研究校における成果】 ≪実践研究校における課題≫

○ＴＴ指導がコミュニケーション活動の援助に効果的 
○学習スタイルの工夫が児童への意欲付けに有効 
○複式学級における指導の工夫による児童の意欲の向上 

○ＴＴ指導における指導者の役

割の明確化と打合せの工夫 
○小・中学校の積極的な連携 

外国語活動中核教員を中心として外国語活動校内研修会を企画し，次のような点について外国語

活動の効果的な指導の在り方について共通理解することが大切である。 
  ○ １単位時間の中に意図的に「聞く」「話す」活動を組み込み，児童一人一人に外国語の音声

や基本的な表現に慣れ親しませるように活動場面を設定する。 
○ 児童生徒の実態や発達段階に応じ，コミュニケーションに積極的に取り組めるように，様々

な学習スタイルの構築を図る。 

Ⅳ 今後の外国語活動の推進に向けて 
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川崎町立川崎第二小学校 

 

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

－外国語活動における「英語ノート」の活用等を通して－  

 
１ 学校の実態  

児童数 63 人 職員数 12 人 

 １年  ２年  ３年  ４年  ５年  ６年  特支  合計  
児童数  10 ５  ８  13 16 10 １  63 
学級数  １  １  １  １  １  １  １  ７  

 
２ 研究の概要 

(1) 主題設定の理由 

① 今日的な課題から 

国際化，情報化などの変化の激しい今日の社会においては，新しい知識や情報，人材

をめぐる国際競争が加速する一方で，異なる文化の共存や国際協力の必要性が増大して

いる。また，平成 23 年度から全面実施となる新学習指導要領において，「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」などの「生きる力」の理念の継承と充実が求められている。

よって，「生きる力」の育成を通じ,特に国際的な視野に立ち，相互に理解し合い，行動

できる児童一人一人の資質を養うことは，今日的教育課題の解決につながる時宜を得た

取組であるといえる。 

② 学校教育目標の具現化から 

本校の教育目標は「心豊かでたくましく,進んで実践する児童の育成」である。「かし

こく，やさしく，たくましく」を合い言葉に，「進んで学習する子ども」「優しい心で接

する子ども」「進んで運動する子ども」を目指す児童像として掲げ，知・徳・体のバラ

ンスのとれた児童の育成に努めている。また,ＪＲＣ加盟校として，特に「国際理解・

親善」の実践に力を入れている。 

外国語活動を通して「進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」を図る

ことは，学校教育目標の具現化につながるものである。 

③ 児童の実態から 

本校児童は，素直で優しく，決められたことや分かることに進んで取り組むことがで

きる。しかし，自分の思いを伝えたり，他の考えや思いを受け入れたりすることを苦手

としている。 

平成 20 年度まで各学年とも年間 10 時間を国際理解教育の学習として「英語活動」に

取り組んできた。主にＡＬＴが指導者となり学年部合同で英語について触れる学習を進

めてきた。児童は，特に，ゲーム活動に喜んで取り組む姿が見られる。一方で，高学年

になるにしたがって，声が小さくなったり，ゲーム以外の活動には消極的になったりす

ることがあった。 

    今年度５月の児童の実態調査から，児童は外国語に触れる機会が少ないこと，外国語

活動に対して好感をもっている児童が多いこと，英語でのゲーム，英語での会話を楽し

みにしていることが分かった。一方，外国語活動に消極的な児童も少なからずいること

が，数字から読み取ることができた。このような児童の実態の背景には，「うまくできな

いと恥ずかしい」「失敗したら笑われる」という考えがある。 
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そこで，今年度から進んで外国語活動に取り組み，コミュニケーションを図ろうとす

る児童を育成するために，熱心に活動していることを認め，相手の立場を思いやって行

動する態度を養うことを目指したい。 

外国語活動を通して，コミュニケーションを図ることの楽しさと異文化を知る喜びを

味わわせていくことは，本校児童の課題を解決し，向上につながるものと言える。 

④ 保護者の願いから 

    今年度 1 学期の保護者アンケートから，ほとんどの保護者が「子どものコミュニケー

ション能力を高めたい」と思っていることが分かった。「自分の思いをしっかりと伝え

られるようになってほしい」「相手の思いを分かってあげられるようになってほしい」

という考えが多かった。外国語活動に期待することは，「会話」「表現」「発音」が多か

った。外国語に慣れ，外国語でのコミュニケーションを楽しむ姿を期待していると思わ

れる。「家庭で学校での外国語活動の様子を話しているか。」については約８割の家庭で

「する」「時々する」との回答があり，児童が外国語活動に親しみ，楽しんでいること

が伺える。アンケート集計結果から，学校での外国語活動への取組をプラスにとらえ，

期待していることを感じる。一方，家庭での外国語の経験については，「ない，ほとん

どない」との回答が約９割あり，学校での外国語活動の更なる充実を目指していく必要

性が明らかとなっている。 

⑤ 教師の指導力向上の視点から 

前年度までＡＬＴが主となり，ＡＬＴのプランに沿って外国語活動を行ってきた。担

任教師の積極的なかかわりが薄かった。担任教師が主となりＡＬＴ，ⅤＬＴ（P15 の注

釈参照）が補助になる授業をしていくためには，教師の指導力向上が喫緊の課題である。 

以上のようなことから，研究主題を，「進んでコミュニケーションを図ろうとする児

童の育成」とした。 

【研究主題・副主題のとらえ方】 

(1)「進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」とは 

   ①「進んで」とは 

     外国語に親しみ，楽しさを体験することにより，「積極的に外国語を聞いたり，

話したりすること」ととらえる。 

②「コミュニケーションを図る」とは 

「自分の考えや思いを相手に積極的に伝えたり，相手の考えを理解し受け入れた

りする双方向の行為」ととらえる。外国語活動においてのコミュニケーションの対

象は，担任教師，ＡＬＴ，ＶＬＴ，児童のすべてである。  
(2)「英語ノート」の活用等とは 

文部科学省が作成する小学校における外国語活動のための教材（「英語ノート」「付属

ＣＤ」「英語ノート指導資料」「英語ノート準拠デジタル教材」）を，児童の実態，指導

の系統性を考慮しながら，工夫して効果的に使用していくことである。 

その他にも，学習過程の工夫，指導体制の工夫（ＡＬＴとの連携，Ｔ１・Ｔ２との連

携），評価方法の工夫を行っていく。そのことにより，児童が外国語の単語や外国語に

よる表現に親しみ，外国語活動に積極的に取り組み，コミュニケーションを図る楽し

さを感じるようにする。 

 

(2) 研究目標 

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童を育成するための効果的な指導の在り

方を，実践を通して研究する。 
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(3) 研究組織 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 研究の内容及び研究の方法 

① 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

手立て１ 研究内容 研究方法 

①「英語ノート」

等の効果的な

活用方法につ

いて 

 

ア. 「英語ノート」の活用 

イ. ねらいに応じた指導方

法 

ウ. 学習過程の工夫 

 

・指導を充実させるための「英語ノート」

の活用 

・教材教具の効果的な活用 

・ねらいに応じた指導方法をさぐる 

・１単位時間の学習過程の基本型の作成

② 外国語活動における評価の在り方について 

手立て２ 研究内容 研究方法 

②外国語におけ

る評価の在り

方について 

 

 

ア．年間指導計画の作成 

イ．単元指導計画の工夫 

ウ．単元及び 1 単位時間の

評価規準の作成 

エ. 自己評価の工夫 

・単元指導計画と評価規準の明確化 

・評価規準と単元構成の具体の作成（観

察，会話等） 

・カリキュラムの改善と充実 

 

・相互評価を生かした自己評価カードの

活用 

③ 指導体制の在り方について 

手立て３ 研究内容 研究方法 

③指導体制の在

り方について 

ア．指導者による役割の明

確化と指導体制のパタ

ーン化 

・指導体制のパターン化 

 ①学級担任のみによる指導の在り方 

 ②ＴＴによる指導の在り方 

主な役割 

研究推進委員会  
・ 研究計画の立案と提示  
・ 研究推進に当たっての連絡，調整  
・ 全体会の企画，運営，記録 

研究全体会  
・ 研究推進のための協議，確認，仮説

の検証  
・ 指導力向上のための研修の実施  
・ 部会間の情報交換  

学年部会  
・ 授業実践，仮説の検証  
・ 年間指導計画の検討  

指導研究部会の主な役割  
・ 年間指導計画の作成  
・ 授業の改善，評価の工夫  

資料環境部会の主な役割  
・ 意識実態調査の実施，分析  
・ 教材，教具，掲示物の作成，掲示，

保管  

校長 

 研究推進委員会  
教頭，教務主任，

研究主任，資料環

境部主任，指導研

究部主任  

高
学
年
部
会 

中
学
年
部
会 

専門部  学年部  

研究全体会  

教頭  

資
料
環
境
部 

低
学
年
部
会 

指
導
研
究
部 
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イ．授業指導力の向上 

ウ．教員の英語運用能力の

向上 

ア）Ｔ１，Ｔ２（ＡＬＴ） 

イ）Ｔ１，Ｔ２（ＡＬＴ）， 

Ｔ３（ＶＬＴ） 

  ウ）Ｔ１，Ｔ２（ＶＬＴ） 

  エ）Ｔ１，Ｔ２（外国語担当主任）

・英語指導力の向上を図る 

・教員の英語運用能力の向上を図る。 

 

(5) 研究計画 

月 研究の内容 

 

 

 

 

４ 

 

７ 

 

 

 

・研究計画の作成 

・研究主題，主題設定の理由等の確認 

・目指す児童像や重点指導事項の確認，指導計画，評価規準の作成 

・クラスルームイングリッシュ，教材の作成 

・児童へのアンケート作成と調査 

・授業研究（５月 27 日 ６学年） 

・授業研究（５月 28 日 ５学年） 

・指導主事訪問（６月 12 日 ５学年，６学年授業） 

・先進校視察（角田小学校 ６月 18 日 ４名）  
・保護者へのアンケート作成と調査            【６年 授業研究】 

・１学期の実践のまとめ 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

12 

・英語運用能力についての研修（８月 26 日 ＶＬＴ宮城加代子先生） 

・研究授業，外国語活動についての研修 

（８月 28 日 宮城教育大学教授板垣信哉先生からの指導・講話 研究授業 ６学年）

・児童へのアンケート作成と調査 

・教材，掲示物の作成，環境整備 

・研究指定校指導主事訪問①（９月 15 日 ６学年授業） 

・授業改善（歌・チャンツ研修） 

・研究指定校指導主事訪問②（11 月６日 ５学年授業）    

・町内研修会公開授業・講話                【５年 町内授業公開】

（11 月 17 日 ５学年授業 宮城教育大学教授板垣信哉先生の講話） 

・先進校視察（加美石小学校 12 月４日 ３名） 

・授業改善（クラスルームイングリッシュ活用研修） 

・児童へのアンケート作成と調査 

・２学期の実践のまとめ 

 

１ 

 

３ 

・外国語講師（ＭＩＡ P15 注釈参照）授業（１月 18 日） 

・研究指定指導校主事訪問③（１月 27 日 ６学年授業） 

・研究のまとめ 

・「研究のまとめ」作成 

・次年度研究の計画立案               【外国語講師（ＭＩＡ）授業】

 

 

 

～

～ 

～
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３ 実践事例 

(1) 実践事例１（６年 英語ノート１ Lesson２） 

単元  具体的な手立て  成果と課題 （○は成果，●は課題）  

六  
年  

 

 
い

ろ

い

ろ

な

文

字

が

あ

る

こ

と

を

知

ろ

う  

 

 
 
 
 
 
九

月

十

五

日  

 
 

 

手立て１ 「英語ノート」等の教材の効果

的な活用方法について  
ア．「英語ノート」の活用  

 活動内容に応じて「英語ノート」の活用

方法を変えていく。「英語ノート」の絵を拡

大して提示したり，「英語ノート」を一人一

人持たせたりする。「英語ノート」の文字を

隠して情報を制限する等，絵を基にして発

展的な活動をする。  

イ．ねらいに応じた指導方法  
展開ではゲーム（英語が分かっている児

童だけが活躍することのないように工夫す

る）やアクティビティ（実際に英語を使う

場面設定）を取り入れ，コミュニケーショ

ンの楽しさを味わわせる。まとめでは，児

童一人一人とＨＲＴ･ＡＬＴとやりとりを

しながら振り返るように設定をする。  

 
 
 
 

 
 
【買い物ゲームのデモンストレーション 

 P15 注釈参照】 

ウ．学習過程の工夫  
 指導過程を，導入，展開，まとめの３段

階とする。  

 
手立て２ 外国語活動における評価の在り

方について  
ウ．単元及び１単位時間の評価規準の作成

展開の活動の行動観察（意欲や表現の理

解），まとめでの振り返り（ＨＲＴとＡＬＴ

で分担して表現の受け答えをしているか），

単元の終わりでの評価カードの３点で評価

する。展開の活動では，ＡＬＴが児童とい

っしょに活動し，ＨＲＴがその様子を評価

していく。  

 
 
 

 
 
○「英語ノート」の内容を児童の実態，教師の願いに応じて工夫

したことは効果的だった。  
○「買い物ゲーム」に児童は意欲的に取り組んでいた。小文字，

数字の理解につながった。  

 
 
 
○アイコンタクトをするようになり，あいさつでのコミュニケー

ションが向上している。  
○文字と数の復習を続けたことで，発音を聞くことに慣れてきた。

○「買い物ゲーム」を通して，コミュニケーションの楽しさを味

わっていた。ゲームでの役割がはっきりとしており，児童の実

態に応じた活動となった。今後も内容，場の設定を工夫してい

く。  
●「買い物ゲーム」で，品物の名前を言えない児童がいた。アク

ティビティの活動のレディネスを高める必要があった。単元の

初めから，少しずつ単語を示したり，アクティビティの前に発

音を練習するスモールアクティビティを取り入れたりする場

（品物の名前をゲーム形式で発音させるなど）を設けるとよい。

メインレッスンの充実につながる。  
●Because を使える範囲で活用して，理由を言わせていくとよい。

●書く活動はなくてもよい。  

 
 
○ＨＲＴ（P15 注釈参照），ＡＬＴ，児童の３人でのコミュニケー

ションを続けたことで，理由を加えた挨拶するようになった。今

後も導入に復習する時間を毎時間取り入れていく。  

 
 
●児童の努力をＡＬＴ，ＨＲＴと連携しながら行動観察し，評価

していく。  

●教師側の評価の観点と方法を明確にしておく必要がある。  
●自己評価，相互評価を続けて，児童自身が適切に評価できるよ

うにする。  
●評価カードは毎時間必要である。単元のまとめの段階だけでの

評価は，活動を思い出すのが難しい。本時の評価，まとめの評

価ができるようにする。  

●まとめの段階で，アクティビティで学んだことを生かしてコミ

ュニケーションが図れる活動を設定するとよい。評価に生かす

ことができる。  
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手立て３ 指導体制の在り方について  
ア．指導者による役割の明確化と指導体制

のパターン化（ＡＬＴとの連携）  
ＨＲＴは全体の流れを組み立てる。ＡＬ

Ｔは正しい発音や音声を児童に聞かせる。

それぞれの分担を明確にして指導する。  

 
○ＡＬＴ，ＨＲＴの役割が明確になった。ＡＬＴの説明をしっか

り聞かせ，分からないところだけＨＲＴが説明を加えたことで，

ゲームの仕方を理解させることができた。ＨＲＴが通訳せずに

活動できるようになってきている。  
●「買い物ゲーム」で，ＡＬＴが店を出してもよかった。  

 

(2) 実践事例２（５年 英語ノート１ Lesson６） 

単元  具体的な手立て  成果と課題 （○は成果，●は課題）  

五  
年  

 
外

来

語

を  
知

ろ

う  

 

 
十  
一

月

六

日  

 
 

手立て１ 「英語ノート」等の教材の効果

的な活用方法について  
ア．「英語ノート」の活用  
 活動内容に応じて「英語ノート」の活用

方法を変えていく。児童の実態に応じて，

使用する単語を増やしたり，アクティビテ

ィの内容をよりコミュニケーションが図れ

るものにしたりするなど工夫をする。また，

児童に「英語ノート」を持たせる場面と電

子黒板を活用して，全体で「英語ノート準

拠デジタル教材」を見て活動する場面など，

活用の仕方を工夫していく。  
イ．ねらいに応じた指導方法  

単元の流れの中で，アクティビティの難

易度を上げていくように，学習活動を設定

していく。また，１時間の授業の中でもア

クティビティにつながりを持たせて，難易

度を上げていくようにする。  

 
 
 
 

【レストランごっこ】 

ウ．学習過程の工夫  
 指導過程を，導入，展開，まとめの３段

階とする。導入では発音練習など復習をす

る。ＡＬＴ，ＨＲＴ，児童の３人でのデモ

ンストレーションを取り入れる。  

 
手立て２ 外国語活動における評価の在り

方について  
ウ．単元及び 1 単位時間の評価規準の作成

展開の活動の行動観察（意欲や表現の理

解），まとめでの振り返り（ＨＲＴとＡＬＴ

で分担して表現の受け答えをしているか），

単元の終わりでの評価カードの３点で評価

 
 
○「英語ノート」は，使えるところはどんどん使っていく。書き

づらい場合はボードや探検バッグを活用して書かせる。  
●使いづらいデジタル教材がある。児童にとって有効な教材を選

び，電子黒板を活用しながら使用していく。  
○電子黒板を有効に活用していた。電子黒板は使い方が大事であ

る。児童の興味が操作のみとならないように注意する。  

 
 
 

 
○リズムボックスに合わせた自作のチャンツを取り入れること

で，児童は五感を働かせて活動していた。また，考えて発語し

ていた。考えることは，聞くことの向上につながる。  
○メインアクティビティの「レストランごっこ」は児童の関心・

意欲を高める活動であった。楽しみ，前時の学習を思い出しな

がら活動していた。  
○活動時，自分の名前を言うのがよい。さらに，「Let me see.」

「Well.」「Here it is.」など自然な相づちをするように支援する・

●今後，児童のコミュニケーション活動が充実した授業となるよ

うに，次の４点を目標に授業作りをしていく。「big voice」「eye 
contact」「smile」「try」  

 
○ＡＬＴ，ＨＲＴ，児童のかかわり合いがよくできていた。  
○アクティビティでのＡＬＴの役割は，児童とのやりとりが自然

な場面で行われていて，ストーリーがあってよかった。  

 
 

 
 
●外来語についての振り返り活動があった方がよかった。  
●学習の成果を貯めていくことで，児童は自分の成長を実感でき，

さらに相互評価にもつながっていく。  
○クラスルームイングリッシュで，すぐに褒めるのもよかった。

リアルタイムでの評価は効果がある。  
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する。展開の活動では，ＡＬＴが児童と一

緒に活動し，ＨＲＴがその様子を把握した

り，評価に生かしたりする。児童には１時

間ごとに振り返りを記入させ，自己評価を

行わせる。  

 
手立て３ 指導体制の在り方について  
ア．指導者による役割の明確化と指導体制

のパターン化（ＡＬＴとの連携）  
ＨＲＴは全体の流れを組み立てる。ＡＬ

Ｔは正しい発音や音声を児童に聞かせる。

ゲームの説明も基本的にはＡＬＴに任せ

る。  

○自己評価カードを工夫したことにより，時間をかけずに書くこ

とができ，よかった。  

 
 
 
 
 
●児童には，１つ１つの発音よりも，全体のリズムに気を付けて

言わせるようにする。  
○前時の学習の成果が出て，表現に慣れてきていた。さらにチャ

ンツからの流れが生きてきていて，教え合ったりする様子が見

られた。さらに，場に合った言葉を活用してコミュニケーショ

ンが図れるようにする。  

 

(3) 実践事例３（６年 英語ノート２ Lesson６） 

単元  具体的な手立て  成果と課題 （○は成果，●は課題）  

六  
年  

 
行

っ

て

み

た

い

国

を

紹

介

し

よ

う  

 
 
 
一

月

二

十

七

日  

 
 

手立て１ 「英語ノート」等の教材の効果

的な活用方法について  
ア．「英語ノート」の活用  

 児童の実態に応じて，「英語ノート」に載

っているもの以外の単語や表現を取り入れ

たり，逆に難易度の高い単語や表現活動を

変えたりしていく。また，「英語ノート」の

アクティビティの内容をよりコミュニケー

ション中心の活動にする。  

 
イ．ねらいに応じた指導方法  

単元全体や１単位時間内のアクティビテ

ィの難易度が上っていくように学習活動を

設定していく。また，チャンツでは人数を

少なくしたり，国名や名物を変えて言わせ

たりするなどして難易度を上げていく。  

 
ウ．学習過程の工夫  

メインアクティビティの前にメインアク

ティビティで用いる表現を聞きとる活動を

取り入れる。  

 
手立て２ 外国語活動における評価の在り

方について  
ウ．単元及び 1 単位時間の評価規準の作成

展開の場面でのＨＲＴによる行動観察，

まとめの活動での自己評価，児童同士のや

りとりの中での相互評価を取り入れる。  

 
 
○「英語ノート」の内容をよく吟味して，国名，名物を児童の実

態に応じて必要なものを取り扱っているのがよい。  
○児童の実態に応じてその単元で扱う単語や表現を変えることが

できるのは，小学校外国語活動の利点である。  
●「英語ノート」にない単語の発音やアクセントについては，事

前に確認することが重要であることが分かった。  

 

 
○チャンツ（P15 注釈参照）はこれまでの３時間で，本時の学習に

必要な表現を練習させた。この取組が，表現の仕方を自然に身

に付けさせることにつながった。  
●メインアクティビティ「卒業旅行を計画しよう」の児童同士の

やり取りに不自然さがあった。自然な中でのコミュニケーショ

ンとなり，話す言葉が生きるように場面の設定を工夫する必要

がある。  
○聞きとり活動では，表現をたくさん聞かせ，「全体→２グループ

→ペア→１人ずつ」など形態を変えながら表現を何度も言わせ

たことで，児童は自信をもって表現していた。  

 

 
 
 
                          【「聞きとりの活動」ペアの様子】 

●児童同士やりとりをしながら，活動カードに書かせたことで，

聞いたり話したりする活動が不十分になった。  

○自己評価カードの書く欄に，友達のよいところを記入していた。
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手立て３ 指導体制の在り方について  
ア．指導者による役割の明確化と指導体制

のパターン化（ＡＬＴとの連携）  
展開場面では，ＡＬＴが児童とともに活

動する。ＨＲＴは，それぞれの児童とやり

とりをすることで，支援が必要な児童を確

認して支援したり，児童がねらいを達成で

きているかを評価したりしていく。  

取組を続けてきた成果が出ている。  
●相互評価で書かせたことをどのように活用していくのか，その

方法を考える必要がある。  

 
○アクティビティの説明を ALT がすることを継続して行ってきた

ことで，児童に ALT の英語での説明をしっかりと聞こうとする

習慣が身に付いている。ある程度の内容も分かるようになって

いている。  

○ＡＬＴのブースが児童の興味・関心を引いていた。異文化を知

るよい機会になっていた。  
○全員の発表を聞くことで，支援と評価をすることができた。  

 
４ 研究成果 

(1)「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

ア．「英語ノート」の活用 

・ 各自「英語ノート」に直接書き込みをさせたり，「英語ノート」の絵を拡大して提示

したり，電子黒板を使用したりしたことによって，学習内容に対する興味・関心が高

まり，積極的な学習態度となった。 

・ 児童の実態に応じて扱う単語を増やしたり，表現も必要に応じて柔軟に取り入れた

りした。生活と結びつけて使おうとする態度が見られた。 

・ 「英語ノート」にあるアクティビティの内容を児童の実態に合わせて変更したこと

で，進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の姿が見えた。  
・ 「英語ノート」を単元のどの段階で，どのように活用したのか，それは有効だった

のかを『英語ノート記録表』として一覧表にまとめて，次回の指導計画に役立たせた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【表１「英語ノート」の活用の記録】 

５年 英語ノート記録表 （№の  ○  は ALT との TT 授業）  
№  月日  タイトル  評価規準  段階 ○有効 ●有効でない ＊未使用  
○1  ５  

／  
８  

世界の「こんに

ちは」を知ろう

①  
（Lesson1）  

世界には様々なあいさつ

があることを知り、積極

的に言おうとしている。

展開

 
展開

 
展開

 

○P4/5 の絵を拡大して示した。  
 各国の国旗も一緒に貼った。  
○P5 の Hello chant は役割でカラー

分けをした歌詞を拡大表示して示し

た。  
○キーワードゲームは「握手」から

「お手玉取り」に変更した。  
２  ５  

／  
１３  

世界の「こんに

ちは」を知ろう

②  

あ い さ つ の マ ナ ー を 知

り、積極的にあいさつを

して自分の名前を言う。

展開

 
 

●P6 の CD を聞いて国を当てること

は、ただ聞かせたのでは、６カ国中

３カ国くらいは難しかった。ALT が

いると背景にある文化などに触れら

れるのでよい。  
３  ５  

／  
２１  

世界の「こんに

ちは」を知ろう

③  

自分から進んで相手とあ

いさつをし、名刺を交換

しようとしている。  

展開

 
 

○P9 名刺交換は児童が進んでコミュ

ニケーションを図るよい活動になっ

た。  
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・ 「英語ノート付属デジタル教材」では，児童に絵，図，単語を効果的に提示するこ

とができた。デジタル教材は，絵・写真→音とつながりがあり，導入，展開，まとめ

の段階でも活用することができた。また音声教材は，ＡＬＴがいないときのリスニン

グで活用し，有効であった。チャンツも児童の発音，リズム，イントネーションの向

上につながった。 

 

 

 

 

 

 

【６年 「英語ノート」の拡大提示】   【５年 デジタル教材の活用】 

イ．ねらいに応じた指導方法 

・ 日常的に英語の歌を歌ったり，授業では，復習，学習内容の導入と歌のねらいを明

確にして活用したりしたことで，外国語活動への親しみや関心を高めることができた。 

・ チャンツは，リズムボックスや楽器を活用してテンポを調節したり，ＡＬＴにチャ

ンツを考えてもらったりしたことで，児童にとって発音しやすいものとなった。繰り

返し単語・表現を口にすることで，英語特有のアクセントやリズムを自然と身に付け

ていた。 

・ アクティビティでは，児童が英語を聞いたり話したりしなければならない場面や活

動したくなるような場面の設定を工夫した。活動に必然性が生まれ，児童の主体的な

活動につながった。 

・ 単元の流れの中で難易度を上げていくようにアクティビティを設定したり，１単位

時間の中でつながりを持たせながらも難易度を上げていくアクティビティの工夫をし

たりしたことには，自信をもって活動させるのに効果があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５年 歌とチャンツ】      【６年 アクティビティ 買い物ゲーム】 

ウ．学習過程の工夫 

・ 導入（あいさつ，歌，レビューP15 注釈参照），展開（メインレッスン P15 注釈参照，

アクティビティ），まとめ（振り返り）という指導過程の基本型を作成した。活動の基

本型にしたがって学習を進めたことで，児童だけでなくＨＲＴも見通しをもって学習

活動に取り組むことができた。 

・ 「レビュー」を取り入れることで，前時の学習内容を想起し，児童が進んで英語で

表現するようになった。 

・ 「レビュー」「メインレッスン」にＡＬＴ，ＨＲＴ，児童の３人でデモンストレーシ

ョンを行った。コミュニケーションの仕方を効果的に提示することがで，他の児童の

活動の援助として有効であった。 
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・ 「メインレッスン」「アクティビティ」で，ＡＬＴの発音を聞いてリピート（反復練

習）する機会を多く設定した。またアクティビティの説明をＡＬＴが行うようにした。

このことで，ＡＬＴの話や発音をしっかりと聞いて，発音したり活動したりする習慣

が児童に身に付いた。 

 

 

 

 

 

 

 

【５年 導入（あいさつ）】   【５年 デモンストレーション】 【５年 まとめ（ALT の話）】 

 

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

ア．年間指導計画の作成 

・ 基本的に「英語ノート」の指導計画を参考に年間指導計画,評価規準を作成した。６

年生の年間指導計画は，児童の実態を考慮して「英語ノート１」の内容を取り入れた。

１年目としては系統性のある指導計画となり，学習を効果的に進めることができた。 

イ．単元指導計画の工夫 

・ 略案作成と反省の記入を継続して行い，「英語ノート」の活用の記録を作成したこと

は，カリキュラムの改善と充実につながった。  
・ 記録の累積作業を通して，教師の単元を調節する力が高まった。  

ウ．単元及び 1 単位時間の評価規準の作成 

・ 評価規準の観点を年度途中から「外国語を通じて，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る（態度）。｣「外国語を通じて，言語や文化について体

験的な理解を深める（体験的理解）。」「外国語を通じて，外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しませる（表現）。」の３点に絞ったことにより，重点的に指導に当たること

ができた。  

目標  

評価規準  

外国語を通じて，積極

的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする

態度の育成を図る。  

外国語を通じて，言

語や文化について

体験的な理解を深

める。  

外国語を通じて，外

国語の音声や基本

的な表現に慣れ親

しませる。  

○英語を楽しもう  
・英語を使ってコミュニケーショ

ンを図り，楽しむ。  
・相手が伝えようとしていること

を注意深く聞き，理解しようと

する。  
・英語の音声に慣れ親しみ，相手

に自分の考えや思いを話す。  
・英語を通して外国の言語や文化

に親しむ。  

・英語を使って，進ん

で話したり，尋ねた

りして，楽しむ。  
・英語で自分の考えを

伝えたり，相手の思

い を 聞 い た り し よ

うとする。  

 

・相手の話を聞きと

る。  
・絵，文字，発音，

動 作 な ど 様 々 な

情報をもとに，理

解しながら聞く。 
・英語を通して，言

語 や 文 化 の 日 本

と の 違 い に 気 付

く。  

・英語で質問した

り ， 答 え た り す

る。  
・自分の考えを紹介

したり，発表した

りする。  

【表２ 外国語活動の目標と評価規準】 
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・ 観点に応じた評価規準の具体を作成したことにより，ＨＲＴ，ＡＬＴ等の立場で，

観察やノート等から評価をし，指導に役立てることができた。 

・ 振り返りの段階で，ＡＬＴから英語で評価を話してもらった。ＨＲＴの気付かなか

った児童の様子を知ることができたり，児童にとってはＡＬＴの話す英語に耳慣れし

て，おおよその意味がつかめるようになり，学習意欲を高める評価となったりした。 

エ．自己評価の工夫 

・ １単元１ペーパーの自己評価カードを活用した。児童は，その単元の活動の見通し

をもち，１時間毎に自分の振り返りを短時間で行うことができた。 

・ 相互評価の欄を設けたことにより，友だちの活動のよさを認め，取り入れていこう

とする姿が育ってきた。 

・ 学習での作品をポートフォリオ（P15 注釈参照）に蓄積したことは，教師側の評価

もさることながら，児童にとっても学びの実感・満足と今後の活動意欲にもつながる

ものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年 自己評価カード】           【６年 ポートフォリオ】 

(3) 指導体制の在り方について 

ア．指導者による役割の明確化と指導体制のパターン化 

・ Ｔ１はＨＲＴ，ＡＬＴはＴ２として発音やアクティビティを説明したり，児童と一

緒に活動したりする等，役割を分担した。ＨＲＴ，ＡＬＴとも児童の様子を観察する

心の余裕ができ，評価を生かした指導を展開することができた。また，児童はＡＬＴ

の話をしっかり聞こうとする態度が育ってきた。 

・ Ｔ１，Ｔ２の役割が明確になったことで，ＨＲＴ，ＡＬＴの意思疎通が短時間で図

れるようになり，ねらいを達成するための連携ができてきた。  
イ．授業力の向上 

・ 宮城教育大学の板垣信哉先生に研究授業を参観していただいて指導を受けた。また，

講話もいただき，「小学校外国語（英語）活動の目標と課題」について全教員で共通理

解を図ることができた。 

・ クラスルームイングリッシュをＡＬＴと相談して作成した。その活用方法について

ＶＬＴの宮城加代子先生から指導していただき，研修を深めることができた。 

ウ．教員の英語運用能力の向上 

・ 研修会や授業実践を重ねていく中で，発音,アクセントなどをあまり気にせず,進ん

で英語を発声することの大切さを学び，自信をもって活用していこうという意識が高

まった。 

 

５ 今後の課題と改善策について 

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について 

ア．英語ノートの活用 
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・ 英語ノートを，学習過程のどの場面で，どのように活用すれば効果的か。 

・ 英語ノート付属デジタル教材の効果的な活用方法 

・ 英語ノートと児童の実態が合わない内容の難易度の調整 

イ．ねらいに応じた指導方法 

・ 単元にふさわしい歌やチャンツ，アクティビティの開発 

ウ．学習過程の工夫 

・ 関心意欲を高める「デモンストレーション」の支援の在 

り方 

・ 学年段階，単元内での「聞く」「話す」の取り入れ方 

・ 文字提示の扱い方 

 

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

ア．年間指導計画の作成 

・ 今年度の指導の反省を踏まえて，年間指導計画を改訂 

・ 学校生活，家庭生活等との関連性をもたせた年間指導 

計画の作成 

イ．単元指導計画の工夫 

・ ＡＬＴを効果的に活用するための単元指導計画の吟味 

ウ．単元及び 1 単位時間の評価規準の作成 

・児童一人一人の評価記録の方法 

エ．自己評価の工夫 

・ 評価カードの内容，書かせ方の工夫 

・ 相互評価の活用方法          

 

(3) 指導体制の在り方について 

ア．指導者による役割の明確化と指導体制のパターン化 

・ ＨＲＴのみの指導において，ＣＤやデジタル教材の効果的な活用 

・ ＨＲＴ，ＡＬＴ，ＶＬＴも，互いにアイディアを出し合う授業づくりの推進 

イ．授業指導力の向上 

・ 研修の継続・推進 

ウ．英語運用能力の向上 

・ クラスルームイングリッシュの場に応じた活用の工夫 

 

用語の解説 

１．Ｐ２：ⅤＬＴ Volunteer language teacher の略（地域の英語を話せる人材） 

２．Ｐ４：ＭＩＡ Miyagi international association の略（宮城国際交流協会） 

３．Ｐ５：ＨＲＴ Homeroom teacher の略（学級担任） 

４．Ｐ５：デモンストレーション（場面の場面で英語を使って示すこと） 

５．学習段階を示す用語 

 (1)レビュー（復習） 

 (2)チャンツ（リズム歌） 

 (3)メインレッスン（主なアクティビティを含む学習活動） 

６．Ｐ11：ポートフォリオ 学習での作品をファイル化したもの 

 

【５年 自己評価カードの活用】

【６年「卒業旅行を計画しよう」】
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大和町立落合小学校

外国の文化やことばを通して，コミュニケーション能力をはぐくむ授業の在り方

－外国語活動・国際理解教育における授業実践を通して－

１ 学校の実態

児童数６４人 職員数１２人

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

児童数(人) ６ １１ １２ １０ １４ １１ ６４

学級数 １ １ １ １ １ １ ６

２ 研究の概要

(1) 主題設定の理由

① 今日的課題から

新学習指導要領では，２１世紀は「知識基盤社会」の時代ととらえている。このよ

うな知識基盤社会化やグローバル化が進む時代の中では，異なる文化や言葉を理解し

合いながらの国際協力も必要となってくる。この時代において，確かな学力，豊かな

心，健やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことが，これからの時代を

担う子どもたちにますます求められている。小学校に外国語活動を導入するねらいは，

外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しみながら，言語や文化についての理解を深め，

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てることであり，子どもの国際

的な視野を育成していく上で必要なことである。

② 学校教育目標の具現化から

本校では教育目標の実現に向け，児童数が少人数である特性を生かした，『縦割り

清掃』や『わかきピクニック』等，縦割り活動の充実を図っており，同学年ばかり

ではなく異学年とも日常的に活動する機会を多くもっている。同学年あるいは異学

年の集団の中で自分の思い・意見をはっきり言えることは，互いの心のつながりを

深めことにつながる。外国語活動や国際理解教育を通し，言葉を中心に意志を伝え

ること，すなわちコミュニケーション能力をはぐくむことで，本校の教育目標に迫

っていきたいと考えた。

③ 児童の実態から

本校の児童は，与えられた課題に丁寧に取り組もうとする姿が多く見られる。ま

た，全校児童数は６４人と少ないためか，大勢の前での活動になると消極的になる

傾向が見られ，なかなか自己表現ができないでいる。本校の「目指す子ども像」の

１つとして掲げている「意見をはっきり言える子ども」に対する教職員の自己評価

が低く，他の教科・領域における学習活動，学校行事など，学校生活全般の中で意

見をはっきり言えるような児童を育てていきたという反省が出された。

今年度，２年生以上に対して，実態調査としてこれまで実践してきた英語につい

てのアンケートを実施した。英語に対して約８割の児童が学習に前向きであるとい

う結果が得られた。「ゲームをしたとき（９３％）」，「体を動かしたとき（４１％）」

などに楽しさを感じていることも分かった。意欲的に学習に取り組み，その中で自

然に外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいるという点でこれまでの進め方
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に一定の評価ができる。ただ，意欲的なのは遊びの要素を多く含んでいる学習内容

であることも否めない事実である。これから実施される外国語活動のねらいである

『コミュニケーション能力の素地を養う』を目指した授業の展開が必要であると考

える。また，児童からは，「外国のことを知りたい（８７％）」，「話せるようになり

たい（７５％）」という積極的にコミュニケーションをとろうとする回答が多く得ら

れたことからも，本研究を通して外国語活動の目標及び国際理解教育のねらいにせ

まることができると考える。

④ 新学習指導要領の実施に向けて

平成２３年度から全面実施される新しい小学校学習指導要領では，新たに外国語

活動が導入される。第５学年と第６学年においてそれぞれ年間３５時間を実施する

ことになっている。このことを受け，平成２１年度からの移行期間の２年間におい

て，外国語活動の学習指導計画作成，授業実践，学習評価などの準備を進めていか

なければならない。本校では，昨年度まで「わかきの時間（総合的な学習の時間）」

や創意において国際理解領域を設定し，第１学年から第６学年まで英語活動や国際

理解の学習において取り組んできている。低学年・中学年には創意の時間や総合的

な学習の時間を活用し外国に対する興味・関心を十分に高めておくことで，高学年

で学習する外国語活動の目標である素地を養うための土壌を十分に育てられるので

はないかと考えた。

そこで，これまでの授業実践を生かしながら，本校における外国語活動の内容，

評価方法から授業実践を積み重ねていくとともに，児童のコミュニケーション能力

をはぐくんでいくことができるのではないかと考えた。

(2)研究目標

外国の文化やことばを通して，コミュニケーション能力をはぐくむ授業の在り方を

授業実践を通して明らかにする。

(3)研究組織(研究体制・組織図）

研究部 低学年部 ◎実態調査の実施・分析・考察

校 教 ・研究主任 全 学 ◎指導資料の作成・検討・保管

長 頭 ・教務主任 体 年 中学年部 ◎教材教具の作成・検討

・外国語活動担当 会 部 ◎授業記録の作成・保存

・現職教育主任 高学年部 ◎研究授業の実践

◎全体計画作成

◎校内研修企画・運営

◎紀要編集・発行

(4)研究内容及び研究の方法

① 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

・英語ノートの指導計画・指導内容を主体とした授業の実践

・音声教材（CD)，デジタル教材の活用を工夫

・本校独自の指導計画を作成

・研究授業や実践授業をビデオに記録し，事後の討議の場において検証する。
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② 外国語活動における評価の在り方について

・児童が記入する自己評価カード(ふり返りカード)の累積

・児童の行動や発表の様子の観察と記録

・英語ノートの授業後の点検

・学習の中で行われるゲームで何人とかかわれたかなどを挙手させることによる確認

③ 指導体制の在り方について

・HRT が中心となった授業の展開

・ALT を活用した HRT の指導力の向上のための実践的な英語研修

(5)研究計画 〔研究全体会・研究授業・「研究のあゆみ」に関する日程〕

月 日 曜 主 な 内 容

4 20 月 指導主事学校訪問の授業計画

21 火 ６年 全国学力学習状況調査 (国語科・算数科における実態把握)

30 木 研究全体会Ⅰ→校内研究計画①

・研究主題 ・研究内容 ・研究方法

5 7 木 実態調査の実施(外国語活動に関する興味・関心など）

8 金 研修日 指導主事訪問に向けて (指導案の書き方）

28 木 研究全体会Ⅱ→校内研究計画②

・学年部ごとの研究内容と計画

6 29 月 指導主事学校訪問

研究授業〔５年 単元名「数で遊ぼう」〕・事後検討会

7 14 火 研究授業事前検討会〔１年〕

15 水 研究授業〔１年 単元名「英語で数を言おう」〕・事後検討会

30 金 ※夏季休業中 外国語活動(実践・評価）に関する研修

研究授業の授業記録作成

8 27 木 研究全体会Ⅲ(研究の進め方・環境整備について)

9 7 月 第 1 回研究部会（２学年研究授業，学年部の目指す児童像他）

9 水 学年部会（学年部の目指す児童像の検討，教室掲示の名称）

14 月 研究授業事前検討会〔２年〕

16 水 研究授業〔２年 単元名「数字の言い方を知ろう」〕・事後検討会

28 月 第 2 回研究部会（３学年研究授業，英語活動実施記録，ｸﾗｽﾙｰﾑｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ他）

10 1 木 学年部会（研究のまとめについて）

5 月 研究授業事前検討会〔３年〕

8 木 研究授業〔３年 単元名「世界の国からこんにちは」〕・事後検討会

21 水 第 3 回研究部会（英語活動実施記録用紙，役割分担，スキルアップ他について）

11 12 木 研究授業事前検討会〔４年〕

17 火 研究授業〔４年 単元名「世界に目を向けよう」〕・事後検討会

25 水 研究授業事前検討会〔６年〕

30 月 研究授業〔６年 単元名「道案内をしよう」〕・事後検討会

12 17 木 第4回研究部会(次年度の研究計画について，校内研修にかかわるアンケートについて）

21 月 実態調査の実施(外国語活動に関する興味・関心等）

25 金 研究授業記録・意識調査の集計の原稿提出

2 4 木 研究全体会Ⅳ→本研究第１年次の成果と課題について

12 金 研究全体会Ⅴ→児童の学習に対する意識や実態の検討
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22 月 研究全体会Ⅵ→本研究第２年次の内容について

3 10 水 研究のあゆみ(製本)

３ 実践事例

(1)実践事例１

第６学年 （HRT による指導）

単 元 名 道案内をしよう(Lesson5)

本 時 「マイタウン」の絵地図を作ろう

本時のねらい ・英語を使って，地図上の道案内をし合う

・相手の行きたい場所を聞き取り合う

主な学習活動

①ふり返りｶｰﾄﾞを配り，めあてを確認する

②復習(聞き取る）『集中力ゲーム』

③復習(声に出す)『ミッシングピースゲーム』

④アクティビティ（コミュニケーション）『マイタウン地図を完成させよう』

⑤教師の地図をもとに，代表児童に道案内をしてもらう

⑥振り返りをする（ふり返りカード）

考 察

外国語活動における評価の在り方について

・評価カードには，『道案内の言い方が分かった』の項目があると良い。

・評価規準ＡとＢの違いを『進んで』とすると判断が難しいので，明確な評価規準を設けると良い。

教材の効果的な活用方法について

・画面を音声と切り離すと，聞き取りの場面で集中することができていた。

・教室の広さに対して音量は事前に調節しておき，聞き取りやすくしておくことが大事。

指導体制の在り方について

・フラッシュカードは，全員だと発音できても１人では発音できない児童がいる。英語の

表現を覚えるために，一人一人に手をかけていくことが大事である。

(2)実践事例２

第５学年 （HRT と ALT による指導）

単 元 名 数で遊ぼう(Lesson3)

本 時 色々な国の数の数え方

本時のねらい 世界には様々なジェスチャーがあることを知るとともに，

１～ 10 の数を言う

〔図1 ﾐｯｼﾝｸﾞﾋﾟｰｽｹﾞｰﾑ〕 〔図2 学習形態の工夫によりHRTがｱﾄﾞﾊﾞｲｽできた〕
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主な学習活動

①復習『英語でジャンケン』

② CD のジャンケンのかけ声を聞いて，どこの国の言葉か予想する

③アクティビティ『３つの国の言葉でジャンケン』をする

④数の数え方を知るとともに，外国では数え方が違うことを ALT に示してもらう

⑤ ALT と“Ten Steps”を歌う

⑥振り返りをする

考 察

・挨拶の時の“ I'm ○○ .”という返事に対し，"Why ～？ "と返していくことが，自分で表

現する力を育てることになる。

教材の効果的な活用方法について

・英語ノートの教材をそのまま全部使う必要はない。ジャンケンと数字などの組み合わせ

にして，子どもを飽きさせないように良く工夫していた。

指導体制の在り方について

・ALT の英語が分からなくても，ジェスチャーを付けることで分かる場合も多い。すぐに

HRT が日本語を示さず，もう一度ゆっくり ALT に発音してもらうことが良い。

(3)実践事例３

第５学年 （HRT による指導よる指導）

単 元 名 外来語を知ろう(Lesson6）

本 時 フルーツパフェを作ろう

本時のねらい ・英語を使って欲しいものを尋ねる

・相手の要求を聞いてパフェを作る

主な学習活動

①ふり返りカードを配り，めあてを確認する

②復習（聞き取る）『キーワードゲーム』

③復習（声に出す）『チャンツ』

④アクティビティ（コミュニケーション）『友だちのパフェを作ろう』

⑤ふり返りをする（感想発表，ふり返りカード）

考 察

外国語活動における評価の在り方について

・感想を発表させることで，アクティビティでの児

童の様子を把握することができた。

教材の効果的な活用方法について

・キーワードゲームでは，相手に聞こえるように一

人一人が声を出すことができた。

教材の効果的な活用方法について

・絵カードを多めに作成しておくことで，繰り返し

アクティビティに取り組むことができた。
〔 図 3 キーワードゲームで声を出す 〕
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４ 研究成果

(1)英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

・英語ノートの指導計画･指導内容の流れに沿うことを中心に授業を進めてきた。しか

し実際には，単元の中で１単位時間の内容にアクティビティの活動を多く取り入れた

りする必要性を感じたこともあり，学習を進めていく中で教材の順番を入れ替えたり，

時には学習過程を組み替えることも行った。その結果，児童は，学習したいという思

いを持ち，授業に積極的に取り組もうとするようになってきた。

・１単位時間の中で扱う予定の単語の数が多い場合，コミュニケーション場面で使う単

語の数を減らしてアクティビティを行った。アクティビティで扱わない単語について

は，デジタル教材や音声教材（CD)を活用しネイティブな英語の発音を繰り返す時間

を別に設けた。このことにより，アクティビティではより会話に集中して取り組むこ

とができた。また，英語を聞き分けることに面白さを感じるようになり，“ I have ～

”と“ I don't have~”，“ I can ～”と“ I can't ～”など，発音の違いを聞き分けることが

できた時に喜びを感じる児童が増えてきた。

・既習の表現を活用できるように，コミュニケーシ

ョン場面を学習過程に取り入れるようにした。コ

ミュニケーション場面に簡単な英会話を入れるこ

とで，コミュケーションをとることの面白さが実

感でき，既習の表現を使おうとする意欲につなげ

ることができた。

・アクティビティキット（指導資料セット）に含ま

れないカード類は，デジタル教材からダウンロー

ドをして活用した。また，アクティビティの活動

内容に合わせて，表情カードや絵地図など教材の

自作も進めた。英語ノートの活動に合わせた教材

を準備することで，児童は意欲をもって学習に取

り組むことができた。

・日常的に外国の文化に触れられるよう，国際理解コーナー（『ハロー！ワールド』）

を設置した。また，各教室には英語による表示を進めた。月や曜日にかかわるもの，

地図や写真，調べ学習で活用できる資料などを掲示したことで，児童の興味･関心を

高めて学習に生かすことができた。また，校内では用意できない外国の様々な物品に

関 し て ， 保 護 者

に協力を求めた。

様 々 な も の を 収

集 す る こ と が で

き た の で ， 児 童

は そ れ ら の 中 か

ら 自 分 に 興 味 の

あ る も の を 見 つ

け 出 し 授 業 に 活

用することができた。

(2)外国語活動における評価の在り方について

・今年度，自己評価カード（「ふり返りカード」）を活用することを中心に評価を進め

〔図6 国際理解コーナーの設置〕〔図5 職員室入り口の表示〕

〔図４ 道案内に使用した２種類の地図〕
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た。『聞くこと』『話すこと』『コミュニケーションにかかわること』の３つの観点と

本時の授業の感想を記入するようにした。３つの観点の質問を授業に合わせた具体的

な内容にしたことで，短時間で自己評価を行うことができた。

・ふり返りカードは，授業の導入時に配布した。３つの観点を示すことで，児童は「ど

んなことに取り組めばよいのか」というめあてを意識して学習に取り組むことができ

た。

・ふり返りカードの感想に，「前より上手く話せた。」「今日は，英語が聞き取れた。」

など前時との比較を記入をする児童が増えてきており，児童の理解の様子を捉えるこ

とができた。

・アクティビティで気付いた友達の良さや何人と会話ができたかなど，本時の感想を話

し合う時間を設けることで，『○○君の英語が分かりやすかった』など友達の伝え方

の良さについての感想が聞かれるようになった。教師が気付かない児童の活動の様子

についても把握することができた。

・ふり返りカードを発表の場面で活用した場合，話す側と聞く側に分かれるので，自分

の立場だけでなく相手の立場をふり返ることができ，相互評価につながるものとなっ

た。

・ふり返りカードを活用することで児童のつまずきも把握できたので，次時の学習に生

かすことができた。教師がコメントを入れることで，児童の意欲を高めることにもつ

ながった。

・いくつかの方法を組み合わせて評価を累積していくことで，児童の学びを評価するこ

とにつなげることができた。

(3)指導体制の在り方について

・今年度，本校では，ＨＲＴが中心となって授業を進めることを基本とした指導体制を

とった。ＨＲＴは中心となって授業を進める進行役(T1)，ＡＬＴには授業のサポート

役（T2)になってもらった。授業中，ＡＬＴにはできるだけ英語でのみ話しかけても

らい，ネイティブな英語を聞かせるように心がけた。ＨＲＴは，ＡＬＴの英語が児童

に伝わらない時に説明を加えるようにした。ＡＬＴのネイティブな英語を聞かせるだ

けではなく，表情やジェスチャーも真似るように声掛けした。コミュニケーションを

とるために，英語だけではなく顔の表情や身体表現など言葉によらないコミュニケー

ションの手段についても体験させるようにした。この指導体制を継続してきたことで，

児童には「ＨＲＴは授業の中心」で「ＡＬＴの先生は発音や外国の様々なことを教え

てくれる先生」という意識が育ちつつある。

・アクティビティなどの場面では，児童の学習状況の観察・把握に努めた。ペア学習や

グループ学習などアクティビティに合わせて児童の学習形態を工夫し活動させること

で，ＨＲＴが 1 人で行う授業でも教室全体の児童の活動の様子を観察することができ

た。その結果，英語がうまく話せないなどつまずきの見られる児童を発見した場合，

その場で支援したり，積極的にコミュニケーションをとる児童には賞賛を与えたりす

ることができたので，児童の意欲を高めることができた。

・英語運用能力を高めるために，本校担当のＡＬＴに講師としてスキルアップ研修に参

加してもらい，教師自身が英語を聞き取れるように研修を進めた。英語を話さなけれ

ばならない状況を設定し研修することで，クラスルームイングリッシュの発音や表現

法を確かめることに役立てた。ＡＬＴの参加は，「英語ノート」に掲載されている以

外の英語表現を示してもらうこともあり，英語運用能力の向上に努めた。
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５ 今後の課題と改善策

(1)英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

・国際理解コーナー（『ハロー！ワールド』）はこれまで，教師側が意図したものだけ

を掲示してきた。今後は，児童が見つけた外国のものや情報も掲示していく事を進め，

児童の興味を高め，外国の言語や文化についての体験的理解を深めるための環境をさ

らに整備していきたい。

・デジタル教材の使い方に慣れず，うまく教材が機能せず授業を中断してしまうことが

時々あった。デジタル教材については，どの部分が授業で必要なのか，どのようにす

るとその時に使いたい部分の音声を活用できるのかなど，効果的な使用ができるよう

に事前の準備を十分にしていかなければならない。

・今年度は，活動に合わせた教材を作成することができた。しかし，カードがあるから

自ら主体的にコミュニケーションをとって活動しているとは言えなかった。今後は，

児童自らが主体的に活動できるアクティビティを工夫していきたい。

・児童の実態に適したアクティビティが見つけられない時もあった。今後も，アクティ

ビティの工夫を続け，授業の開発を進めていきたい。

(2)外国語活動における評価の在り方について

・ふり返りカードには，｢聞く｣，｢話す｣，「コミュニケーション」にかかわる項目を必

ず入れるようにしてきた。しかし，「聞く」ことを中心に授業を組んだ時には｢聞く｣

項目だけに焦点を絞り，ふり返りカードを作成しても良かった。学習内容に応じたふ

り返りカードとなるように，項目を厳選し，焦点化していくことも検討したい。

・ふり返りカードは，ＨＲＴと児童の間でのやりとりとなっていた。教室にふり返りカ

ードを掲示するなど，互いの学びの様子を知る場を設け，それぞれの学びの良い点が

多くの児童に広がっていくよう工夫を図っていきたい。

(3)指導体制の在り方について

・ネイティブスピーカーとしての役割を担った人材をリストアップするなど，地域の情

報をよりどころとして，ゲストティーチャーの情報も寄せていただけるように働きか

けていきたい。

・打合せを事前に行うため，授業の展開の変更などがある場合は指導分担の確認ができ

ないことがあった。限られた時間の中で効率的に打合せを行うためにも，基本的な授

業の形態を確立していく必要がある。
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加美町立賀美石小学校 

 

進んでコミュニケーションを図り，共に学び合う児童の育成 

－外国語活動における授業展開の工夫を通して－ 

１ 学校の実態 

 児童生徒数 102 人 職員数 20 人（県費 13 人，町費７人） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

児童数 12 21 13 17 21 16 ２ 102 

学級数 １ １ １   １ １ １ ２ ８ 

 

２ 研究の概要 

(1) 主題設定の理由 
① 教育の今日的課題を受けて 

   今回の学習指導要領改訂において，各教科等における言語活動の充実は，重要な改善の視点で

ある。言語活動への取組は，国語科のみではなく，学校教育におけるすべての教科領域において

行われるものである。 
さらに言語活動は，「コミュニケーションや感性・情緒の基盤でもある」ことを意識したすべ

ての学習活動を通して育成されなければならない。 
近年，コミュニケーション能力の欠如，語彙や表現力の乏しさから，自分の感情を抑えきれな

い子どもが増えていると言われている。このような現状から，コミュニケーションを重視した言

語活動を授業の中に位置付けることが重要である。 
   そのためには，子供たちに言葉の大切さや豊かさ等に，具体的に気付かせていくことが大切で

あると考える。 
② 学校教育目標の具現に向けて 

   本校では「心身ともに健康で自ら学ぶこどもの育成」を教育目標に掲げ，「やさしくおもいや

りのある子」「かしこくよくかんがえる子」「たくましくじょうぶな子」の育成を目指している。   
また，実践的努力事項の一つとして「ふれあいやかかわりを大切にする教育活動の推進に努め

る」ことを目指し，人とのかかわりを重視しながら日々の教育実践に取り組んでいる。 

その具現化のために， 
 

・ 児童一人一人の成長・発達を考慮した基礎的・基本的知識，技能を習得させること。 
・ 習得した基礎的・基本的知識，技能を生かして，課題解決能力（思考力・判断力・表現力） 

の育成に努めること。 
・ 友達と共感・交流し合いながら，互いに学び合うために切磋琢磨したり，励まし合ったりす

る児童の育成に努めること。 
 
  を目指して実践に取り組んでいる。             

進んでコミュニケーションを図る力を付けるためには，学校生活の中の様々な学習場面で対話

のある授業を展開することが大切である。その授業から，自らの考えを表現する喜び，言葉のや

り取りによる感情や思いの交流をする喜びが生まれると考える。 

③ 児童の実態から 

   本校の児童は，明るく素直であるが，授業の中で自分の考えを友達に伝えたり，友達の考えと

自分の考えを比較したり，さらに良い考えを生み出そうとするまでには至っていない。 
加美町では平成 15 年度から「世界の国々の人々と積極的にかかわれる人材の育成」を目指し，

ＡＬＴを各小学校に配置した。本校では昨年度までに，全学年で年間 20 から 30 単位時間の英語

活動を行ってきた。 
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児童は簡単な英語でのあいさつや歌，ゲームを楽しんできた。しかし，英語での問い掛けに反

応したり，自分から英語を使ってコミュニケーションを図ろうとしたりする児童が少ないという

現状であった。 

 そこで，児童にコミュニケーションの楽しさを味わわせ，積極的な学習態度を育成するために 

教師一人一人が日々の授業を振り返り，反省しながら次への手立てを再考し，指導している。 
 ④ 保護者の願いから 

保護者の学校教育への関心は高い傾向にあり，学校行事等に対しても協力的である。 
学力面に関しては，学力向上を願う保護者が，年々多くなってきているが，家庭学習への働き

掛けについては，子ども任せになっている保護者も見られる。 
一方で，教師に対しては児童へのきめ細かな指導や，基礎・基本が確実に身に付く指導を望ん

でいる。また，自分の考えをもち発表できるようになってほしい，相手に伝えることができるよ

うになってほしいと考えている保護者も多い。 
⑤ 「外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の在り方等に関する実践研究事業」の指定

を受けて 

昨年度から取り組んでいる算数科の研究により，「学級の人数が 20 人前後にもかかわらず，少

人数を意識した指導ができていない。」という課題が明らかになった。そこで，本年度は「小規

模校であることを意識し，児童一人一人が学ぶことへの意欲をもち，学ぶことへの喜びを得るよ

うな授業展開を工夫する」ことが大切であると考えた。 
本校のような小規模校において，このような実践の機会が与えられたことで，改めて教師とし

ての「指導力・授業力向上」を意識し，研究を推進することとなった。 
 

   以上のことから，児童一人一人に応じた「授業展開の工夫」を，外国語活動を通して追究し，

「児童のコミュニケーション能力」の素地づくりと「学ぶ意欲と喜び」を味わわせることができる

授業力を，教師が一丸となって身に付けていきたいと考え，取り組むこととした。教師の授業力が

向上してこそ，児童への個に応じた指導を通して一人一人の良さを引き出すことができ，「児童の

コミュニケーション能力」の素地を身に付けさせていくことができると考える。さらに，学び合い

の場を意図的に取り入れることによって，「共に学び合う児童」を育成していくことができると考

える。 
 

 【 研究主題・副題のとらえ方 】  

  １ 「進んでコミュニケーションを図る」とは 

    「進んでコミュニケーションを図る」とは，自分の考えや気持ちを積極的に伝えようとする

態度であり，自分のこれまでの知識としてもっている語彙や表現力を生かし，相手にも自分の

言葉や動作でコミュニケーションを図ろうとすることであると，とらえている。 

ここで求めることは， 

○「言葉の面白さや豊かさに気付くこと」 

○「言葉を適切に（場や状況を考えて）使うこと」 

○「言葉で相手に自分の気持ちや考えを分かりやすく伝えること」 

である。 

２ 「共に学び合う」とは                         

    「共に学び合う」とは，友達とのかかわりを通して自分の考えをより確かなものにしたり，

自分の考えを修正したり，新たな知識を得て理解を深めたりするなど，互いに学びを向上させ

ていくことととらえる。自分の考えや気持ちを自由に表現する喜びを味わったり，友達と言葉

のやりとりから感情や思いを深めるたりすることによって，相互の学び合いが起こってくる。 
具体的には，  

   ○ 友達の学び方を参考にして，自分の学び方の質を向上させていく姿 
○ 友達の考えと交流し，衝突することによって自分を豊かにする姿 
○ 友達の考えを理解したり，受容したりし，互いに共感しながら自分も他人も高めていく姿 
 である。 

     
  
  



－26－ 

３ 「外国語活動における授業展開の工夫」とは 

    「外国語活動における授業展開の工夫」とは，常に児童の「進んでコミュニケーションを図

る姿」「共に学び合う姿」を意識し，手立てを考えながら常に授業改善を図ることである。具

体的には，各指導過程の中で意図的に学び合いの場を設定していくことで共に学び合う児童を

育成することができると考える。 
 

(2) 研究目標 

  外国語活動において，担任やＡＬＴ，友達と積極的にコミュニケーションを図る児童を育成する

ための指導の在り方を，授業展開の工夫を通して明らかにする。 

 

(3) 研究組織 

 ① 運営構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 組織の主な活動 
組 織 名 主 な 活 動 内 容 

研究全体会 ○ 全職員の研究に対する共通理解を図り，指導の実践を積み重ねていく。 
 ・研究主題に迫るための全体討議・・・授業研究による検証 
 ・共通理解を図るための理論研究 ・各学年部からの報告 

研究推進委員会 ○ 全体としての研究の計画立案や審議に当たる。 
 ・研究の方向と原案づくり ・研究課題の検討と，研究計画立案，検討 ・研究

推進の調整 
外国語活動研究

部 
算数科研修部 

○ 学年実践授業を通して研究していく。 
 ・全体授業研究 ・学年部授業研究 ・専門部授業研究 ・ミニ授業研究  

・模擬授業研究 
外国語活動 

プロジェクト 
チーム 

○ 外国語活動担当副研究主任が総括し，研究主任が全体支援を行う。 
【評 価 部】 ・評価規準表，年間指導計画の作成 
【指導案部】 ・学習指導案の形式の作成と改善 
【教材教具部】 ・教材教具の累積と管理 

・校舎内，教室内の学習環境の整備・掲示物等に関する提案 
【環 境 部】 ・児童が学習を進めるための教室以外の教育環境づくり 

５学年研究部 ○ １，３，５年担任で組織し，研究の４つの視点に沿った授業展開を工夫 
６学年研究部 ○ ２，４，６年担任で組織し，研究の４つの視点に沿った授業展開を工夫 

 

運営部（校長・教頭・教務主任）

外国語活動研究部 
（外国語活動担当副研究主任） 

外国語活動プロジェクトチーム 

評価部 指導案部 教材教具部 環境部 

５学年部研究部（１・３・５年担任） ６学年部研究部（２・４・６年担任） 

研究全体会 

算数科研修部 
（算数科担当副研究主任） 

研
究
主
任
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日常的実践 
＊一人一人に応じた授業展開の

工夫を図る。 
＊業前活動の充実を図る。（チャ

レンジタイム，読書タイム）

(4) 研究内容及び研究の方法 

  以下の４つの視点を大切に，授業展開の工夫を探っていく。 

① 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

  ○ 「英語ノート」，音声ＣＤ，デジタル教材を取り入れた指導展開を工夫し，どの場面で，ど

のように活用すればよいか探る。 

  ○ 「英語ノート」指導資料を基に，年間指導計画の作成の在り方（方法）について探る。 

 ② 外国語活動における評価の在り方について 

  ○ 教師（Ｔ１,Ｔ２）による行動観察，児童による相互評価，自己評価をどのように行えばよい

か探る。 

  ○ 「言語や文化についての理解」「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度」「外国

語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ」の観点で評価規準を設定し，客観的で適切な評価の在

り方を探る。 

 ③ 指導体制の在り方について  

  ○ ＨＲＴとＡＬＴの円滑なＴＴの在り方を探る。（一斉・ペア・グループ等の学習スタイルの

中で，ＨＲＴとＡＬＴの位置や役割をどのようにすればよいかを探る。） 

 ④ 学習スタイルの工夫について 

  ○ 活動内容によって，どのような学習スタイル（一斉・ペア・グループ等，また，その位置）

がよいか探る。 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
(5) 研究実践 

教師の願い 
＊学力，基本的生活習慣，基本的

学習習慣を身に付けさせる 
＊望ましい人間関係を育成する。 

 
① 評価規準の作成 
② 自己評価の活用 

③ 相互評価の活用 
④ 「英語ノート」の活用 

学校教育目標 
心身ともに健康で自ら学ぶ 

子どもの育成 
 
☆ やさしく思いやりのある子 

（やさしく） 
☆ かしこくよく考える子   

（かしこく） 
☆ たくましくじょうぶな子  

（たくましく）

児童の実態 
＊明るく素直で穏和である。 
＊積極性，主体性に乏しい。 

地域・家庭の願い 
＊自主性，忍耐力のある子 
＊思いやりのある子 

今日的課題 
＊生きる力の必要性 
＊少子化による人間関係づくり

の難しさ 
＊情報社会における弊害   

（思考力の低下） 
＊道徳的規範意識の低下

 
① イングリッシュコーナー 
② 校舎内表示  

学習環境 評 価  

 

① 学習スタイル（一斉・ペ

ア・グループ） 
② 座席配置（児童，ＨＲＴ，

ＡＬＴの位置） 
 

 

【 研究主題 】  進んでコミュニケーションを図り，共に学び合う児童の育成  

      外国語活動における授業展開の工夫を通して 

①指導体制 

 分析 
ア 指導計画 
イ 児童の実態      

ウ 学習教材（「英語ノー

ト」等の活用法） 

②  ミニ授業研究と，模擬授

業の実施 
ア 指導過程（略案の累積） 
イ Ｔ・Ｔの役割分担 

計画・分析 

学習スタイル  

【 研究全体構想について 】 

授業の改善 

授業の改善 

授業の改善 

外国語活動における「授業展開の工夫」を図るために 

視点① 

視点②

視点④ 

視点③ 
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月 研  究  計  画 

 ４  ３日（金）  職員会議「研究の概要の説明」 

 １０日（金）  第１回研究全体会 

 １４日（火）  外国語活動ミニ授業研究・事前，事後検討会（５年） 

 １５日（水）  外国語活動ミニ授業研究・事前，事後検討会（６年） 

外国語活動研修「理論研修」 

２０日（月）  職員会議「研究主題・副題の確認，評価について」 

 ２２日（水）  外国語活動研修「北部教育事務所指導主事 大竹先生来校」 

（理論研修） 

５   ７日（木）  第２回研究全体会「Ｂ訪問指導案検討」 

 １３日（水）  第３回研究全体会「Ｂ訪問指導案検討」 

 ２０日（水）  外国語活動研修「中核教員研修会の伝講」 

 ２９日（金）  指導主事Ｂ訪問 

 ６   ９日（火）  外国語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（５年） 

 １０日（水）  外国語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（６年） 

 １６日（火）  外国語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（５・６年） 

１７日（水）  環境整備・教材研究 

 ２９日（月）  第４回研究全体会「７月２７日 指導主事 C 訪問に向けて」 

７・８   １日（水）  第５回研究全体会 

１５日（水）  外国語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（５・６年） 

 １６日（木）  第６回研究全体会・研究推進委員会 

２２日（水）  第７回研究全体会・専門部会 

 ２７日（金）  指導主事Ｃ訪問（授業研究撮影ＤＶＤ活用授業検討会） 

２１日（金）  伝講会 

２４日（月）  研究推進委員会 

２５日（火）  第８回研究全体会 

 ９  ８日（火）  外国語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（５・６年） 

１１日（金）  指導主事Ｃ訪問（授業研究検討会，年間指導計画，評価規準表作成の

指導） 

１４日（月）  指導主事 C 訪問反省会 

１５日（火）  英語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（２・４年） 

１６日（水）  第９回研究全体会 

 ２８日（月）  第１０回研究全体会 

１０  ５日（月）  第１１回研究全体会 

２０日（火）  英語活動ミニ授業研究会・事前，事後検討会（１・３年） 

２６日（月）  指導主事Ｃ訪問 

（授業研究検討会，年間指導計画，評価規準表，公開研究会用指導案の指導）  

２７日（火）  第１２回研究全体会・指導主事 C 訪問反省会 

１１ 

 

 ６日（金）  第１３回研究全体会 

２４日（火）  指導主事Ｃ訪問 

（研究紀要，年間指導計画，評価規準表，発表用プレゼンの 終指導）  

２６日（木）  第１４回研究全体会 

１２ １日（火）  第１５回研究全体会 

 ４日（金）  外国語活動公開研究会 

７日（月）  第１６回研究全体会「公開研究会を振り返って」 

１ １３日（水）  第１７回研究全体会「残り３ヶ月で進めることについて」 

２  ８日（月）  第１８回研究全体会  

１０日（水）  第１９回研究全体会「今後の研究の取組について」 

３ ２日（火）  第２０回研究全体会「２２年度に向けての確認」 
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３ 実践事例 
(1) 実践事例 １ （ 12 月 4 日 公開研究会 第５学年授業 ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 児童の様子と反省 

   ○ たくさんの参観者に囲まれて授業を行い，普段の活発さがなかったので，ＨＲＴは緊張をほ

ぐすように働きかけた。次第に緊張もほぐれ，あいさつやクイズ等で進んで友達や教師とかか

わる姿が見られた。 
   ○ ブラック・ボックス・クイズでは，日本語で答えてもよいことに 
    なっていたが「英語で何て言うんだっけ？」と懸命に英語を思い出 

そうとする児童が多かった。また，このクイズの中で“What’s this?”， 
“It’s～”を自然に言うことができた。 

   ○ グループで「クイズ“What’s this?”」を行った際には，次第に児童 
の関心が，目隠しをして触れたものが何か，ズームされた写真のも 
のは何かという興味に移ってしまった。 

１ 単元名   Lesson 7  「クイズ大会をしよう」 
 
２ 単元の目標 ○ 積極的に相手にこれは何かと質問したり，答えたりする。 

○ 英語を使って，クイズ大会をする。 
○ 英語にも日本語の二字熟語と同じような言葉があることを知る。 

 
３ 本時の指導 
(1) 小単元名  「これは何か答えよう」 
(2) 目    標    ○ “What’s this?”という質問が分かり，答えようとする。 
(3) 指導に当たって 
  “What’s this?”の表現に慣れさせるために，ブラック・ボックスの中のものを触ったり，部分

写真を見たりして，それが何か当てる活動を行った。授業展開に当たっては，以下のような点

に配慮した。 
 ① 「英語ノート」等の教材の効果的な活用…「英語ノート」の絵を見て前時の活動を想起さ

せ，クイズの中で“What’s this?” “It’s～”をスムーズに用いることができるようにした。 
 ② 活動を評価するための工夫…グループ活動時には，ＨＲＴとＡＬＴが各グループに声を掛

けたり，共に活動したりしながら，詳しく児童の表情や会話の様子を観察するように努めた。

  活動の目当てを児童に示し，本時の自己評価の観点もはっきりと意識させるようにした。 
 ③ 指導体制の工夫…ブラック・ボックス・クイズでは，ＡＬＴの英語での説明に合わせて，

ＨＲＴがジェスチャーや表情を取り入れながらデモンストレーションをすることで児童の理

解を深めることができるようにした。 
 ④ 学習スタイルの工夫…児童一人一人がより多く会話をし，表現に慣れるようにするために，

  ゲームの際には，学習スタイルＢやＣを取り入れた。 
 
４ 主な活動の流れ（児童の活動） 
(1) あいさつ… ＨＲＴ，ＡＬＴと一緒に愛唱歌を歌う。ＨＲＴ，ＡＬＴとあいさつをした後，グル

ープで２分間のあいさつコミュニケーションを行う。 
(2) 導 入… 本時の活動内容やめあてを知る。【Let’s Chant 】♪What’s this?♪リズムに乗って歌

いながら前時の復習をする。（「英語ノート」p.44 ） 
(3) 展開①… ブラック・ボックス・クイズ。代表児童がブッラク・ボックスの中に入れる物を決

めて入れる。別の代表児童が中に入っている物に触れ，何が入っているか当てる。

言語材料，“What’s this?”, “It’s a ～” “That’s right. It’s a ～” 
(4) 展開②… 「クイズ“What’s this?”」  

(A) グループの中の一人が目隠しをし，触れたものを当てる。 
(B) 物の一部だけが写っているカードを見て，それが何か答える。 

(5) あいさつ… 本時の活動を振り返る。自己評価カードに書く。あいさつをする。 
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６ 参観者の意見・感想等 
   ・ 児童が，英語に慣れている。生き生きとした活動だった。    
   ・ ＨＲＴとＡＬＴのやりとりがスムーズでよい。 
   ・ 自己評価カードが１単元１枚という形式が良い。視点に沿った項目のほかに，「友達へ」と

いう欄や自由欄がある。（先生からもらえる）ハッピーポイントも子どもの意欲付けになる。 
 
  ７ 指導いただいたこと 

(1) 自己解放できる学級風土が大切 
(2) 担任だからできる指導の良さ 

・ ＨＲＴが授業をコントロールし，具体的な展開や一人一人への 
支援等，きめ細かい指導ができていた。発音場面等でＡＬＴをう 
まく活用していた。 

(3) 表現の必要性を感じさせる活動を盛り込むこと 
(4) 教材活用の仕方について 

    ・ 「知りたい表現はないか？」と投げ掛け，知的好奇心をわきたてるステップをもつとよい。 
(5) ゲーム導入時について 

    ・ 英語に慣れているかどうかによって，発音練習をしたり，逆に，ヒントが必要になるものを

入れたり等の工夫をする。 
(6) 主活動時について 

    ・ ねらいからそれてきた場合，環境の再構築をする。 
(7) 評価について 

    ・ 観点が情意面か動的な面かブレがあるので，具体的に設定し累積化してほしい。 
・ 評価を生かして次時の展開を工夫してほしい。 

・ 児童を救ったり，生かしたりするための情報としたい。 

 
(2) 実践事例 ２ （ 12 月 4 日 公開研究会 第６学年授業 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 単元名   Lesson 7  「自分の一日を紹介しよう」 
 
２ 単元の目標 ○ 世界には，時差があることに興味をもつ。 

○ 積極的に自分の一日を紹介したり，友達の一日を聞きとったりする。 
○ 自分の一日の生活を紹介する。 

 
３ 本時の指導 
(1) 小単元名   「自分の一日を紹介しよう」 
(2) 目  標  ○ 生活表を基に自分の生活を紹介し合う。 
(3) 指導に当たって 
   ＨＲＴの一日の紹介スピーチの後，ＡＬＴがそれに対して質問をし，本時の活動を知らせ

ると共に意欲をもたせるようにした。授業展開に当たっては，以下のような点に配慮した。 
① 「英語ノート」等の教材の効果的な活用…「英語ノート」p.49 を活用し，友達のスピーチ

から分かったことを書かせ，質問や答えがスムーズに言えるようにした。 
② 活動を評価するための工夫…グループで自分の一日を紹介する場面では，ＨＲＴとＡＬＴ

が机間巡視・指導を行い，賞賛したり，助言したりしながら児童の様子を観察した。 
③ 指導体制の工夫…グループ活動時には担当するグループを明確にし，指導・助言する。ま

た，児童の様子について随時話し合うようにした。 
④ 学習スタイルの工夫…ひだまり広場（多目的ホール）の前方では学習スタイルＡ・Ｃの場

の設定をし，歌やゲームを行った。後方では，学習スタイルＢ・Ｃを設定し，長机を使用し

て「英語ノート」に友達の一日について分かったことを書いたり，どの友達の一日の様子か

相談したりできるようにした。 
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  ５ 児童の様子と反省 
   ○ 児童は，友達が話していることに真剣に耳を傾け，友達の一日の 

様子について分かったことを書いていた。 
   ○ 自己評価をさせる時間をもっと長く確保し，一人一人がしっかり 

と振り返ることができるようにすると良かった。 
   ○ 「今日は日本語を使ってはだめなのかも…」と思ってしまったよ 

うで，スムーズに活動が進まない場面があった。 
○ 聞き取り，メモを取り終えるまで時間がかかり，時間内に会話が 

なかなかできなかった児童も見られた。 
  ６ 参観者の意見・感想等 
   ・ 声を出して英語の歌を歌っていた。すばらしい。 
   ・ 本時は分かったことのポイントだけをメモする活動ではないか。 
   ・ 評価のための評価でなく，次にどのように活躍させるか計画する 

ための情報としたい。 
   ・ 児童の実態に合わせて「英語ノート」を使っていった方がよい。 
  ７ 指導いただいたこと 
   ＊ 外国語活動とこれまでの英語活動は大きく違う。英語活動は，スキル，能力を高める指導で

あったが，外国語活動は，外国語を通じて「コミュニケーション能力の素地を養う」ものであ 
    る。 

(1) ゲームの活動について 
    ・ ゲームの内容は，fun (愉快,楽しい)ではなく，interesting（知的な面白さ）であること。 
    ・ ゲームありきでなく，ゲームをしながら気付いたり，分かったりすることが目的である。 

(2) コミュニケーションについて 
    ・ コミュニケーション能力の素地を培ってほしい。 
    ・ 本時活動で，友達のまだ知らない面を知ることができたであろう。 

(3) 指導体制の在り方について 
    ・ ＡＬＴと子どもとＨＲＴ，三角形で有機的にかかわっており，３者でのコミュニケーション

が図られていた。 
(4) 指導内容について 

    ・ 本時は目標が多かった。「自分の生活の流れを伝える」というところまででよかった。 
(5) 本時の評価規準について 

・ ３観点のうち１箇所に絞ってある。足りないところを身に付けさせる配慮をしてほしい。 
 

４ 研究成果 

４つの視点で授業展開の工夫を図った結果は以下のとおりである。 

(1) 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

始めは，そのまま「英語ノート」に書かせたり，対応するデジタル教材を用いたりして，授業

を進めてきた。また，黒板に「英語ノート」を拡大して提示したり，「英語ノート」をコピーして

記入させたり等，児童の実態に合わせて「英語ノート」を活用した。活動の中で用いるカード等も

４ 主な活動の流れ（児童の活動） 
 (1) あいさつ… ＨＲＴやＡＬＴとあいさつをする。ＨＲＴ，ＡＬＴと一緒に歌を歌う。 
       ＣＤに合わせてチャンツを言う。【Let’s Chant 】 
 (2) 導 入… ＨＲＴとＡＬＴの会話から，本時の活動内容を予想する。めあてを知る。 
 (3) 展開①… 生活表を見せながら，自分の一日を紹介する。聞いている児童は，メモをする。

言語材料：Hello, my name is～. I get up at～. I take a bath at ～. 
I go to bed about ～. Thank you. 

(4) 展開②… 「一日の紹介クイズ」 
グループから代表１名の一日を紹介し，それが誰のものか当てる。 

(5)  あいさつ… 本時の活動を振り返る。自己評価カードに書く。あいさつをする。 
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「英語ノート」の付属教材を活用してきたが，活動の中で児童の願いや思いが膨らむにつれ，「英

語ノート」や付属の教材のみでは，外国語活動への興味・関心をもたせたり，学ぶ楽しさを味わわ

せたりするためには十分ではなかった。 

そこで，絵カード等も同じものを何度も用いるのではなく，インターネット上からダウンロー

ドしたものを提示したり，それを活動の場所である教室，イングリッシュルーム，多目的ホールに

年間を見通して掲示したりした。また，その他にも，写真，おもちゃや縫いぐるみなどの実物，絵

本，教師の描いたイラストなどを用いてきた。また，多目的ホールには，壁一面大の世界地図に絵

カードを添付し，授業で各国の文化やスポーツを取り上げるときに利用した。 

   その結果，進んで図書資料やインターネットで外国のことを調べる児童の姿が見られるように

なった。また，児童は外国語活動に関する興味・関心を高め，授業の中でできるだけ英語を使っ

て会話しようとする姿も見られるようになってきた。 

 

（2） 外国語活動における評価の在り方について 

   今年度は，年間指導計画，評価規準表を「英語ノート」に沿ったもので作成した。「英語ノー

ト」は，学習指導要領の趣旨を十分に踏まえて作成されているが，児童の実態に合わせて，単元

や指導内容の入れ替えを行った。また，付属ＣＤ等の他に，「英語ノート」に準拠した市販の教

材等の活用も児童の外国語活動に対する興味・関心を高めるのに有効であった。 
 

① 年間指導計画について 

年間指導計画作成に当たっては，以下の５つの点を考慮して作成に当たった。 
 
 
 
 
 
 
    第５学年では，自分や身近な話題に関するやりとりを通して，友達とのかかわりを深めていく

ことをねらいとし，第６学年では，第５学年での経験を基に，視野を広げるための題材を扱い，

自分の国の文化や国語，自分自身に興味をもたせることをねらいとし，それぞれの言語材料を繰

り返し配列している。 
 

② 評価規準表について 

学習指導要領の３つの柱「１ 外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める」

「２ 外国語を通じて，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る」「３ 外

国語を通じて，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ」となる目標に基づいて作成に当たっ

た。指導者は，評価規準表を基に，単元の中でどのような力を児童に付けたいのかを明確にしな

がら指導に当たった。単位時間の活動の中でも，評価ポイントを明確にし，児童の反応やつまず

きの原因を見通しながら，活動の中でアドバイスしたり，賞賛したりできるように心掛けた。 

 
③ 自己評価表（振り返りカード）の活用 

授業中の教師の観察の他に，児童が自己評価カードを用いて授業を振り返るようにした。第５

学年，第６学年共に，外国語活動の３つの柱に基づいて作成した評価規準を基に活動の具体的な

目標をもたせるようにした。そのことによって児童の関心・意欲や活動の様子等を知る手がかり

にもなり，次時の指導，支援に生かすことができた。自己評価カードは，児童にどこまで学んだ

かを明確につかませることができるようにし，１年間ポートフォリオとして蓄積してきた。この

ことで単元や１年間の活動での変容をつかむこともできた。 

また，振り返りカードを用いた自己評価をさせ，朱書きを加えたものを累積し，児童一人一人

の取組を適切に評価するように努めた。 

その結果，児童は，相手に自分の英語が伝わるようにジェスチャーを付けたり，分からないと

ころを友達や教師に聞くなどする姿が見られるようになった。自分からなかなか会話できなかっ

た児童も，段々と明るい表情で，相手に伝えることを意識して会話ができるようになってきた。 

 

○ ２年間で児童に身に付けさせたい力を意識した年間目標の設定。 
○ 「英語ノート」を基に，具体的な指導内容を記載。 
○ 単元の目標と主な言語材料を記載。 
○ 単位時間の中で使用する教材教具を記載。 
○ 評価の観点とその具体的な評価方法を記載。 
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（3） 指導体制の在り方について 

ＡＬＴとの打ち合わせについては，なかなか時間がとれずに，授業直前の打ち合わせが多かっ

たが，ＡＬＴの勤務時間を変更し，放課後に時間を取り，授業の目標と評価，授業全体の流れ，扱

う言語材料，教材について話し合った。ＡＬＴからも活動のアイディアをもらいながら，T・T 指

導体制を強化していった。 

授業を進める上では，ＨＲＴとＡＬＴが共通した教材解釈をした上でＨＲＴが中心になって授

業を進めるようにした。ＡＬＴは児童にネイティブな英語を聞かせるようにし，英語のリズムや発

音に慣れ親しませることができるようにした。また，担任とＡＬＴの会話の場面を設定し，そのや

りとりを通して本時の課題をつかませるように工夫した。 

その結果，児童はＨＲＴとＡＬＴの役割を理解し，英語での言い方が分からない際にはＡＬＴ

に聞き，ゲーム等のルールについてはＨＲＴに質問をする等，意欲的に活動しようとする姿が見

られるようになった。 

また，ＨＲＴとＡＬＴの会話は，課題を把握させることが有効であったとともに，児童が教師

のように英語を使ってみようとする意欲付けにもなった。さらに，会話をするときのジェスチャ

ーや動きなどが児童の手本となり，児童が表情豊かに友達や教師とコミュニケーションを図るこ

とにつながった。 

 

(4) 学習スタイルの工夫について 

 本校では，活動時の児童の形態を「学習スタイルＡ・Ｂ・Ｃ」と呼び，また，指導者（ＨＲＴ

とＡＬＴ）の位置や動きを「学習スタイル○－a・ b・ c・ d 」とした。 

【 学習スタイルと指導者の動きについて 】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記のように児童の形態と指導者の位置や動きを分類し，指導案に明記することで活動の流れ

や指導者の役割をよりはっきりと意識して指導することができた。 

また，歌を歌う場，ＡＬＴの英語を聞いて話す場，友達や教師とコミュニケーションを図る場

等，活動の内容により意図的に学習スタイルを変えるようにした。ペアやグループでの活動では，

児童の実態に応じた的確な支援が必要となる。児童を褒めたり，励ましたりする英語を教師側で

巧みに用い，児童が友達とコミュニケーションを図る中で，学ぶことへの達成感が得られるよう

に心掛けてきた。      

  その結果，児童は多くの友達とのコミュニケーションを図る中から，友達の表情やジェスチャ

ー等をよく見て，相手が何を言いたいのかをしっかり理解しようとしている様子が見受けられる

ようになった。また，児童同士の交流の形態を変えることにより，コミュニケーションの形も様々

な形に広がった。学習スタイル B でグループの友達と一緒に行う活動を取り入れることで，友達

と何かを成し遂げる経験や友達と心がふれ合う喜びも体験させることができた。そのことが自信

となり，外国語活動へのさらなる意欲付けにもつながった。 
 

 

 

 Ａ・Ｂ・Ｃ ⇒児童の形態  a・ b・ c・ d ⇒ＨＲＴとＡＬＴの位置や動き 

学習スタイルＡ：一斉型 

（主に対教師で指示や課題把握を深め合うためのコミュニケーションの場） 

学習スタイルＢ：ペアまたは小グループ型  

（あいさつや紹介，ゲーム等を少人数で行うコミュニケーションの場） 

学習スタイルＣ：集合型 

（全体で発表，再確認をし合うためのコミュニケーションの場） 

a  →  ＨＲＴ，ＡＬＴともに児童と対面   ＊導入やまとめ，デモの時，等 

b  →  ＨＲＴ，ＡＬＴどちらかが児童と対面 ＊片方はＣＤをかける，掲示物を貼る等の補 

c  →  ＨＲＴ，ＡＬＴともに机間巡視や机間指導 

d  →  ＨＲＴ, ＡＬＴどちらかが児童と対面片方が机間巡視や机間指導に入る。 
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５ 今後の課題と改善策 （１２月４日以降 １月８日の「研究全体会」を受けて） 

(1) 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

     

主な教材教具等    効 果 的 な 活 用 方 法 に つ い て  （ ●は課題，◎は改善策 ） 

「英語ノート」 ● 現５年生が６年生になった時，「英語ノート２」の Lesson１と Lesson２は，

つまらないと感じる恐れがある。児童の実態に合わない内容の部分がある。

◎ 「英語ノート」は児童の実態に合わせて弾力的に扱い，英語に触れ，コミュ

ニケ－ションを活発にできるようにする。

絵カード ● 絵カードには，文字が書かれているものもあるが，文字を意識する必要はな

い。

◎ 絵や写真を用いて音声をとらえさせる場合には，「文字なし」の絵カードを

用いた方がよい。

◎ 教室での提示では，児童の興味・関心を高めるために A4 サイズ以上のものを

提示するとよい。

◎ 教室，廊下の掲示物の差し替えを定期的に行っていく。 

写真や映像 ● 外国の生活や習慣，行事等，文化の違いに気付かせるための写真や映像が不

十分であった。

◎ 外国の様子を紹介する写真は，日本と違う点ばかり強調したものより，日本

と共通する点に触れられるような写真や映像などを用いる方がよい。

教師による

ジェスチャー

● 英語でコミュニケーションを図る楽しさを児童に伝えることも大切である。

◎ 児童と共に学ぶつもりで，教師自身が豊かな表情を交え，楽しみながら外国

語活動に臨む。

 

上記のように教材を効果的に活用するために，児童の実態に合った教材教具の準備・開発に取

り組んでいく。 

 

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

自己評価カードは，評価規準を基に項目を立てて評価してきたが，５，６年の系統性を見直しな

がら基本形式を統一し，それぞれの単元にふさわしい観点で作成することが必要である。 

【活用した自己評価カード：５年生】        【活用した自己評価カード：６年生】 

 

 

 

 

 

 

＜Lesson７「クイズ大会をしよう」＞      ＜Lesson７「自分の一日をしょうかいしよう」＞ 

今日の 

活動 
見る 聞く 

 

話す 

 

ジェス 

表情 

友達

へ 

今日の

活動

今日の活動を

楽しくできま

した 

友達や先生の 

話をしっかり 

と聞けました 

相手の目を見 

て大きな声で 

話すことがで 

きました 

 

今日の活動

で学んだこ

と 

 

これは 

何かな 

 

     他 の 国

は 今 何

時 か 知

ろう 

    

感想 

 

先生から 
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教師による評価については，「児童の評価一覧表」を作成し一人一人の児童について活動

の様子を大単元の中で１度は記録できるようにしたい。また，長期的な目でみた児童の変容

（成長）も評価したい。 

児童の自己評価や教師による評価，反省から指導案に朱書し，授業改善をしていくように

する。 

本校としての評価の在り方について，今年度の取組から得られた課題や学校や児童の実態を押

さえた上で「誰が，どの場面で，何を，どのように評価するか」をはっきりさせて評価してい

くようにする。 
 

(3) 指導体制の在り方について 

   ＨＲＴとＡＬＴの授業の中での動きについては，２人ともＴ１のような動きになる等，実際の

授業の中で役割がはっきりしないことがあった。ＡＬＴはネイティブな英語を児童に聞かせ，英

語のリズムや音に慣れ親しませるようにすること，ＨＲＴは児童のコミュニケーションの姿，表

情等の活動の様子を的確にとらえ，ＡＬＴに伝えながら授業を展開していくということをより意

識することが大切であった。 

また，ＨＲＴがＴ１を行う意義を確認し，児童の実態をよく把握しながらグループ分けや一

人一人への配慮ができるようにしたい。 

   以上のことからＨＲＴとＡＬＴがそれぞれの役割を再確認して授業に臨めるようにする。 
 

(4) 学習スタイルの工夫について 

  児童の活動内容に応じて，学習スタイルを一斉，ペア,グループ等と変え，様々な交流の形態を

設定することにより，児童のコミュニケーションに広がりをもたせるようにする必要がある。 

学習スタイルＢでは，グループやペアで活動させることで，一人一人が友達や教師とかかわり

をもち，コミュニケーションを図る楽しさ，うれしさを味わわせることが大切である。 

さらに，なぜ，その学習スタイルをとっているのか意義を児童にも理解（意識）させ，どこで

学習スタイルＡ・Ｂ・Ｃに切り替わるのかを児童にもはっきり伝えていく。 

   上記(1)から(3)の内容を踏まえ，授業展開を見直し，どの場面でどの学習スタイルが児童のコ

ミュニケーション能力を高める上で有効なのかを考えていく。 
  

 
 
 
 
 

 

 

 学習スタイルの授業における基本形  

導入 Ａ → 展開 Ｂ，Ｃ（Ｂ，Ｃ…） → まとめ Ａ  

・ 学習スタイルの意義を教師も児童も意識して行うこ

とにより，授業のメリハリをつけることができる。
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栗原市立萩野小学校 

人とかかわり，コミュニケーションを楽しむ児童の育成 

  －「聞く・話す」意欲を高める授業づくりを通して－ 

 

１ 学校の実態 

 児童数 ５４人 職員数 １１人 

 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

児童数 ９ ７ ９ １０ ５ １４ ０ ５４ 

学級数 １ １ １ １ １ ０ ５ 

 

２ 研究の概要 

(1) 主題設定の理由 

 ① 今日的な課題から 

  社会の国際化・情報化が加速し，社会のグローバル化は今後ますます進展していくことが予

想される。人や物，情報が往還する中，地球環境や人口，食糧，経済等の問題の解決にあたり，

一国の利害だけではなく，世界全体を考えて生きていくことが求められている。また，日本国

内における外国人の増加により，異言語・異文化間のコミュニケーション能力の必要性が高ま

ってきている。このような社会の変化に伴って，従来の英語教育を見直し，コミュニケーショ

ン能力の向上を目指した外国語教育の改革を求める機運が高まってきている。 

  平成 20 年３月に小学校学習指導要領が告示された。今回の改訂により，小学校に外国語活動

が新設され，第５学年で 35 時間，第６学年で 35 時間の年間授業時間数が定められた。平成 23

年度からの本格実施のために，教員が研修を深め，実践を積み重ねて力量をつけることが求め

られている。 

  学習指導要領による外国語活動では，目標を「外国語を通じて，言語や文化について体験的

に理解を深め，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，外国語の音声

や基本的な表現に慣れ親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う」としている。

小学生の柔軟な適応力は，英語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことに適しており，外国語

活動を通してコミュニケーションへの積極的な態度を育成する上で重要な資質と考えられる。

授業の中で外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験することで児童は言語を用

いてコミュニケーションを図ることの大切さを知り，積極的にコミュニケーションを図ろうと

する意欲が高まるものと考える。 

 ② 学校教育目標の具現化から 

  本校では，学校教育目標を「心身ともに健康で，知・徳・体の調和のとれた人間性と社会性

豊かな児童の育成」と設定し，その具現のために，「深く考えともに学び合う子‐思考・社会

性‐」「明るく思いやりのある子‐自律・協調‐」「元気でたくましい子‐健康・体力‐」を

目指す児童像として日々の教育活動に取り組んでいる。 

外国語活動において，「聞く・話す」意欲が高まり，コミュニケーションを図る楽しさを味

わえるような授業を展開していくことにより，目標に迫っていけるものと考える。「自分の気

持ちをきちんと発表する」「友達の考えから学ぶ」「元気よくあいさつする」「自分のよい点

と他人のよい点を認め合う」「ねばり強く， 後までやり通す」など，外国語活動の中でも「学

び合い」「思いやり」「たくましさ」などの人間性を養う場面が多く含まれ，研究を通して本
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校の教育目標を具現化できるものと考える。 

 ③ 児童の実態から 

  本校は全校児童が５４名の小規模校であり，４・５年生が複式学級である。５年生が５名，

６年生が１４名であり，異学年で互いに刺激し合いながら，今年度は５・６年生１９名が英語

ノート１を使用して共に学んでいる。 

  児童は３年生の時から「総合的な学習の時間」において国際理解教育の一環として年間５・

６時間程度ＡＬＴとの交流を図りながら簡単な英語に親しんできている。また，昨年度からは

年間 35 時間，ベネッセ発行の「ＳＵＰＥＲ ＳＴＥＰ」を使用して英語活動を経験している。

誠実でおだやかなＡＬＴ，鮮明な画面とクリアな音声のデジタル教材にふれ，興味をもって意

欲的に学習に取り組んでいる。英語での簡単なあいさつの仕方や物の名前，楽しいゲームや歌

などに繰り返しふれることで英語への親しみが高まってきていると言える。しかし，「話す」

ことについては，恥ずかしさが先に立ち，声が小さくなるなど消極的な姿やどのように表現し

てよいか戸惑う姿も見られた。「聞く」ことについては，ＡＬＴや学級担任の話，デジタル教

材の音声には注意深く耳を傾けるが，友達とのコミュニケーションに対しては消極的な傾向で

ある。 

これらのことから，学習に「聞く・話す」必然性と楽しさを体験できる活動を取り入れ，繰

り返し英語にふれることで，児童は自信をもって積極的にコミュニケーション活動に取り組む

ようになるのではないかと考えた。このような授業づくりを通して，人とかかわり，コミュニ

ケーションを楽しむ児童を育成していきたいと考え，本主題を設定した。 

 

【研究主題・副題のとらえ方】 

「人とかかわり，コミュニケーションを楽しむ児童」とは 

  本校では，求める児童の姿を次のようにとらえた。 

  ○ 他者と積極的にかかわり，自分の気持ちや考えを言葉やジェスチャー，表情などで積極

的に伝えようとする児童 

  ○ 相手の言葉を注意深く聞き，気持ちや考えを正しく理解しようと努める児童 

  ○ 他者と気持ちが通じ合う体験を通して，相手とかかわる楽しさを感じ，積極的にかかわ

りを求める児童 

現代の子供たちは日本語によるコミュニケーションが不足し，コミュニケーション能力も低

下していると言われている。自分の思いをうまく相手に伝えられずに，安定した人間関係を築

くことができない児童もいる。自分の言いたいことを正しく相手に伝えたり，相手の言いたい

ことを正しく聞き取ったりするということが未熟であるために，人とかかわることに対して苦

手意識をもつ児童もいる。外国語活動では，日本語と異なる外国語を介することによって，相

手の言葉を注意深く聞くことや，相手の立場に立って理解しようとする態度が養われていくこ

とが期待される。限られた語彙の中で言葉以外のコミュニケーションの手段もさまざまに駆使

しながらコミュニケーションを体験していく中で，「表現力」や「伝え合う力」も高まるもの

と考える。自分にとって不自由な言語を使うことで相手に対して自分の思いを伝えることの難

しさも体験するが，それが伝わった時の楽しさは大きなものとなる。自分の発した言葉によっ

て相手がどう感じるか，相手の発した言葉で自分はどう感じるかを体験し，言葉を通じて心も

通じ合う体験をすることで児童はコミュニケーションの楽しさを感じることができるであろ

う。授業の中で，学級担任やＡＬＴ，ゲストティーチャー，友達とのかかわりを通してコミュ

ニケーションの楽しさを体験することで，さらに広く，積極的にかかわりを求める児童を育成

することができるものと考える。 
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『「聞く・話す」意欲を高める授業』とは 

   目指す児童像に迫るため，次のことに留意して授業づくりを進めていく。 

   ○ 「聞く・話す」必然性のある場面設定を工夫する。 

   ○ 高学年児童の知的好奇心を満たす意義のある活動を授業に取り入れる。 

   ○ 指導者が児童一人一人とかかわる場面を意図的に設定する。 

 児童は外国語に対して興味・関心があり，話せるようになりたいと願っている。また，聞い

て理解したいと願っている。しかし，その一方では難しいと感じ，うまく話せないことへの不

安や恥ずかしさも感じている。児童の不安を取り除くためには，失敗を恐れない雰囲気づくり，

繰り返し学ぶことや成功体験を積み重ねて自信をつけさせることが必要であると考える。単に

単語や文型を反復練習するのではなく，「聞く・話す」必然性のある場面設定を工夫し，高学

年児童の知的好奇心を満たす意義のある活動を授業の中で取り入れることで，児童は楽しさを

感じ，意欲が高まるものと考える。また，少人数ながらも３人の指導者がいるので，それぞれ

の特性を生かし，役割を交代しながら授業を進め，児童一人一人とかかわる場面を意図的に設

定する。児童に安心感を与え，自信をつけさせることで意欲が高まるものと考える。 

 

(2) 研究目標 

  人とかかわり，コミュニケーションを楽しむ児童を育成するために，「聞く・話す」意欲を

高めるための授業の在り方を探る。 

 

(3) 研究組織 

 

 

 

         

 

                        

 

 

 

 

 

 

(4) 研究内容及び研究の方法 

① 「聞く・話す」必然性と楽しさを体験できる活動と授業構成の工夫について 

  ・ 英語ノート等の教材の効果的な活用方法   

 ア 英語ノートデジタル版と電子黒板の活用 

  イ 児童の興味を引き付け，理解を助ける教材・教具の工夫と活用 

   ウ 少人数を生かした活動の種類と活動形態の工夫 

 ② 外国語活動における評価の在り方について 

  ・ 児童の実態を把握し，指導に生かすための評価の工夫 

   ア 単位時間ごとの児童による自己評価表の作成 

   イ 児童の意欲を高める評価表の活用 

   ウ 評価表をもとにした授業改善 

 ③ 指導体制の在り方について  

  ・ 児童が安心感をもち，意欲的に授業に取り組むための指導体制の工夫 

・ 評価の観点の設定 
・ 事前事後検討会の計画 
・ 検討会や文献の整理保存 

・ 研究全体計画立案 
・ 授業実施計画立案 
・ 授業案の形式作成 
・ めざす児童像（目標）の設定

・ 研究内容の検討 
・ 各計画の検討 
・ 事前事後検討会 

全体会 

低・中・高学年部 

研究推進委員会
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   ア 学級担任とＡＬＴ，ＧＴによる互いの特性を生かした効果的なＴＴの進め方の工夫 

   イ 英語でコミュニケーションを図るモデルとしての指導者の役割 

   ウ ＡＬＴ，ＧＴとの協力体制づくりとあたたかい人間関係の構築 

 ④ 小規模校，少人数学級における指導方法について 

  ・ ５・６年生がともに学ぶための指導方法の工夫 

   ア 教科担任制を導入した指導方法の工夫 

   イ 異学年の特質を生かした授業構成の工夫 

   ウ 英語ノート１を効果的に活用した指導方法の工夫 

 

(5) 研究計画  

 

月 日 研究内容 
４  

２ 
１５ 
２４ 
  

＜研究計画立案の月＞ 
【授業指導力向上研修】教材作成研修 

推進委員会（本年度の取り組み方と研究主題について) 
校内研究全体会（本年度の取り組み方研究主題・仮説研究授業の計画・月ご

との研究授業について） 
【授業指導力向上研修】外国語活動の基礎的理論 

５  
７ 

１１ 
２０ 

＜学ぶ月＞ 
校内研究全体会（校内研究の概要決定，学年での取組の確認） 

【授業指導力向上研修】デジタル教材の使い方 
【英語運用能力向上研修】クラスルームイングリッシュのスキルアップ① 

６  
１０ 
１７ 

＜学ぶ月＞ 
【授業指導力向上研修】指導法研修（ＤＶＤ） 

校内研究全体会（指導案の形式について） 
※ 外国語活動についてのアンケート調査Ⅰの実施 

７  
 

１０ 
１５ 

＜４年 研究授業の月＞ 
【授業指導力向上研修】 

４年 授業案検討会 
４年 研究授業・事後検討会 

※ アンケート調査の集約・分析 
８ 
 
 
９ 
 

 
２０ 

 
 

９ 
１６ 
３０ 

【英語運用能力向上研修】 
クラスルームイングリッシュのスキルアップ② 

＜５・６年 研究授業の月＞ 
【授業指導力向上研修】 

５・６年 授業案検討会 
５・６年 研究授業・事後検討会 
指導主事訪問 

１０  
 

２１ 
２８ 

＜１年 研究授業の月＞ 
【授業指導力向上研修】 

１年 授業案検討会 
１年 研究授業・事後検討会 
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１１  
１１ 

 
２５ 

＜２年 研究授業の月＞ 
宮城教育大学留学生との交流会 

【授業指導力向上研修】 
２年 研究授業・事後検討会 

１２  
２ 

 
９ 

 

＜３年 研究授業の月＞ 
 小学校英語教育研修会（５・６年生授業提供） 
【授業指導力向上研修】 

３年 研究授業・事後検討会 
※ 外国語活動についてのアンケート調査Ⅱの実施 

１    
８ 

１５ 
   
２０ 
 

＜学ぶ月＞ 
全体会（今年度の研究成果と課題今後の取り組み・まとめ方） 

【授業指導力向上研修】 
講話（学力向上成果普及マンパワー活用事業による研修会） 

 伝講会（先進校視察の伝講） 
※ アンケート調査の集約，比較分析 

２  
４ 

＜来年度にむけての月＞ 
全体会（来年度の取り組み方） 
個人のまとめ 

３  ＜来年度の準備＞ 
 

 

３ 実践事例 

(1) 実践事例１ 

【単元名】Ｌｅｓｓｏｎ５①（英語ノート１） 
【目 標】世界には様々な衣服があることを知り，その言い 

 方に親しむ。 
【主な活動内容】 
 ① あいさつをする。（ＨＲＴ，ＡＬＴ，ＧＴで児童を分 
  担して一人一人とあいさつする。） 

  ② ＧＴの「Travel Experience」を聞く。 
   ※ ＧＴ自身が日本の民族衣装である着物を身につけ， 

海外旅行で撮った写真を見せながら，世界の民族衣装 
を紹介した。また，韓国で購入したチマ・チョゴリの 

 実物を提示し，代表児童がこれを身に付けた。児童は 
    写真や実物を目の当たりにしたことで，興味をもって 

   話を聞き，世界には様々な衣服があることを知ること 
ができた。 

  ③ 英語ノートＰ３１，３２の絵を見て質問に答える。 
  ④ ［Let’s Listen］どのペアが話しているかを聞き取る。 
  ⑤ キーワードゲームをする。（衣服の言い方を練習） 
  ⑥ 着ている衣服の紹介の仕方を知る。 
   ※ 電子黒板を操作しながらＨＲＴとＡＬＴがデモンストレーションをして児童の理解を

助ける。 
  ⑦ ［Let’s chant］電子黒板の映像と音声を聞きながらチャンツを言う。 
  ⑧ 振り返りカードに記入する。 

【写真１：民族衣装について話すＧＴ】

【写真２：チマ・チョゴリを身に付ける児童】
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  ⑨ 本時のよかった点を聞く。 
  ⑩ あいさつをする。 
  

(2) 実践事例２ 

【単元名】Ｌｅｓｓｏｎ６①（英語ノート１） 
【目 標】外来語とそのもととなる語とでは，音が違うこ

とに気付き，英語の音に気を付けて発音しよう

とする。 
【主な活動内容】 
 ① あいさつをする。（ＨＲＴ，ＡＬＴ，ＧＴで児童を 

   分担して一人一人とあいさつする。） 

  ② ジェスチャーを付けて“Hello Song”を歌う。 

  ③ ＧＴの「Travel Experience」を聞く。 

   ※ 外来語が発音の違いから外国人に通じな

かった経験を話し，本時の学習への関心を

高めた。 
  ④ 身近な外来語を探す。 
   ※ 国語「言葉の由来に関心を持とう」の単元の学習を想起させ，事前に調べた外来語を

意図的指名により発表させ，身の回りには外来語がたくさんあることに気付かせた。そ

の上でＰ３６，３７の外来語ともとの英語の音が違うことに気付かせるように，違いを

意識しながら発音させるようにした。 
  ⑤ ＡＬＴの発音を聞いて，どの絵か探す。 
   ※ 各自の英語ノートでの指差しの後，グループ対抗でカード取りをした。グループ対抗

にすることでゲーム性を高め，意欲を高めた。 
  ⑥ キーワードゲームをする。 
   ※ ゲームの中で注意深く聞いたり，ＡＬＴの発音に

続いて繰り返し発音したりすることで，外来語とそ

の元の英語との音の違いに気付き，英語の音を意識

した発音ができた。ＡＬＴの英語による説明に児童

は注意深く耳を傾けた。その際，ＨＲＴとＧＴがデ

モンストレーションをして児童の理解を助けた。 
  ⑦ ［Let’s chant］電子黒板の映像と音声を聞きながら 
   チャンツを言う。 
  ⑧ 振り返りカードに記入する。 
  ⑨ 本時のよかった点を聞く。 
  ⑩ あいさつをする。 
 

(3) 実践事例３ 

 【児童の実態を把握し，指導に生かすための評価の工夫】 
  ※ 以下のことに配慮して評価を行った。 
   ○ 単位時間ごとに児童が評価する自己評価表を作

成し，授業の終末に記入させ，児童の実態把握に努

める。 
   ○ 評価表はコメントを添えて児童に返却し，次時の

【写真３：ピクチャーカードを活用したゲーム】

【写真４：夢中で取り組むキーワードゲーム】
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意欲付けや励ましに生かす。個別のファイルに累積す

ることで，児童の学びの記録とする。児童の意欲や努

力，課題や変容を把握するとともに，その後の指導に

生かす。 
   ○ 児童による自己評価から児童の願いを知り，授業改

善に生かす。 
   ○ 評価表に児童が互いのよさに目を向けられるよう

な評価項目を設け，認め合う雰囲気作りや意欲づけに

つなげる。 
   ○ 授業中の姿勢や話を聞く態度，集中力や意欲的な 

発表などについてはその都度ほめ，自信が持てるようにし，授業への意欲を高める。  
   ○ 授業の終末に，授業者が児童のがんばりや良かった点を話し，次時への意欲を高める。 
 

４ 研究成果  

(1) 「聞く・話す」必然性と楽しさを体験できる活動 

  と授業構成の工夫について 

   【英語ノートデジタル版と電子黒板の活用】 

 英語ノートデジタル版と電子黒板を活用しながら

授業を進めた。操作が容易であり，指導者がＨＲＴ

一人であっても英語ノートを 大限に活用して授業

を進める安心感をもつことができた。鮮明な映像と

明瞭で確かな音声に児童は引き付けられ，楽しみな

がら学ぶ姿が見られた。児童の英語ノートと同じも

のが拡大されて電子黒板上に映し出されるため，児

童は集中して学習に取り組むことができた。 

   【児童の興味を引き付け，理解を助ける教材・教具の工夫と活用】 

 英語ノートの内容に即した市販の教材を購入して活用した。各レッスンで使用するピク

チャーカードは大判で見やすく，児童の理解を助けるのに有効であった。また，ＨＲＴと

ＡＬＴとでデモンストレーションをする際にそれぞれの自作の絵を示しながら話すこと

で，児童はより興味と親近感をもって聞くことができた。その時間のメインとなる表現は，

単語カードやセンテンスカードを作成して示すことで，児童は安心して聞いたり話したり

することができた。 

   【児童の実態ややねらいに即した活動内容の工夫】 

 英語ノートを使用しての授業は初年度であり，毎時間が手探りの授業であったが，英語

ノートの指導資料の流れを参考にしながらも，他の指導資料や事例集から担任が児童の実

態や興味，ねらいに即した活動を取り入れて授業を構成した。児童は歌やゲーム，チャン

ツ等で繰り返し話すことを楽しみながら学ぶ姿が見られた。定型の表現に慣れ親しんだ後

に，単語を換えて自分が話したい内容を表現することで意欲的に活動に取り組むことがで

きた。 

      

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

    【自己評価表の作成と評価表をもとにした授業改善】 

 単位時間ごとに児童が評価する自己評価表を作成し，授業の終末に記入させることで，

観察だけでは知ることのできない児童の意欲や努力，課題や変容を把握するのに有効であ

った。評価表はコメントを添えて児童に返却するとともに，個別のファイルに累積し，児

【写真５：電子黒板と自作教材の活用】

【図１：自己評価表の記入】
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童の学びの記録として次時の意欲付けや励ましに生かした。児童による自己評価から児童

の願いを知り，次の授業の構成の参考にするなど，授業改善に生かすことができた。 

   【児童の意欲を高める評価表の活用】 

 評価表に児童が互いのよさに目を向けられるような評価項目を設けた。次週の授業の際

に紹介することで，認め合う雰囲気作りや意欲付けにつなげることができた。また，授業

中の姿勢や話を聞く態度，集中力や意欲的な発表などについて，その都度ほめるように心

がけた。授業の終末には，授業を振り返ってＨＲＴとＡＬＴから児童のよかった点を話す

ことで次時への意欲を高めることができた。 

 

(3) 指導体制の在り方について 

   【指導者３人体制での授業づくり】 

 ＨＲＴ，ＡＬＴ，夏休み明けからはＧＴ（地域人材）も加わり，３人体制で指導に当た

った。ＨＲＴが中心となり，ＡＬＴやＧＴの意見やアイディアを取り入れて授業づくりを

した。１時間の流れを書き出しておき，授業前に打ち合わせの時間をとって授業の確認を

するとともに，授業後の話し合いをもってよりよい授業づくりに生かした。今年度は外国

語活動の指導に直接当たっているのが６年生担任だけであり，ＡＬＴやＧＴとともに授業

をつくり上げることは心強かった。ＡＬＴは日本語を話せない方なので，ＨＲＴが片言な

がら身振り手振りを交えて伝えたり，ＧＴが通訳したりしてコミュニケーションを図った

が，指導者自身が積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲が以前と比べて格段に

向上した。 

   【ネイティブスピーカーであるＡＬＴの役割】 

 年度当初はＨＲＴが授業を主導しなければならな

いという意識が強く，ゲームの説明も片言の英語で行

おうとしていた。しかし，ネイティブスピーカーによ

る発音に児童ができるだけ多く触れることの重要性

を再認識し，ゲームや活動の説明をＡＬＴが英語で行

い，注意深く聞かなければ活動できないという必然性

を持たせた。その際，ジェスチャーを交えたり，具体

物を提示したり，ＨＲＴとＧＴ（地域人材）がデ

モンストレーションをしたりするなどして児童が

意味を理解できるように配慮した。英語を注意深く聞いて理解する力がついてきている。 

  【ＨＲＴ，ＡＬＴ，ＧＴの特性を生かした効果的な授業の進め方の工夫】 

  我が校は児童１９名に対して指導者が３名（毎週水曜日にＡＬＴとＧＴが必ず来校）と

いう恵まれた環境にある。児童の実態を把握しているＨＲＴ，生きた外国語の提供者とし

てのＡＬＴ，海外旅行経験が豊富で国際的視野が広いＧＴのそれぞれの特性を生かしなが

ら授業を進めた。ＨＲＴは授業を掌握し，進行するとともに，不慣れながらも英語でコミ

ュニケーションを図るモデルとして，積極的な姿勢で授業に臨んだ。ＡＬＴにはネイティ

ブスピーカーとして，場に応じた自然な外国語の使い方や発音を児童に指導してもらった。

また，ＧＴには授業の導入や終末に豊富な海外旅行経験を生かして「Travel Experience」と

称して写真や実物を提示しながら体験談を話してもらい，児童の外国への関心を高め，異

文化理解につなげられるようにした。児童の活動に参加してもらい，助言したりＨＲＴと

のデモンストレーションをしたりするなどの役割も果たしてもらった。穏やかで誠実なＡ

ＬＴやＧＴに児童は心を開き，安心して活動することができた。それぞれの特性を生かし

ながら指導に当たることで，授業に変化が生まれ，児童の意欲を喚起するのにも有効であ

った。 

【写真６：指導者３名の特性を生かした指導】
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(4) 小規模校，少人数学級における指導方法について 

   【５・６年生が英語ノート１を教材として学ぶ】 

 今年度は４・５年生が複式学級であり，４年生の

英語活動は４・５年生担任が，５・６年生（５年生

は５名，６年生は１４名，計１９名）の外国語活動

は６年生担任が指導に当たった。５・６年生はとも

に英語ノート１を使用して学んでいる。人数が極端

に少ない場合，活動が成り立たなかったり盛り上が

りに欠けたりすることも懸念される。しかし，２学

年がともに学び，ペア学習やグループ活動において

は，意図的に異学年が一緒になるように配慮したこ

とで，それが解消され，お互いが刺激し合い，高め合う場面も見られた。コミュニケーシ

ョンの対象が広がったことで，楽しそうに活動する様子が見られた。 

   【少人数を生かした授業構成の工夫】 

 少人数を生かし，一人一人が活躍できる場面を意図的に設定した。ＡＬＴやＧＴ，ＨＲ

Ｔと個別に接する場面を設けることで，個人差はあるものの，児童は自信をもって相手と

話そうとする姿勢が見られるようになった。  

 

５ 今後の課題と改善策 

(1) 「聞く・話す」必然性と楽しさを体験できる活動と授業構成の工夫について 

   【教室や校内の環境整備】 

 外国語活動の授業は週１回だけであり，児童が英語にふれる機会は限られている。英語

に接する場面を広げるために，教室や校内の環境整備に努めたい。学習したことを振り返

るために教材を掲示する学習コーナーの設置，児童が普段から英語にふれるための掲示物

の工夫などを進めたい。 

   【単位時間の指導計画，自作教材の開発と累積】 

 年度や担任が変わっても指導に生かすことのできる単位時間の指導計画の累積，自作教

材の開発と累積に努めていく。本校に派遣されているＡＬＴは絵が得意であることから，

その力量を生かし，協力してより多くの自作教材の開発に努めていきたい。 

   【ゲーム・歌の開発と活用，教材の充実】 

 児童が興味をもち，楽しんで取り組めるゲームや歌の開発，活用をより進めたい。職員

図書の充実，教材の充実に努め，保管場所を指定・整備して活用しやすい環境を整えてい

く。 

   【個に対応した段階を踏んだ指導】 

 英語で話すことに対して，よりうまくなりたいという思いがありながらも恥ずかしさを

感じている児童がまだいる。失敗を恐れずに表現することの楽しさを味わわせるために，

活動形態の配列を工夫し，個に対応した段階を踏んだ指導に心がけたい。定型の表現を反

復して唱えたり，ペアでの練習を充実させたりして自信をつけさせ，より積極的な態度を

育てていきたい。 

   【英語ノートと他の教材のよさを取り入れた活用の工夫】  

 栗原市では，３年生から６年生まで段階的にベネッセ発行の「ＳＵＰＥＲ ＳＴＥＰ」

を指定教材として英語活動，外国語活動に取り組んでいる。栗原市金成地区は小中一貫校

としての準備が進められているが，今後，他校との調整も図りながら，「英語ノート」と

「ＳＵＰＥＲ ＳＴＥＰ」の教材の関連を考慮し，両者のよさを取り入れながら活用して

いきたい。 

【写真７：５・６年生がともに学ぶ授業】
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 【他の教科・領域と関連を図った学習】   

 小学校においては，学級担任が全ての教科・領域を担当して指導に当たり，児童の実態

を把握している。他の教科・領域で学んだことを外国語活動に生かしたり，外国語活動で

学んだことを他の教科・領域と関連させて発展的学習に生かしたりするなどして，児童の

学びが膨らんでいくように配慮する。関連を洗い出し，年間指導計画に明記し，関連付け

ながら指導に当たることができるようにする。 

   

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

   【その場で児童の努力を認める】  

 授業の終末に児童が授業を振り返って自己評価を記入してきた。その時間の児童の努力

を認め，意欲を向上させるためにも，記入後に意図的に指名して発表する時間をとり，そ

の場で認めたい。 

   【学ぶ見通しがもてる評価表の開発と評価項目の吟味】 

 単位時間だけではなく，単元全体で学ぶことを児童が見通すことができ，振り返ること

ができるような評価表の開発を進めたい。評価項目については，外国語活動の趣旨に沿い，

習得を目指すのではなく，コミュニケーション能力の素地を養うことを目指す項目となる

ように吟味する。児童の相互評価も積極的に取り入れて他者とのかかわりを重視し，活動

に対する意欲が高まるように配慮していきたい。 

   【実態に合わせた年間指導計画と評価規準の見直し】 

 今年度の実践を生かして，年間指導計画と評価規準表を見直し，次年度における本校の

実態に合わせたものを作成する。指導者が各時間のねらいを明確にして指導に当たるとと

もに，児童がその時間に学ぶことについて見通しをもつことができ，振り返ることができ

るワークシート等の開発も進めていきたい。 

 

(3) 指導体制の在り方について 

   【打ち合わせの充実と指導者の特性を生かした授業】  

 ＡＬＴ，ＧＴの特性が 大限に生かせるような授業づくりと役割分担に努める。校内体

制にも配慮し，時間割などを工夫して打ち合わせ時間の確保に努め，指導者がよりねらい

や内容を共通理解した上で指導に当たれるように配慮する。 

   【小中の積極的な連携】 

 栗原市金成地区は将来的に小中一貫校としての構想があり，準備が進められているとこ

ろである。現段階からお互いが授業を参観したり，担当者同士が定期的に話し合いをもっ

て情報交換したりすることで各学校が担う役割を確認することができる。積極的な交流か

ら連携を図っていきたい。 

   【校内研修の充実】 

 外国語活動を進める担任自身の力量を高めることが不可欠である。先進校への視察や授

業参観，外部講師を招いての研修，校内での授業研究の充実などに努め，より充実した授

業づくりに努めていく。 

   

(4) 小規模校，少人数学級における指導方法について 

   【少人数学級に対応した来年度の学習】 

 来年度は５年生が１０名，６年生が５名となる。他者とのコミュニケーションを図る楽

しさを味わわせる上で，人数の少なさが懸念されるが，少人数のよさを生かした一人一人

が学びの主役であることを意識させる授業づくりに努めたい。来年度も５・６年生が英語

ノート１を使用し，共に学ぶことで，異学年が互いに励まし合い，高め合えるような授業
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づくりに心がけたい。打ち解けた雰囲気のもとで安心して学べる時間を確保して自信につ

なげる。６年生がすでに学んでいることでも，６年生がリーダーシップをとり，率先して

活動できるような場を設定することによって，意欲は高まるものと考える。 

 また，冬休み明け以降は学年単独での授業に切り替え，６年生は英語ノート２を使用し，

中学校での学びに期待がもてるような学習内容となるように配慮する。 

 

 4・5 月 ６月 ７月 8・9 月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

 

５

年 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson1 

 

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson2 

 

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson3

 

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson4

 

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson5

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson6

 

 

 

英語 

ノート

１ 

 

Lesson7 

 

英語 

ノート

１ 

Lesson8

 

英語 

ノート

１ 

Lesson9

 

 

６

年 

 

英語 

ノート

２ 

Lesson6

英語 

ノート

２ 

Lesson9

 

 

 

 

※ ＧＴ・・・ ゲストティーチャー。本校では地域人材として毎週ＧＴが来校しＨＲＴ，ＡＬ

Ｔとともに指導に当たっている。 

【表１：平成 22 年度の学習予定】 
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東松島市立浜市小学校 

 

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

―外国語活動における教材の活用と評価の工夫を通して― 

 
 
１ 学校の実態 
 児童数 １５０人  職員数 １５人 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計
児童数 ２７ ２２ ２８ ２７ ３０ １４ ２ １５０
学級数 １ １ １ １ １ １ ２ ８

 

２ 研究の概要 

(1) 主題設定の理由 

① 今日的な課題から 

グローバル化が進む今日の社会において，これからの子どもたちには地球社会の一員として生き

ていくための資質・能力として「偏見をもたずに異文化を理解し受容する能力」「多様な文化や価

値観をもつ人々とコミュニケーションを図っていく能力」などが求められる。とりわけ，初等教育

段階では「異文化や異なる文化をもつ人々を受容し，共生することのできる能力」「自らの国の伝

統・文化に根ざした自己の確立」「自らの考えや意見を自ら発信し，具体的に行動することのでき

る態度・能力」などが必要になると言われている。 
小学校外国語活動では，こうした社会の動きに対応し，目標の中に次の三つの柱を盛り込んでい

る。 
ア）外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める。 
イ）外国語を通じて，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る。 
ウ）外国語を通じて，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。 
外国語活動はこれらを踏まえた活動を総合的に体験することでコミュニケーション能力の素地

をつくろうとするものである。 
② 教育目標の具現化から 

  本校では，「心ゆたかで たくましく 底力のある子ども」を教育目標とし，社会に対応してた

くましく生きるための素地を養うことを目指している。また，目指す児童像の一つである「仲間を

大切にし，周りの人を大切にする子ども」の具現化のために「身近な人との望ましい人間関係づく

り」を必要な要素としている。 
 外国語活動において，進んでコミュニケーションを図ろうとする児童が育成できれば，身近な人

との望ましい人間関係の構築につながり，教育目標の具現化に迫ることができるのではないかと考

えた。 
③ 児童の実態およびこれまでの研究から 

  本校では，以前から定期的なＡＬＴの配置があり，歌やゲーム等を中心とした英語活動を行って

きた。子どもたちは，英語活動を大変楽しみにしており，生き生きと活動に取り組むようになって

きている。 
平成１８年６月から平成２０年３月まで東松島市教育委員会・英語教育研究推進校として，平成

１９年４月から平成２１年３月まで文部科学省・英語活動等国際理解活動推進事業の拠点校として

アクティビティの工夫・改善を中心とした授業実践を行ってきた。 
その研究において，英語活動で行うアクティビティを 
Ａ．非言語によるコミュニケーションで関わり合う態度を育てるためのアクティビティ 

Ｂ．聞くことを重視した英語に親しむためのアクティビティ 

Ｃ．話すことを通して英語に親しむためのアクティビティ 

Ｄ．英語を用いてコミュニケーションを図るためのアクティビティ 

の４点から整理し，そのねらいを明確にして効果的に組み合わせる授業づくりを進めた。アクテ

ィビティとは歌，ダンス，チャンツ，ゲーム，インタビュー，スピーチやプレゼンテーションなど

活動の総称である。相互のアクティビティを関連付けて指導することで，子どもたちは英語に対す

る抵抗感を減らし，意欲的にコミュニケーションを図るようになると考え実践してきた。こうした
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指導により，誰とでもペアになったり，手をつないだりすることを抵抗なくできる児童が増え，児

童同士やＡＬＴとのコミュニケーションもスムーズになってきた。  
研究を進める中で，外国語活動における目指す児童像とつけさせたい力を次のようにとらえた。 

目指す 

子ども像 

人とのかかわりを大切にしながら，外国の言葉や文化に触れ，進んでコミュニケーシ

ョンを図ろうとする子ども 

つけさせ

たい力 

聞き手 

(受け手) 

表情，視線，態度(うなずき・姿勢等)に気を配ったり，話し手(送り手)

の気持ちや考えを理解しようとしたりできる。 

話し手 

(送り手) 

自分の気持ちや考えを伝えようと工夫したり(表情・視線・態度・声の大

きさと速さ等)，分からないことについて質問したりすることができる。

相互 外国の文化に触れることを通して積極的に人とかかわることができる。

(年齢・国籍・男女・好き嫌いを問わず) 

 これまで本校では独自に作成したカリキュラムに基づき実践を進めてきた。２３年度に向けて，

外国語活動が新たな領域として高学年に設けられ，英語ノートが作成されたことから，本校におい

ても進んでコミュニケーションを図ろうとする児童を育てるために，外国語活動における英語ノー

トの活用方法を検討するとともに児童の変容の姿をみとっていくための評価の在り方について検

討していくことが必要となった。そこで本研究主題を設定し，実践にもとづいて検討していくこと

とした。 
なお，研究主題の「コミュニケーション」とは「複数の人間が，相互に情報を伝達しあったりす

るとともに，気持ちや感情を伝え合ったり分かち合ったりすること」とおさえている。 
 

(2) 研究目標 

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成を目指し，外国語活動における英語ノート等

の教材の活用方法と評価の在り方を実践を通して明らかにする。 
 

(3) 研究組織 
    校  長   
        
    教  頭   
      

研究推進委員会       
    研究推進全体会
      
      

学年
部 

研究内容 専門部 活動内容 
○授業研究及び学年部の授業案
作成 

○「英語ノート」の効果的な活用 
○評価規準・方法の検討 
○授業研における手立ての提案 
○授業実践 

 
英語 
研修部 

○研修計画の立案・運営 
○授業研究及び事前・事後検討会の運営 
 

資料 
環境部 

○活動環境の整備
○教材の作成 
○意識調査の検討・実施 

      

 
(4) 研究内容及び研究の方法 

① 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について 

ア．英語ノートを効果的に活用するためのアクティビティの在り方 
イ．多様な教材（アクティビティ）の準備 

② 外国語活動における評価の在り方について 

ア．評価規準の作成 
イ．授業における目標提示の工夫 
ウ．指導に生かす自己評価の工夫 

③ ＡＬＴや地域人材を効果的に活用する指導体制の在り方 

ア．ＨＲＴとＡＬＴ及びＳＶ（スクールボランティア）の 3 名による指導体制の有効性の検証 
イ．異なる文化をもつ人々と交流するための外部人材の活用 

上記の点を授業実践を通して明らかにする。 
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(5) 研究計画 

① 年次計画 
１年次 
（平成２１年度） 

○実践を基に，児童の実態にあった全体構想・年間計画を作成する。 
 「英語ノート」の効果的な活用方法検討，評価規準の作成，評価方法の検討 
○２年次の活動計画を作成する。 

２年次 
（平成２２年度） 

○１年次の成果と課題に基づき作成した年間計画の実践を積み重ねる。 
 視聴覚教材の効果的な活用方法，外国人との計画的な交流 
○２年間のまとめをする。 

 
② 年間活動計画 

月 
研究内容 

（研推委，全体会，学年） 
英語研修部 資料・環境部 

 4 

  研究基本計画立案  組織作り 

 研修計画の作成 

 年間指導計画の確認 

 資料の収集，整理 

組織作り 

活動計画の作成 

教材・教具の確認 

学習環境の整備 

 5 

  学年部研究計画 

 

 指導案形式作成 

指導法研修会① 

「アクティビティ研修」 

教材の作成 

実態調査の実施と考察 

 6 

10 校内授業研究① 

   （久慈市校長会） 

26 第１回授業公開 

校内授業研究② 

「英語ノート」の効果的な活用方

法検討（以下随時） 

 指導法研修会② 

英語活動の指導の実際 

 

教材・教具の作成 

 7   評価規準の作成 中学校との情報交換会 教材・教具の作成 

 8 

 

 9 

18 校内授業研究③ 

   評価方法の検討 

25 指導主事訪問(B訪問) 

 

指導法研修会③ 

 

教材・教具の作成 

掲示資料の作成 

 

10 
2  校内授業研究④ 

    

先進校視察伝講 

  

教材・教具の作成 

ハローウィーン掲示の作成 

11 

11 校内授業研究⑤ 

27 第２回授業公開 

校内授業研究⑥ 

指導法研修会④ 

  

 

12  研究実践の考察  活動の反省 クリスマス掲示の作成 

 1 
  研究のまとめと反省 指導法研修会⑤ 

 

活動の反省 

実態調査の実施と考察 

 2   次年度研究の計画  先進校視察伝講  

 3   次年度研究の計画   

 
３ 研究成果 

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について 

① 英語ノートを効果的に活用するためのアクティビティの在り方 

英語ノートの活用に当たり，英語ノートに紹介されているアクティビティを検討し，ねらいをふ

まえて工夫して実践することで効果的な指導ができるのではないかと考え，実践に取り組んだ。 

活動のねらいに合わせた４つのアクティビティ 

Ａ．非言語によるコミュニケーションで関わり合う態度を育てるためのアクティビティ 

Ｂ．聞くことを重視した英語に親しむためのアクティビティ 

Ｃ．話すことを通して英語に親しむためのアクティビティ 

Ｄ．英語を用いてコミュニケーションを図るためのアクティビティ 

 

Ａ．非言語によるコミュニケーションで関わり合う態度を育てるためのアクティビティ 

1)あいさつについて （英語ノート１ Lesson１他） 

 あいさつは，コミュニケーションの原点であり外国語活動でも重視している。ＨＲＴやＡＬＴ・

ＳＶとのあいさつの後の児童相互のあいさつをする場面では，誰とでもかかわることができるよう
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になることを目指し，児童の名前が書かれた名札をくじのように引き名前の書かれた児童と交流で

きるようにした。その際「目を見て」「笑顔で」「握手やハイタッチで触れ合う」「心が通うように」

のポイントを確認して行わせ，さらにあいさつが終わった後に，ＨＲＴが必ず児童に相手がどんな

様子だったかを質問し，答えさせるようにした。好みによるペアづくりでなく学級全員でかかわり

を持とうとする様子が見られるようになり，相手の話をよく聞こうとするようになった。 

2)歌からふれあいのあるダンスへ（英語ノート１ Lesson１，２他 ） 

 外国語活動における英語の歌は，英語の音声やリズムに慣れ親しませる上で大変有効であるが，

本校では歌だけでなく児童相互が触れ合うダンスをウォーム・アップに取り入れている。低学年と

同じような簡単な振り付けでは高学年の児童が満足しないため，隊形や振り付けを高度なものにし

たり，グループで振り付けを考えさせたりした。難しさに挑戦させたことでグループで協力しなが

ら取り組むようになり，高学年の児童でも男女関係なくペアになったり，自然に手をつないだりす

ることができるようになり，友達とのかかわりあいを楽しんで踊るようになった。 

[曲目例] 「学園天国」「Hello」「OH,Susanna!」「Bluebell,Bluebell」「The Allee Allee O」 

「Buffalo Gals」 

 

Ｂ．聞くことを重視した英語に親しむためのアクティビティについて（英語ノート１ Lesson３，

８，９他） 

 言語表現を扱うときには，児童に発話させる前に十分に英語を聞かせることを心がけてきた。そ

のためのアクティビティが英語ノートにも紹介されている。特に「Let’s Listen」をよく活用した。

ＡＬＴが来校しない場合にはＣＤを使用したが，ＡＬＴが来校しているときには，実際に話しても

らうようにしている。実際の声で速さを変えたりしながら話すことで，児童は集中し，注意深く聞

こうとするようになった。 

 「サイモン・セズ・ゲーム」（英語ノート 1Lesson３,本校ではプリーズ・ゲームと呼称），「ビン

ゴ・ゲーム」（英語ノート１Lesson８）,「キー・ワード・ゲーム」（英語ノート１Lesson９）や「カ

ルタ」などのゲームにも児童は楽しく取り組むことができた。初めてゲームをする場合には，ルー

ルを全員に理解させるために必要に応じて日本語で試してみること，ビンゴ・ゲームは専用のワー

クシートがあると便利であること，切り取ったカードを入れる袋を準備することなど留意事項も明

らかになってきた。 

 そのほか，絵本の読み聞かせを行ったり，ＡＬＴの話（母国の生活や旅行の経験など）を聞かせ

たり，ＡＬＴとＳＶの会話を聞き取らせるなど様々な手立てを講じて英語を数多く聞かせるように

した。その結果，児童は相手の話を注意深く聞きながらわからない単語があっても前後の文脈から

内容を類推して聞くようになってきた。 

 

Ｃ．話すことを通して英語に親しむためのアクティビティについて（英語ノート１ Lesson１  

英語ノート２ Lesson１，２，３，４他） 

 十分に英語を聞かせた上で児童が話す場面を設定したが，始めは全員で，一人で言う場合はペア

や少人数グループ内での発話を行わせてから大人数や全体の前で言うようにさせた。 

 チャンツは効果的であったが，英語ノートに紹介されているチャンツは，長文で構造も複雑なも

のもあるので， 初はＣＤを使わずＡＬＴに単純化して話してもらうようにした。ただし，音節を

詰め早口で話すなどして難易度を上げることで，飽きない工夫をした。また，黒板にカードや絵を

掲示することで話す内容をイメージできるようにした。 

  チャンツで発話に慣れさせながら，ゲームを通じて表現を繰り返すことでさらに場面をイメージ

した発話を意識させた。曜日や月の名前のように順序性のある言葉の場合（英語ノート２Lesson１，

２，３）は，「サークル・ゲーム」（丸くなって座り次に言う人を指名していく。はじめは音楽に合

わせて行ってもよい）や「１・２・３おにごっこ」（鬼が風船を持ち，つかまえた子に言葉（例え

ば曜日）を言いながら渡し，それを続けていく）などを取り入れ，意欲を持って取り組ませること

ができた。「ブラックボード・カルタ」（選んだ言葉を伝言ゲーム形式で伝え， 後に黒板のカード

にタッチする）も楽しみながら表現に慣れ親しむ活動として有効であった。はじめは確かめながら

つぶやくように話していた児童も，言い方に慣れ自信をつけると次第にはっきりと話すことができ

るようになってきた。 

  また，アクティビティに対して勝ち負けを伴うゲーム的な楽しさと同時に知的な興味関心を求め

る傾向も見られたので，６年生では，「できることを紹介しよう」（英語ノート２Lesson4）の単元
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では，児童同士が互いのできることを知っていることから，

本校の教職員を出題問題として取り上げた。「どの先生のこ

とかな？」と想像しながら問題を出し合う活動に児童は意欲

的に取り組むことができた。（詳細は実践事例２を参照） 
        (例)右図 教職員を問題にした Who am I？クイズ 

       「～ができます I can ～．」英語ノート２ Lesson4 から 

 

Ｄ．英語を用いてコミュニケーションを図るためのアクティ

ビティついて（英語ノート１ Lesson４ 英語ノート２

Lesson４） 

 Ａ～Ｃの活動を通して，英語での表現に慣れさせ児童の発

話への意欲を高めた上で，児童同士が英語を用いてコミュニ

ケーションを図る活動を行ってきた。そのアクティビティと

して「Who am I? クイズ」を多く活用した。これは「自己紹

介をしよう」（英語ノート１Lesson4）「できることを紹介し

よう」（英語ノート２Lesson４）など人物を紹介する活動に

適している。流れは次の通りである。まず紹介する事柄をワ

ークシートに絵で書き表す。その作業を通じて絵でかいたも

のの英語での言い方をＡＬＴやＳＶに質問して知る（児童の

中には和英辞書で調べる子もいる）。次にクイズを行う準備として，質問の表現をチャンツによっ

て慣れ親しみ，グループ内で言い方を確かめた後に，クラスでインタビュー活動を行う。インタビ

ュー活動を通じて得た情報が「Who am I?クイズ」のヒントとなる。こうした取り組みの中で児童

は進んでＡＬＴとかかわりを持とうとしたり，相手に伝わる言い方を工夫したり，相手の言うこと

を真剣に聞こうとしたりし，コミュニケーション活動に意欲的に取り組むようになってきた。 

これらを一つの単元としてまとめると下表のようになる。（１時間の流れは実践事例１を参照） 

 （例）「Ｄ．英語を用いてコミュニケーションを図るためのアクティビティ」を取り入れた単元構成 

  英語ノート１ Lesson4「～は好きですか？好きな～は何ですか？」“Do you like～ ?”“What ～ do you like ?” 

時 目  標 活動内容 活動の目的 

１ 

・“Do you like ~?”
“I like ~.”“ I don’t like ~.”の言
い方に慣れ親しむ。 

・My Book 作りを通して，ALT や
SV と進んで交流することができ
る。 

・Let’s Listen（英語ノートＰ.24）
・ Let’s Chant  “Do you like 

apples?”（英語ノートＰ.25） 

・集中して聞く 
・英語の音に慣れる 
（聞く・話す） 

・My Book 作り ・ALT や SV と交流する

２ 

・“What ~ do you like?”の言い方を
知り，グループ内の児童と慣れ親
しむ。 

・他グループの児童にインタビュー
をしながら，コミュニケーション
の楽しさを味わう。 

・「アナ先生の好きなものを知ろ
う！」 

・聞く 

・Interview time
 

・話す，聞く 
・友達と交流する 

３ 
・「Who am I ?クイズ」をしながら，

友達とのコミュニケーションを楽
しむ。 

・What ～ do you like? を用い
て Who am I ?クイズを行う。

・楽しみながら聞く，話す
・友達と交流する。 

このような取組を通じて，単元の中で子どもたちにどのような力を身に付けさせたいか（「ゴー

ルとしての目指す子どもの姿」）を明確にし，そのために必要なアクティビティを配置する単元構

想の原則が明らかになった。 
 
(2) 外国語活動における評価の在り方について 

① 評価規準の作成 

外国語活動の目標の３つの柱に基づき本校独自の評価規準を作成し単元毎にまとめた。（別表） 
 作成にあたっては，本校の目指す子ども像に基づき，技能重視に陥ることなくコミュニケーション

への意欲を評価するようにした。この評価規準は，本校の外国語活動で単元毎にイメージする「ゴ

ールとしての目指す子どもの姿」と一致させるようにした。評価規準をまとめる作業を通じて，文

化に対して体験的に理解を深める活動領域が少ないことが明らかになった。評価規準を明らかにし

たことで，教師は活動中の児童の動きや表情など意欲に着目して評価するようになってきた。 
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② 授業における目標提示の工夫 

 本時の活動のめあてをつかませる方法として，めあてを絵カードにして

提示し視覚的にとらえられるようにした。右の例は，「相手の目を見て，ジ

ェスチャーを交えて表現しよう」というめあてを表したものである。こう

した絵カードを用いることで児童は本時の活動への関心を高め，めあてを

具体的にイメージ化できるようになり，積極的に活動する姿が増えた。  
(例)めあてカード            

  

③ 評価の方法の工夫 

 評価の方法として，教師による行動観察と児童が活動を自

己評価する「Ｅタイム日記」を取り入れた。初めは評価項目

を示し児童に４段階評価をさせてみたが，児童によって評価

基準が異なり，評価基準の高い子は厳しく評価をする傾向が

見られた。そこで評価項目をなくし，自由記述欄のみとした。

「日記」とすることで児童は活動した事実とそれに対する自

分の思いを書き綴るようになった。これによって児童の思い

や疑問，内面の変化をつかむことができるようになった。６

年生では，この日記から世界に「時差」があることに興味を

持っていることが分かり，「行ってみたい国を紹介しよう」

（英語ノート２Lesson6）の単元では時差を考慮した「国際

電話ごっこ」に取り組んだ。                 

 また，授業の 後に振り返りの時間を設定し，「30 second 
Speech」としてＡＬＴ，ＳＶから本時のねらいに対して頑

張った児童を賞賛してもらうようにし，児童の意欲付けを図

るようにした。英語で褒められることから，児童はより集中

してＡＬＴやＳＶの話に耳を傾けるようになった。 
 

(3) ＡＬＴや地域人材を効果的に活用する指導体制の在り方 

 ① ＨＲＴとＡＬＴ及びＳＶ（スクールボランティア）の３

名による指導体制について 

 外国語活動の時間はＨＲＴに加え，ＡＬＴとＳＶ(スクー

ルボランティア)の 3 名体制で指導を行うことを基本とし

た。ＨＲＴがＴ１として授業の進行にあたり，ＡＬＴは英

語で手本を示す。ＳV はＡＬＴの通訳や会話の見本，英語

の絵本の読み聞かせ，個別支援などの役割を分担している。

役割を明確にし，本時の流れを紙面にまとめてＡＬＴとＳ

Ｖに示すことで打ち合わせの時間も短縮できた。 
  また，ＡＬＴは児童にとって も身近な外国の文化を体

現する存在であることから，日常的に児童と触れ合う機会

を設けている。給食を児童と一緒に食べたり，休み時間に

遊んだりすることを通して，のびのびとコミュニケーショ

ンを楽しむ児童の姿が見られるようになっている。こうした日常的なコミュニケーションの積み重

ねによって，外国語活動の時間に，児童は英語での言い方を進んでＡＬＴに聞いたりできるように

なってきていると考える。 
授業では，ＡＬＴが話す機会をできるだけ増やすようにするとともに，話し方の質にも意識して

もらった。例えば，会話の見本を見せるときに，初めは普通の速さで，児童が集中して聞くように

させ，２回目以降ゆっくり話すことで子どもたちが理解できるようにさせた。 
ＡＬＴの母国（アメリカ）での学校や家庭の様子を必要に応じて写真を提示しながら話すなど，

ＡＬＴ自身も積極的に外国の文化を発信する役割を果たそうとするようになってきている。 
 

４ 今後の課題と改善策 

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について 

(例)E タイム日記 
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① 英語ノートを効果的に活用するための年間指導計画・アクティビティの在り方 

 今年度英語ノートを活用して実践した結果を踏まえ自校カリキュラムの改善に取り組んでいき

たい。 
・進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成をめざし，内容が必要以上に細部にわたっ

たり，形式的になったりしないように指導では常に留意してきた。英語ノートで扱われている言

語材料は数が多く，児童にとっては負担に感じる場合もあると考えた。本校では，５年生になる

までに英語に触れてきた経験があり，５年生で英語ノートを活用するときにはコミュニケーショ

ン場面での表現を中心に取り組むことができた。英語ノートに示された言語材料は児童の実態に

応じて取り扱い，コミュニケーションのためにはジェスチャーをつけたり，絵で書いたり，時に

は日本語で言ったりしてもよいことを指導する上で教師がきちんと押さえていく必要がある。 
・英語ノート２には，「自分の行きたい国を紹介しよう」（Lesson6）「将来の夢を紹介しよう」

（Lesson9）など自分の考えを理由をつけてスピーチする活動がある。「行きたい国」や「将来の

夢」を紹介することは日本語でも難しい内容である。これらは外国語活動だけで扱うのではなく，

社会科や学級活動，道徳の時間などとの関連も考慮しながら指導に当たる必要があると考える。

また，スピーチそのものに苦手意識を持つ児童も見られることから，学校生活全体を通しての指

導と合わせて，外国語活動の時間における場面の設定などの工夫がさらに必要である。 
・「Let’s Listen」は，ＡＬＴが話す場合には絵を示しジェスチャーを交えて話すので児童にとって

は聞き取りやすい。しかし，ＣＤだけで聞く場合には難しいと感じる児童が見られるため，電子

黒板など視聴覚機器を用いた効果的な指導方法をさらに検討していきたい。 
② 様々なアクティビティの工夫・改善 

・５・６年生の発達段階を考慮した知的な興味・関心に応える活動としてインタビューや「Who am 
I?」クイズを行っているが，そのバリエーションも増やしていきたい。 

・外国の文化を体験的に理解する活動は，これまで季節的な行事の活動が中心だった。今年度，世

界の時差を体験する活動などに取り組んでみたことをヒントに，児童の実態を踏まえ特に６年生

において文化を体験的に理解する活動を増やしていきたい。 
・言語によらないコミュニケーションもコミュニケーションの素地を養うためには重要であること

から，本校では触れ合いのあるダンスを重視しているが，児童の実態に合わせ，さらにレパート

リーを増やしたい。誰とでも関わり合う態度を育てるために，くじ形式のネームカードを使って

ペアを決めたり，ダブルサークル形式のゲームに取り組んでいるが更なる手立てを考えたい。 
② 日常の環境構成 

 外国の生活や習慣に関心を持たせるために活用できる地図や図表，映像資料などを充実させ，定

期的な活用や掲示を行い，日常的に触れるようにさせたい。 
 

(2) 外国語活動における評価の在り方について 

① 評価規準の妥当性の検証 

 実践を通じて評価規準の検証を引き続き進めていきたい。また，活動のねらいと評価規準の関連

も明確にしていきたい。実際の授業にあたっては，児童のどのような姿が求められるのか，より具

体性のある表現になるよう吟味していく必要もある。 
② 授業における目標提示の工夫 

 単元や単位時間において児童に活動のねらいが明確に伝わるよう，絵カードなどによる提示を試

みているが，より効果的に提示する方法を工夫していきたい。 
③ 自己評価の改善と活用，相互評価の検討 

自己評価である「E タイム日記」を書く際に，児童が本時のめあてを意識して書けるようになる

ための指導方法を工夫していきたい。また，自己評価をどのように次時の指導につなげるのか，さ

らに自己評価を公開して相互評価に関連付けていくことなども課題となる。 
 

(3)  ＡＬＴや地域人材を効果的に活用する指導体制の在り方 

① ＡＬＴの活用 

 ＡＬＴの発音は聞き取れるが，英語ノートの音声教材は聞き取れない児童が見られる。様々な発

音に慣れていないということもあるが，表情やジェスチャー，緩急などの要素が関連しているとも

考えられる。ＨＲＴとＡＬＴとの日ごろのコミュニケーションづくり，ポイントを押さえた効率的

な打ち合わせが重要であり，このことがＡＬＴの能力を十分に引き出し，生きた英語を聞かせられ
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るなど効果的な活用に結びつくと考えている。今後，ＡＬＴの交替があっても，現在と同様レベル

の指導を継続できるようにすることが重要である。 
② ＳＶの確保 

ＡＬＴの配置は市教委で予算化されているが，ＳＶの配置については本校独自の取組に委ねられ

ている。本校では，元中学校英語教員をＳＶとして依頼しているが，今後の見通しについては不確

定である。ＡＬＴの効果的な活用のためには英語能力のあるＳＶの果たす役割は大きいため，ＳＶ

の継続した確保が課題である。 

③ 外国人との交流 

 ＡＬＴ以外の外国人との交流を深めるための計画的な外国人受け入れの体制作りを進めたい。地

域に在住する外国人や市内の他校のＡＬＴと積極的に交流することやホームステイのために来日

する留学生との交流を行うことで，より異なる文化に触れることができると考える。 

 

(4) その他 

① 学級づくりとの関連づけ 

外国語活動で学んだことを学級づくりに生かすという観点を常に意識し，インタビュー活動など

を通して友達と関わることの楽しさや友達の知らない一面を発見する喜びなどを児童に味わわせ

るようにしたい。 
② 他教科や日常生活への波及 

外国語活動の時間に培ったコミュニケーション能力を他教科や日常の生活の中でも活用できる

よう指導の在り方を検討したい。 
③ 言語や文化への興味・関心の高揚 

異なる文化をもつ人々と積極的に交流しようとする意欲を向上させるために，他の教科・領域と

関連付けて身近な地域や日本の文化について関心を持って進んで調べたりできるようにさせてい

きたい。 
 
５ 実践事例 

(1) 実践事例 1  

 5 年「～は好きですか？ 好きな～は何ですか？“Do you like～?”“What～do you like ?” 

    （英語ノート１Lesson4「自己紹介をしよう」） 
〈活動目標〉○「Who am I ?クイズ」を通して，友達とのコミュニケーションの楽しさを味わう。 

○相手の好きなものを聞いたり答えたりして，”What～do you like?”や”I like～.”という表

現に慣れ親しむ。 
段階 活動内容 指導上の留意点 

HRT ALT SV
Greeting 
（５分） 

1 はじめのあいさつをする。 
(1)一斉 
(2)１対１ 
・自分の手元に配られたカー
ドの相手にあいさつをする。 

(1)元気にあいさつをし，活動
への意欲を高める。 

 
(2)あいさつをする前に握手
をし，あいさつ後に“See 
you!”と言って別れること
を確認する。 

(1)気分を答える時は，ジャスチャー等を交え
ながら分かりやすく答える。 

 
(2)ALT と SV にもカードを配り，児童に加わ
って会話をし，楽しい雰囲気を作る。 

Warming 
up 

（６分） 

２ 今日の天気・曜日・月・時
刻についての質問に答える。 

・児童と一緒に答え，安心感
を与える。 

・４つの項目から，２項目ずつ分担して児童
に質問する。 

３ ダンスをする。 
“Bluebell Bluebell” 

・児童と一緒にダンスをし，楽しい雰囲気を作る。 

Activities
（30 分） 

４「Who am I ?クイズ」を行う。 
 (1)“What ~ do you like?”“I 
like ~.”の言い方をチャンツで
確かめる。 

 
(1)児童と一緒に発音し，安心
感を持たせる。 

(1)チャンツのリズムに
乗せて，自然に言える
ように見本を見せる。 

 
(1)児童と一緒に発
音し，安心感を
持たせる。 

(2)クイズのやり方を知る。 
・Who am I ?クイズの隊形を作

る。 
・出題班は，グループの中から

クイズにする一人を決めて
おく。 

・解答班も，質問を言う順番を
決めておく。 

(2)２グループの児童に実際にやらせ，やり方の説明をする。 
 （Group３：出題班 /  Group４：解答班） 

G４①: ○○（誰かを指名）What color do you like? 
G３:  I like ~.  
G４②: ○○ What animal do you like? 
G３:  I like ~ 
G４③: ○○ What sport do you like? 
G３:  I like ~. 
G４④: ○○ What  food do you like? 
G３:  I like ~ 
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G４⑤: ○○ What special do you like?
G３:  I like ~. 
G３全員 :  Who am I ? 
G４全員:  （You are）○○.（友達の名前） 

 ※出題班と解答班を交代する。 
(3)グループ毎に，クイズをす
る。 

 ・１回戦は，５分以内と 
する。 

 ・３回戦まで行う。 
 
 
 

(3) 対戦表を掲示し，児童
の場所移動をスムーズ 
に行わせる。 
・全員の児童の様子が見ら
れるように，A の場所にい
る。 

  ★評価１・２ 
…観察・自己評価 

 
 
 
 

(3) すべてのグループ 
と交流できるよう
に，B の場所にいて，
解答班と一緒にクイ
ズを考える。 

(3) すべてのグル
ープと交流で 
きるように，C 
の場所にいて，
解答班と一緒 
にクイズを考 
える。 

(4)代表グループが発表する。 (4)何グループかみんなの前
で発表させる。 

(4)代表グループのよい点，がんばっている点
をほめる。 

Greeting 
（４分） 

６ 終わりのあいさつをする。  ・友達と楽しくクイズを出し合っていた様子
を英語で話す。 

７ 振り返りをする。 ・本時のＥタイム日記を書か
せる。 
★評価１･･自己評価 

・日記を書き終わった児童とハイタッチをし
て別れる。 

 

(資料)自分の好きなものを紹介するマイブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 実践事例２ 

６年 「～ができます。 I can ～．」（３時間扱い 第３時） 

(英語ノート２ lesson4 できることを紹介しよう) 

〈活動目標〉○ I can ～．や I can’t ～．という言い方に慣れ親しむ。 

      ○友達の｢できること｣をたずねたり，自分の「できること」を紹介したりして，コミュニ

ケーションの楽しさを味わう。 

段階 活動内容 
指導上の留意点 

HRT ALT SV 

Greeting 
(５分) 

１．始めの挨拶をする。 
(1)一斉 
・ALT と児童，SV と児童 

・始めの挨拶をし，活動への意欲
を高める。 

(1)児童に挨拶をし，その日の気分を伝
え，聞き取りへの意欲を高める。 

(2)１対１ 
・自分の手元に配られた名刺の
相手に挨拶しに行く。 

(2)友達や先生がどんな様子だっ
たか聞き，答え方の違いを紹介す
る。 

(2)児童の中に入り，挨拶をし，雰囲気
をやわらげる。 

(3)ダンスをする。 
“HELLO” 

(3)楽しい雰囲気で活動できるよ
うに自由に友だちと踊らせる。 

(3)児童と一緒にダンスをし，気持ちを
やわらげる。 

１回戦の隊形 
ＡHT  ＢALT   ＣSV 
１班  ３班  ５班 

  │   │   │ 
２班  ４班  ６班 

２回戦の隊形
ＡHT  ＢALT   ＣSV 
５班  １班  ３班 
 │   │   │ 
４班  ６班  ２班 

３回戦の隊形 
 ＡHT  ＢALT   ＣSV
３班  ５班  １班 
 │   │   │ 
６班  ２班  ４班
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Warming 
up 

(５分) 

２．今日の天気・曜日・月日・
時刻についての質問に答える。 

・児童と一緒に答え，安心感を与
える。 

・４つの項目の順
番を変えて質問
し，聞き取りへの
注意を促す。 

・児童と一緒に答
え，安心感を与え
る。 

３．サークルゲームをする。 
“12 Months of the year” 

・児童と一緒にゲームをし，楽しい雰囲気をつくる。 

Activities
① 

(１５分) 

４．“Who am I？”クイズ(先
生編)をする。 

・1対 1で会話できるようにダブ
ルサークルの隊形で行わせる。 

  

(1)めあてを知る。 (1)“Can you～？”や“Yes，I
can．”“No，I can't．”を使
ってたくさん話をすることを伝
える。 

  

(2)ルールを聞く。 
・内側の人が出題者(B)…円の
中にあるカードをとる。 

・外側の人が回答者(A) 
・回答者は 3 回質問できる。 
・正解したら外側と内側が交代

する。 
・外側が一つずれて，ペアを変

える。 
・1 回ごとに出題カードを交換
する。 

(2)ゲームがスムーズに行われる
ように，要点をまとめて説明す
る。 

(2)ゲームを理解させるためにジェスチ
ャーをつけたり声の大きさを変えたり
しながら見本を見せる。 
A…回答者(外) B…出題者(内) 
A：Can you～？ 
B：Yes，I can．/No，I can't． 
３回繰り返す 
B：Who am I？ 
A：You are ～sensei． 
B：Yes！/No！ 

(3)クイズをする。 (3)会話の仕方が分からない児童に教えたり，児童の話し方の様子を見守り
ながら，賞賛や励ましの声がけをする。☆評価１・・・観察 

Activities
② 

(１５分) 

５．次時の「すごいことができ
ます」の準備をする。 
(1)ALT のデモンストレーショ
ンを聴く。 

(1)友だちが知らない「でき
ること」の紹介を考えさせ
る。 

(1)大きなジェスチャーを交えながらデモン
ストレーションし，活動への意識を高める。
A：What can you do？ 
B：I can ～，and I can't ～． 
A：Oh，it's great(cool・・・)！ 

(2)めあてを知る ・進んで ALT や SV と関わる
ことを，伝える。 

  

(3)絵で表し，言い方を聞いた
り確かめたりして，次時の準備
をする。 

(3)児童が自信を持って活動
できるように一人ひとりの
「できること」を認めなが
ら，日本語で児童と会話す
る。 
・英語での表現方法を積極的
に聞いたり，確認したりする
ように，励ます。 
☆評価２・・・観察 

(2)英語での表現方法を教えながら児童と交
流する。 

Greeting 
(５分) 

６．終わりのあいさつをする。 
(1)ALT と SV の感想を聞く。 

  ・can を使って友だちと楽しく話をしていた
様子を英語で話す。 
・英語での表現方法を進んで聞いていた様子
を英語で話す。 

(2)ダンスをする。 
“The Allee Allee O” 

  
・楽しい雰囲気で終えることができるよう
に，一緒にダンスをする。 

(3)あいさつをする。 ・児童とあいさつをする。 ・児童とハイタッチをして別れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ダブルサークルでクイズ            身体的な触れ合いのある活動を毎時間取り入れる 
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（別表） 
 [５年]外国語活動 単元毎 評価規準一覧 

 

 

№ 

単元テーマ 
《英語ノート単元》 

１．外国語を通じて，言
語や文化について体験
的に理解を深める 

２．外国語を通じて，積
極的にコミュニケーシ
ョンを図ろうとする態
度の育成を図る 

３．外国語を通じて，外
国語の音声や基本的な
表現に慣れ親しませる 

１ 

感情を表す言葉 
《ジャスチャーをしよ
う》 

様々な感情を表すジェ
スチャーがあることに
興味を持ち，進んで体験
する。 

ジェスチャーや声の調
子を工夫し，自分の感情
を伝えたり，相手の感情
を理解しようとする。 

“How are you ? ”を用
いて友達に問いかけた
り，自分の感情を声の調
子やジェスチャーを用
いて，表現しようとす
る。 

２ 

いくつですか？ 
(How many～?) 
数(21～100) 
《数で遊ぼう》 

様々な数え方やジェス
チャーがあることに興
味を持ち，進んで指導者
の話を聞く。 

数を正しく伝えたり，聞
いたりしようとする。 

１００までの数を使っ
て積極的にゲームに参
加しようとする。 

３ 

どうですか？ 
(How about～?) 

国によってジェスチャ
ーの意味が違うことに
興味を持ち，進んで調べ
ようとする。 

相手の状態について質
問したり，自分の状態を
答えたりする。 

相手の様子を尋ねるこ
と で 。 “How about 
you ?”の表現に慣れ親
しむ。 

４ 
衣類 
《いろいろな国の衣装
を知ろう》 

世界には様々な衣服が
あることに気づき興味
を持つ。 

好みをはっきり言い，自
分の好きな衣服を着よ
うとする。 

自分の好きな衣服を紹
介しようとする。 

５ 

何ですか？ 
(What's this?) 
《クイズ大会をしよ
う》 

ALTの紹介するものに興
味を持ち，進んで質問し
ようとする。 

ふしぎなものを互いに
紹介し合おうとする。 

相手に質問したり，答え
た り し て “What’s 
this?”の表現に慣れ親
しむ。 

６ 

～は好きですか？ ALTの好きなものに興味
を持ち，進んで質問しよ
うとする。 

友達の好きなものを進
んで尋ねたり，自分の友
達の好きなものを紹介
し合おうとする。 

相手に質問をしたり，答
えたりして，“Do you 
like ～? ” “What～ 
do you like? ”の表現
に慣れ親しむ。 

７ 

ハロウィン ハロウィンの意味を知
り，外国の行事に興味を
持って進んで調べよう
とする。 

ハロウィンの行事に進
んで参加し楽しもうと
する。 

行事を通して“Trick 
or Treat”などハロウ
ィンの表現に慣れ親し
む。 

８ 

買い物ごっこいくらで
すか？(How much?) 

世界には様々な通貨の
単位があることに興味
を持ち，進んで調べよう
とする。 

自分の必要なものをは
っきりと相手に伝えよ
うとする。 

"物の値段を尋ねたり，
値段を答えたりするこ
とで，“How much?”の
表現に慣れ親しむ。 

９ 

クリスマス＆新年を迎
える行事 

日本と外国での年末年
始の行事の行い方に興
味を持ち進んで調べよ
うとする。 

クリスマスや年末の行
事に進んで参加し楽し
もうとする。 

行事を通してクリスマ
スの歌や表現に慣れ親
しむ。 

10 

誰ですか？ 
(Who is ～?) 

ALTの紹介する人に興味
を持ち，進んで質問しよ
うとする。 

“Who am I ?”クイズを
工夫して，ゲームを楽し
もうとする。 

相手に質問したり，答え
た り し て ， “Who is 
he? ”“Who am I? ”の
表現に慣れ親しむ。 

11 

どこですか？ 
(Where is ～?) 

ALTの紹介する場所に興
味を持ち，進んで質問し
ようとする。 

自分の紹介したい場所
や国を相手に伝えたり，
聞いたりしようとする。 

相手に質問したり，答え
たりして，“Where is 
～? ”の表現に慣れ親
しむ。 

12 

レストランごっこ(飲
み物) 
《ランチメニューを作
ろう》 

日本と外国の食事の違
いに興味を持ち，進んで
調べようとする。 

自分の食べたいものを
伝えたり，相手の食べた
いものを聞いたりしよ
うとする。 

食べ物や料理を表す語
を用いて，注文したり答
えたりしようとする。 
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[６年]外国語活動 単元毎 評価規準一覧 

№ 

 

テーマ 

《英語ノート単元》 

１．外国語を通じて，

言語や文化について体

験的に理解を深める 

２．外国語を通じて，積

極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態

度の育成を図る 

３．外国語を通じて，外

国語の音声や基本的な

表現に慣れ親しませる 

１ 

～を持っていますか？

～はいますか？ 

(Do you have ～?) 

外国の小学生の持ち物

に興味を持ち，進んで

質問しようとする。 

進んで自分の持ち物を

紹介したり，友達の持っ

ているものを尋ねたり

しようとする。 

友達の持っているもの

を尋ねることで，“Do 

you have ～ ?”の表現

に慣れ親しむ。 

２ 

趣味を紹介しよう ALT の趣味を聞き，進ん

で質問しようとする。

進んで自分の趣味を紹

介したり，友達の趣味を

尋ねたりしようとする。

自分の趣味を紹介した

り，相手の趣味を聞いた

りする。 

３ 

いつですか？ 

When is ～？ 

《友達の誕生日を知ろ

う》 

外国の祝日や学校行事

に興味を持ち，進んで

質問しようとする。 

友達にインタビューし

てみんなの誕生日を調

べようとする。 

誕生日の言い方に慣れ，

自分や友達の誕生日を

紹介しようとする。 

４ 

～ができます 

I can ～. 

《できることを紹介し

よう》 

ALT のできることを聞

き，進んで質問しよう

とする。 

進んで自分のできるこ

とを紹介したり，友達の

できることを尋ねたり

しようとする。 

友達のできることを尋

ねようとしたり，自分の

できることを紹介しな

がら，“Can you～?”の

表現に慣れ親しむ。 

５ 

道案内ごっこ 

建物 

《道案内をしよう》 

日本と外国にある建物

の違いに興味を持ち，

進んで質問しようとす

る。 

方向や動きを指示する

英語を聞き取って，目的

地に向かおうとする。 

道案内の体験を通して

“Where is the ～?”の

表現に慣れ親しむ。 

６ 

旅行ごっこ(国) 

《行ってみたい国を紹

介しよう》 

世界には様々な言語が

あることに興味を持

ち，進んで調べようと

する。 

進んで自分の行ってみ

たい国を紹介したり，相

手の行ってみたい国を

尋ねたりしようとする。

自分の行きたい国とそ

の理由を紹介しようと

する。 

７ 

ハロウィン ハロウィンの意味を知

り，外国の行事に興味

を持って進んで調べよ

うとする。 

ハロウィンの行事に進

んで参加し楽しもうと

する。 

行事を通して“Trick 

or Treat”などハロウ

ィンの表現に慣れ親し

む。 

８ 

数(21～100)，時間 

今，何時？ 

《自分の一日を紹介し

よう》 

世界には時差があるこ

とを知り，世界の時刻

を考えようとする。 

自分の一日の生活を紹

介しようとする。 

“What time～?”の表

現に慣れ，自分の一日を

紹介したり，友達の生活

を聞いたりしようとす

る。 

９ 

クリスマス＆新年を迎

える行事 

日本と外国での年末年

始の行事の行い方に興

味を持ち進んで調べよ

うとする。 

クリスマスや年末の行

事に進んで参加し楽し

もうとする。 

行事を通してクリスマ

スの歌や表現に慣れ親

しむ。 

10 

どちらですか？(Which 

is ～?) 

日本には和製英語と呼

ばれる言葉があること

を知り，進んで外来語

を調べようとする。 

２つのものを対比させ，

選択させるクイズを考

え，互いに楽しもうとす

る。 

二者択一のクイズを通

して“Which is～?”の

表現に慣れ親しむ。 

11 

なぜですか？ 

(Why ～?) 

なぜなら～。 

(Because ～.) 

６年間の学校生活を振

り返り，様々な思い出

を積極的に発表しよう

とする。 

６年間を振り返り，一番

の思い出を互いに紹介

し合おうとする。 

６年間の思い出を理由

とともに話そうとする

ことで“Why～?”の表

現に慣れ親しむ。 

12 

将来の夢を紹介しよう

I want to be 

～. 

世界には様々な職業が

あり，どんな職業につ

きたいかを考えようと

する。 

自分の将来つきたい職

業を紹介したり，友達の

将来の夢を聞いたりし

ようとする。 

様々な職業の表現に慣

れ，紹介しようとする。
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登米市立新田小学校 

意欲的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

－聞く，話す活動を通して伝え合う力をはぐくむ指導の工夫を通して－ 

 

１ 学校の実態 

 児童数 148 人 職員数 17 人 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

児童数 22 24 19 29 22 28 ４ 148 

学級数 １ １ １ １ １ １ ４ 10 

 

２ 研究の概要 

(1) 主題設定の理由 

① 今日的課題から 

グローバル化が急速に進展する現在，自国の文化を見直し，他国の文化を学ぶことの必要性が

国際的にも高まっている。その一方で，少子化や価値観の多様化が進み，他者とかかわり合う

経験の不足，人間関係の希薄さが大きな問題となっている。 

このような中で，自国や他国の文化や風習，考え方を知り，世界の人々と友好的な関係を築き

あげることのできる国際人としての感覚をはぐくむこと，コミュニケーション能力の育成が求

められている。 

学習指導要領の改訂により，平成２３年度から本格的に外国語活動が導入されることとなり，

今年度から移行期間に入った。小学校段階で外国の言語や文化に触れたり，音声や表現に慣れ

親しんだりすることは国際人としての感覚を身に付ける上で大変意義のあることと考える。ま

た，外国語活動における「聞く」「話す」活動の在り方を工夫していくことで，意欲的にコミ

ュニケーションを図ろうとする児童をはぐくむことができるのではないかと考える。      

 

② 学校教育目標の具現化から 

本校では，学校教育目標に「豊かな心をもち，主体的な学びを実践する心身共にたくましい

児童の育成」を掲げている。「豊かな心」とはしなやかな感性で相手の思いを感じ取り，思い

やりをもってかかわる心，「主体的な学び」とは意欲や関心，チャレンジ精神をもち自ら学ぶ

こと，「心身共にたくましい」とは健康で強い体と心をもつことととらえ，すべての教育活動

を通して具現化を図っている。 

外国語活動を通じて言語や文化についての理解，積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度を育成していくことは，相手を思いやる心，チャレンジ精神とのかかわりが大きい。 

                    

③ 児童の実態から 

本校の児童は明るく素直で協調性に富むが，自ら進んで取り組もうとする態度や自分の思いを

積極的に表現する意欲には欠ける面がある。昨年度までのＡＬＴとの活動において低学年の児童

は思い切り体を動かして声を出し，臆せずに活動する様子がみられたが，学年が上がるにつれ声

が小さくなったり，動作化を恥ずかしがったりする傾向がみられた。これは，成長に伴う高学年

児童の特徴というだけではなく，昨年度までの英語活動が表面的な言葉のやりとりに終始してい

たのではないかということも要因と考えられる。 

そこで，自分の思いを伝え合う活動を通してお互いを深く知り，互いに高め合うコミュニケー

ションのよさなどを体感させていく必要があると考える。 
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(2) 研究主題・副題のとらえ方 

「意欲的にコミュニケーションを図ろうとする」とは 

  「意欲的に」とは自ら進んで積極的に行動しようとする態度ととらえた。また，「コミュニケ

ーションを図ろうとする」とは「自分が伝えたいことについて適切に意思疎通を図ろうとする

こと，相手が本当に伝えたいことを理解しようとすること」ととらえた。 

 「聞く」「話す」活動とは 

   「聞く」活動とは相手の思いを聞き取ろう，分かろうとする態度を生み出す活動ととらえた。

また，「話す」活動とは自分の思いを相手にわかりやすく表現しようとする態度を生み出す活

動ととらえた。 

   

(3) 研究目標 

   意欲的にコミュニケーションを図ろうとする児童を育成するために，研修と，相手の思いを「聞

く」・自らの思いを「話す」活動を取り入れた授業実践を通して「伝え合う」力をはぐくむ指導

の在り方について明らかにしていく。 

 

(4) 研究組織（研究体制・組織図等） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 研究内容及び研究の方法               

 目標に迫るために，以下の５点を柱として研究を進めてきた。 

この中でも本校では校舎が中学校と隣接し，廊下でつながっているという環境を生かし，中学

校教員とのＴＴの在り方を中心とした指導体制を研究の重点とした。 

① 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について   

  ア 「英語ノート」の指導計画を基に，自校化を図った授業の実践 

  イ 音声ＣＤ，デジタル教材の活用の工夫 

  ウ 市販教材や自作教材の活用      

 ② 外国語活動における評価の在り方について 

ア 単元ごとの目標や評価規準を併記した年間指導計画の作成 

イ 児童の自己評価の在り方 

③ 指導体制の在り方について  

ア ＨＲＴと中学校教員によるＴＴの在り方 

イ ＨＲＴ・ＡＬＴ・中学校教員の３名体制による指導の在り方 

ウ ＨＲＴ・ＡＬＴによるＴＴの在り方 

 ④ 学級担任の指導力向上のための取組 

ア 指導力の向上を目指す研修 

⑤ その他 

教 頭

研 究 全 体 会

研究推進委員会

外国語活動研究部 教科研究部 

・指導方法研究 
・調査研究・評価 
・地域人材活用 
・学習環境

・指導方法研究 
・調査研究・評価 
・地域人材活用 
・学習環境 

校 長
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  ア 情報発信 

  イ 外部人材の活用 

 

(6) 研究計画 

月  日 研  究 ・ 研  修  内  容 名称 提案者 

４／ ２ （木） 

・本年度の小中連携についての打合せ 

・時程確認 

・教科担任交流の確認 

小中連携委員会 

（以降， 

隔月例会） 

・中学校教頭 

４／ ７ （火） 
・中学校外国語科担当教諭との打合せ 

・外国語活動における授業の進め方の確認 

小中連携外国語部会 

（以降，随時） 

・外国語活動推進

主任 

５／ ８ （金） 
・本年度の研究についての提案及び意見交換

・研究授業や研究討議の持ち方について  
研究推進委員会 ・研究主任 

５／１８（月） ・外国語活動校内研究授業第 1・２回 外国語研究授業 ・５・６年担任

６／ ８ （月） 

・外国語活動推進についての提案及び意見交換 

・研究授業や研究討議の持ち方について 

・研究の体制作りと方向性 

外国語活動 

推進委員会 

・外国語活動推進

主任 

６／１９（金） 
・昨年の中核教員研修から 

・小学校における外国語活動の現状と課題(理論研)  
研究全体会 

・外国語活動推進

主任 

７／ １ （水） ・先進校外国語活動視察伝講会 研究全体会 ・研究主任 

７／ ７ （火） 
・外国語活動校内研究授業第３回模擬授業 

・検討会 
外国語研究授業 

・外国語活動推進

主任 

７／１５（水） ・Ｑ＆Ａ先生方の質問から 研究全体会 ・研究主任 

８／ ７ （金） ・外国語活動教材つくり 専門部会 ・各専門部長 

８／１９（水） ・中核教員研修伝講・来年度の計画見通し 研究全体会 ・外国語活動推進主任

９／１６（水） 
・指導主事訪問 

・外国語活動研究授業第４・５回 
外国語研究授業 

・外国語活動推進

主任 

１０／２８（水） 

・外国語活動校内研究授業第６回模擬授業 

 外部人材活用  

カール英会話スクール エドワード先生

研究全体会 
・外国語活動推進

主任 

１１／１３（金） ・模擬授業指導案作成検討会 外国語研究授業 ・外国語活動推進主任

１１／１６（月） 
・外国語活動校内研究授業第７・８回模擬授業 

・事後検討会 
外国語研究授業 

・外国語活動推進

主任 

１２／２４ (木) 
・外国語先進校視察伝講及び研修会 

（クラスルームイングリッシュ） 
研究全体会 

・外国語活動推進

主任 

１／２７ (水) 
・指導主事訪問 

・外国語活動校内研究授業第９・１０回 
外国語研究授業 ・研究主任 

２／ １ （月） ・研究の反省とまとめ・次年度の計画 研究全体会 ・研究主任 

２／ ４ （木） 
・外国語活動校内研究授業第１１回 

外部講師招聘 岩ヶ崎小 千田先生 
外国語研究授業 

・外国語活動推進

主任 

２／ ５ （金） ・次年度への意見交換 研究全体会 ・外国語活動推進主任

２／１２ （金） ・次年度の研究の提案 研究全体会 ・外国語活動推進主任



－62－ 

３ 実践事例  

(1) 実践事例１ 

「英語ノート」と関連させた指導計画を設定した例【第６学年】 

 １ 単元名 「学校の案内をしよう」（「英語ノート２」，Lesson５） 
２ 単元の目標  

 （１） 英語で学校の案内をすることに興味をもつ。 
（２） 積極的に学校の案内をしようとする。 
（３） 建物や学校内の部屋の名前，道案内の表現に慣れ親しむ。 
３ 本時の指導  
（１） 目標 

これまで慣れ親しんだ方向や動きを指示する英語をはっきりと話して，ＡＬＴを笑顔で目

的場所まで案内し，紹介する。        
（２） 学習過程 (一部抜粋)   

段

階 
主な学習活動と 

「予想される児童の反応」 

学習

形態 

支援（○）・評価（◎）と方法 

ＨＲＴ ＡＬＴ 

挨

拶 
３

分 

 

1 Greeting 
・1 分間，挨拶をして回る。 
「Good morning.」 
「 I’m good.」 
「 I’m sleepy.」etc. 

 

一斉 

 

○1 分間，互いへの挨拶

をさせることで学習

への意欲を喚起させ

る。 

  Good morning. 
How are you? 

 

・児童の代表とあいさ

つをする。 

Good morning. 
How are you? 

 

復

習

７

分 

 
２ Review 
・全員で方向や動きを表す表現の確

認をする。 
「Turn right. Go straight. Stop. Turn left.」 
 

 
一斉 
 

 
○「英語ノート」の地

図を大きくした物を

使うことで，全員の

意識が集中するよう

にする。 
 

 
・公園の場所を訪ねる。

I’m in front of the Station.
Where  is  the  park？ 

 
 
 
 
 
 
 
展 
 
 
 
 
開 
 
 
 
 
3
0

 
 
３ Today’s  goal 
 
 
 
 
４ Activity 
・ALT の問いかけに応じ，方向や動

きを表す表現，学校の教室を表す表

現を使って ALT を目的場所まで誘

導する。 
 
・担当グループごとに自分たちで立

てた計画に基づいて，ALT に学校の

案内をする。 
 
（中略） 
 

 
 
一斉 
 
 
 
 
 
 
 
 
グ ル

ープ 
 
一斉 
 
 
 
 

 
 
○ Today’s goal の説

明をする。「笑顔，

はっきり」という点

を明確にすること

を，意識化させる。 
  
○ALT の外国語が理解

できていないような

ら，ALT に簡単な外

国語での言い換えを

求めたり，ジェスチ

ャーをつけて話すよ

う伝えたりし，理解

につなげる。 
 
○アイ・コンタクト，

笑顔で発表できてい

 
 
 
 
 
 
 
 
○地図上で人形を動か

すことで，児童が現

在地を確認しやすく

する。 
 
○児童に学校の案内を

求めることで，児童

の意欲を引き出す。 
 
（中略） 
 

Today’s  goal       Mr. Spence に笑顔ではっきりと，学校の案内をしよう 
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分 ⑤gym グループが実際に gym まで案

内をする。(全員一緒に行く) 
Go straight. Turn left.   Stop.
Turn right. Go straight.  
Turn left. 

 
 
 

る児童を取り上げて

ほめることで，全体

に広めるようにす

る。 
◎方向や動きを指示す

る外国語を使って，

ALT を目的場所まで

案内することができ

たか。 
【外国語の基本的な表

現への慣れ親しみ】

（行動観察） 

⑤I want to go to the gym. 
Where is the  gym？ 
 

○児童の話に対して，

質問やリアクション

をすることで意欲を

高める。 
 

振

り

返

り 
 
５

分 

 
７ ふりかえりカードの記入をす

る。 
   
 
 
 
８ Greeting 
・元気よくあいさつする。 

 
個人 
 
 
 

 
○ Today’s  goal を意

識して振り返らせる

ようにする。 
○ カードを見て，△

×をつけている児童

に理由を聞いて，励

ます。 
 You did a good job, 
  Well done. 

 
○カードを見て，◎を

つけている児童に声

をかけ，がんばりを

認める。 
 
 
 
See you next time. 

 

 (２) 実践事例２ 

  ＨＲＴと中学校外国語科担当教員によるＴＴに至るまでの取組 

① 時程調整 

  中学校教員とのＴＴを実施するには，まず時程の調整が必要だった。本校では，外国語活動

だけでなく，中学校１年の体育，数学で小・中学校教員によるＴＴ，小学校５，６年生の音楽

と図工を中学校教員による教科担任制を実施している。そのため，教科だけでなく学校全体の

教育課程にかかわることなので，小・中学校の校長・教頭・教務主任 ，小・中学校の担当教

員が集まって原案を話し合った。その後，各校の職員会議で原案に基づいて話し合い，全職員

の共通理解を得て実施に至った。時程は，授業の開始時刻をそろえることにした。実施曜日と

時間は，中学校教員の授業に合わせて，毎週月曜日の２・３校時を小学５・６年生の外国語活

動の授業とした。 

② 児童理解 

中学校教員に５・６年児童の名簿と個人写真を事前に渡し，一人一人の児童の特徴や傾向，

留意事項について伝えた。ただし，春休みの段階なので，前担任からの引き継ぎ資料を基に伝

えた。また，特別支援学級対象児も一緒に学習していくため，どのような傾向を有しているか，

どのように対応していくことが望ましいかを確認し合った。 

③ 学習内容の確認 

学習指導要領に則り，コミュニケーション能力の素地を養うことを目標とすること，「英語

ノート」を扱っていくことが基本であることを確認し合った。また，小学校の外国語活動と中

学校の英語の違いを学習指導要領や研究書を基に，外国語活動の時間は外国語を覚えさせるた

めにあるのではないこと，体験することに意義があることも確認し合った。さらに，活動内容

や評価等について互いに研修に努めた。 

 ④ 指導上の役割の確認 

ＴＴを行うが，Ｔ1は学級担任，Ｔ2は中学校教員が担当することを確認し合った。また，初

回の授業で中学校教員が自己紹介をすることで，児童が安心して，話しかけられる雰囲気作り

をすることにした。 
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⑤ 打合せ 

週に一回の打合せをもち，授業内容や課題の確認，役割分担などについて話合いをすること

にした。 

  
（３） 実践事例３ 

ＨＲＴ・ＡＬＴ・中学校外国語担当教員の３人体制で指導に当たった例【第５学年】 

 １ 単元名 「クイズ大会を楽しもう」（「英語ノート」１，Lesson７） 
２ 単元の目標  

 （１） 英語にも日本語の単語と同じような言葉があることを知る。 
（２） 疑問文を使い質問したり，答えたりしながらクイズ大会をする。 
（３） クイズ大会の英会話を聞いて内容を理解する。 
３ 本時の指導  
（１） 目標 

What’s  this?を使って尋ねるクイズを作り，互いに尋ねたり答えたりしながらクイズ大会

を楽しみ，ＡＬＴや友達とのかかわりを深める。        
（２） 学習過程 (一部抜粋) 

段 

階 

 主な学習活動と 

「予想される児童の反応」 

学習

形態

支援（○）・評価（◎）と方法 

ＨＲＴ ＡＬＴ ＪＴＥ 

 

挨

拶 

３

分 

 

 

１ Greeting 
・ＨＲＴやＡＬＴと挨拶をす 

る。 

「Good afternoon.」 

「I'm fine」etc... 

 

 

 

一斉

 

 

 

○児童全体に元気よく

挨拶をする。 

Good afternoon. 
How are you? 
Let's start English Class. 

 

・児童全体に挨拶 
をする。 

Good afternoon. 
How are you? 

 

・児童全体に挨拶

をする。 

Good afternoon. 
How are you? 

 
チャ

ンツ 

５分 

 
２ Let's Chant 
・ＣＤを聞きながらバナナチ 

ャンツを言う。 

（食べ物・動物・スポーツ） 
 

 

一斉

 

 

 
○ＣＤをかけ，黒板に

絵カードを貼り食べ

物，動物，スポーツ

の名前のチャンツを

言う。 

 
・ＣＤを聞きなが

らチャンツを言

う。 

 

 
・ＣＤを聞きなが

らチャンツを

言う。 

 

 

復

習 

２

分 

 

 

３ Review 

・全員でクイズの出し方や答え

方の確認をする。 

 ・What's this? 
 ・It's a ~. 
 

 

 

一斉

 

 

 

 

 

○前時まで学習してき

たことを確認する。

・教室にある物を，AL
T・JTEに尋ねる。 

 

 

○HRT・JTEとク 
イズを出し合い

，デモンストレ

ーションをする

。 

・What's this? 
・It's a ~. 

 

○HRT・ALTとク

イズを出し合

い，デモンスト

レーションを

する。 

・What's this? 
・It's a ~. 

 

 

 

 

 

 

展

開 

30
分 

     

 

 

Today's Goal   「What's this?」を使ってクイズ大会を楽しもう  

 

 

 一斉

 

 

 

 

一斉

 

 

○Today's Goalの説 

明をする。 

 

○Mr.Spenceから児童

へクイズを出題 す
る。 

 （シルエットクイズ）

○ヒントがほしいと 

 

 

 

 

○What's this? 
○That's right. 
○I'm sorry. 
  That's wrong. 

 

 

５ Activity 
①Mr.Spenceからの挑戦状  
 

・何だろう。 

・ヒントがほしい。 

 

 

 

○英語で答えよ

うとしている

児童に支援す

４ Today's Goal 
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・わかった。 

 

 

 

②各グループからの出題 

（２問ずつ３グループが出題） 

各グループが，ブラックボッ

クスクイズとピクチャーク

イズを１問ずつ出題する。 

○Mr.Spenceにもヒントが伝わ

るように，英語での表現も練

習しておく。 

・What's this? 
・It's a ~. 
・That's right. 
・I'm sorry.  That's wrong. 
・Close. 
・Excellent 
 

 

 

 

 

 

 

一斉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きは， 

One more hint,please?
 と言わせる。 

 

○Mr.Spenceも児童と

一緒に解答者になり

，積極的にクイズに

参加させる。 

○クイズの出し方や答

え方，ヒントの聞き

方等を確認させる。

 

◎クイズを通して英語

の音声や基本的な表

現，音声に慣れ親し

み，言葉を使ったコ

ミュニケーションを

楽しん でいる。 

【外国語の基本的な表

現への慣れ親しみ】

（発言・行動観察） 
 

○Close. 
○Excellent. 
 

 

○児童と一緒に 
クイズの解答を

考え発言する。 

○児童にクイズの

ヒントを英 語
で意図的に質問

する。 

・Color 
・Shape 
・Category 
  

○児童が英語で  
表現するため 
のヒントを出す

。 

 

る。 

 

 

 

○児童と一緒に 
クイズの解答

を考え発言す

る。 

○児童にクイズ 
 のヒントを英 

語で意図的に

質問する。 

・Color 
・Shape 
・Category 
 

○英語で表現し

ようとしてい

る児童に支援

する。 

振

り

返

り 

５

分 

 
６ ふりかえりカードを記入す

る。 

７ Greeting 
 ・元気よく挨拶をする。 

「Good-bye. See you.」 

 

 
個人

 

 

 

 

 

 
○今日の活動を振り返

り，記入させる。 

 

○挨拶をする。 

Good-bye. See you.

 
○児童の自己評価

の様子をみて声

をかける。 

○挨拶をする。 
Good-bye. See you. 

 
○児童の自己評

価の様子をみ

て声をかける。

○挨拶をする。

Good-bye.See you. 

 

４ 研究成果 

（1)  「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

① 「英語ノート」の指導計画を基に，自校化を図った授業の実践 

児童の実態に合った指導計画を設定した。（実践事例１）６年生では，「英語ノート２」

にある「道案内をしよう」の単元を「学校の案内をしよう」に変更し，新しいＡＬＴに学校

の案内をした。児童にとって伝える必要性，学ぶ必要感のある学習になり，楽しみながらコ

ミュニケーションを図る児童の姿がみられた。また，「英語ノート」の単元は聞く段階から

話す段階へと自然な流れがあるため，自校化する際にその部分を生かしたことで無理なく表

現に慣れ親しむことができ，使いやすかった。 

② 音声ＣＤ，デジタル教材の活用の工夫 

音声ＣＤや視覚教材は「英語ノート」とリンクしており，大変使いやすかった。ＡＬＴや

ＪＴＥのいない授業の際にも聞く活動に役立った。特に「英語ノート」デジタル版はパソコ

ンやプロジェクターを使って，絵や表を拡大することで児童の集中力が高まり，意欲も増し

た。  

③ 市販教材や自作教材の活用 

   ア  「英語ノート」に載っている地図を拡大した市販教材（指導資料・アクティビティキッ

ト）の活用や「英語ノート」のイラストをパソコンに取り込みラミネートした自作教材，中

学校で作っている資料等を活用したことで，児童の集中力が増し，意欲も高まった。 
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イ アルファベットの一部分だけを見せて，中にあるアルファベット

を予想させる教具を作成し，使用したことで，児童はアルファベッ

トに興味をもって取り組んだ。 

 

(2)  外国語活動における評価の在り方について 

① 単元ごとの目標や評価規準を併記した年間指導計画の作成 

「テストや数値評価は行わない」「関心・意欲・態度を評価する」ことを確認し，さらに，

意欲的なコミュニケーションを図ろうとする児童の姿について共通理解を図った上で，学習指

導要領に則り，「英語ノート」を基にして評価規準を策定した。これによって活動内容と評価

の観点が明確になり，指導に生かすことができた。 

《評価規準を併記した第６学年の年間指導計画》(抜粋)  

月 

単元と学習内容，目標 評  価  規  準 

単

元

名 

学習内容 目標 
言語や文化について

の体験的な理解 

積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度 

外国語の音声や基本的な

表現への慣れ親しみ 

１

月 

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
劇
を
し

よ
う 

・オリジナ
ル劇の発
表会の計
画を立て
る。 

・「大きなか
ぶ」の基
本表現に
慣れる。 

・世界の物語に

興味を持つ。 

・まとまった外

国語の話を聞

いて，内容を

理解する。 

 

・自分の知っている物

語のいくつかは外国

でつくられたもので

あることを知る。 
・聞く活動を通して，

Please help me.の言

い方と意味を知る。

・世界の話を聞こうと

する。 
・外国語を使って積極

的に話したり，自分

の思いを伝えようと

したりする。 

・外国語で劇を作りな

がら外国語の音声

やリズムに慣れ，そ

れらを使って話そ

うとする。 

 

② 児童の自己評価の在り方 

  児童の活動意欲，興味・関心等を把握するための自己評価カード「ふりかえりカード」を

作成した。これによって，授業中には気付かなかった児童のつまずきを把握することができ

るようになり，次時の学習に生かすことができた。また，教師が「意欲的なコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度」という視点に立ってコメントを入れたことにより，児童も自分の

よさに気付き，コミュニケーションへの意欲を高めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 指導体制の在り方について 

① ＨＲＴと中学校教員によるＴＴの在り方 

 ア 単元のどの場面でも有効で，正しい発音を児童に聞かせることができた。また，児童も

安心して日本語で質問することができ，外国語で話したい言葉・表現があるときに進んで

中学校教員に質問する姿がみられた。 

イ 外国語活動の教材が中学校の教科書に掲載されていたため，中学校教員から教材・教具

や授業のアイディアを提案してもらった。児童理解，指導内容の把握が十分でないことも

あったので，その場合は児童の実態に即した指導法を小学校学級担任が提示し，十分に協

議を重ね，共通理解を図った。そのことにより，小学校学級担任も児童にとってより分か

今日の外国語活動は・・・ 
楽しかったですか？ 
一生懸命活動できましたか？ 
聞くことができましたか？ 
話すことができましたか？ 
自分の気持ちを伝えることができましたか？ 

 
質問項目に記号で答える欄と自由記述の欄

を設けた。 
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りやすい指導ができるようになった。 

ウ 小学校学級担任が本時でクラスルームイングリッシュとして使用したい英語があるとき，

日本語を日常的な英語の言い回しに直してもらうことができた。電子辞書ではなかなか出

てこないような表現も中学校教員は知っていて，簡単な言い回しの表現を教えてくれた。

そのため，クラスルームイングリッシュが充実した。 

エ 小学校外国語活動の授業を一緒に作り上げていく中で，中学校教員にとっては外国語教

育でどんな授業を行えばよいのかを見直すきっかけになった。また，児童にとっては中学

校教員との人間関係が築かれ，今後，中１ギャップの軽減につながることが期待される。 

② ＨＲＴ・ＡＬＴ・中学校教員の３名体制による指導の在り方 

ア ネイティブな発音や日本人の話す正しい発音が聞けるという点で，単元中盤における言

葉に慣れる段階で特に有効だった。また，３人いることでデモンストレーション役と説明

役に分かれて進めることもできた。さらに，グループでの活動を行う場面では，それぞれ

が担当するグループを決めておくことで，少人数指導と同じ効果が出て，きめ細やかな指

導が可能であった。 

イ ＡＬＴ・中学校教員・小学校学級担任の 3 人体制で授業に望むときには特に個別指導に

力を入れることができた。児童は質問して学びたいという意欲はあるものの，学級担任が

他の児童の個別指導に当たっているときにはなかなか質問することができない。友達に聞

いても分からない時，中学校教員がいると，児童は安心して日本語で質問することができ

た。また，ＡＬＴと小学校学級担任が前面に出て，指導に当たっているときは，中学校教

員が個々の児童の見取りを行い，評価に役立てることができた。 

③ ＨＲＴ・ＡＬＴによるＴＴの在り方 

ア 単元のどの場面でも有効で，ネイティブな発音を聞かせることができた。また，児童は

ＡＬＴと外国語で話すことを楽しむ姿が見られた。さらに「英語ノート２」，Lesson７の

時差の学習などではＡＬＴの出身国の話をタイムリーに聞くことができた。 

     

(4) 教員の指導力向上のための取組について 

校内の教員の研修として合計２０回を超える外国語活動研修（Ｐ３ 研究計画参照）を実施し

た。先進校視察の伝講会や研究授業，模擬授業，外部講師を招いての講習会等，全校体制で取り

組むことができた。教員からは，「外国語活動について分かってきた。」との感想が多く，理解

を深めることができた。 

 

(5) その他 

① 情報発信 

学校だよりや学級だよりで，外国語活動における児童の活動の様子を写真や文章で伝えて

きた。また，学習参観で外国語活動を行い，保護者の方々に直接見ていただいた。外国語活

動に楽しそうに取り組む児童の様子を伝えることができた。 

② 外部人材活用 

 外部人材の活用として，年に２回，以下の活動を行った。児童にとっては，生きた外国語

の学びや国際理解につながった。 

・11月： ３名の外国人講師（宮城県国際交流協会（MIA））を招き，日本語による交流を５・

６年生が行った。ねらいは，「国際理解の観点から，様々な国の文化に触れたり，

話を聞いたりすることで，相手の思いを理解しよう」とした。児童は，外国のお金

に触れたり服を着たり，写真などを見たりすることで，興味をもって話を聞くこと

ができた。 

・２月： 登米市内のＡＬＴ６名と，外国語での交流を６年生が体験した。ねらいは，「外

国語を使って積極的に話したり，自分の思いを様々な手段で伝えたりしようとする」

こととした。実際には日本語が堪能なＡＬＴがほとんどだが，事前に英語のみを使

用すること，簡単な表現に置き換えること，ジェスチャーを交えゆっくり繰り返し

て話すこと等を確認して臨んだことにより，児童のコミュニケーションを図ろうと

する意欲を引き出すようにした。その結果，身振り・手振りをしながらＡＬＴに伝
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えようとする姿やＡＬＴの話にリアクションをしながら一緒に笑い合う姿がみられ

た。 

 

 ５ 今後の課題と改善策 

 (1) 「英語ノート」等の教材の効果的な活用方法について 

① 成果でも述べたように「英語ノート」は，活動の内容や配列等が効果的に構成されていて，

たいへん使いやすかった。しかし，以下の4点について改善を検討する必要があると考える。 

ア 「英語ノート」とリンクしている音声ＣＤは，会話のスピードが大変速く，スピードの

調整が必要であったため音声ＣＤを流した後で，ＡＬＴの発音を聞かせることで確認する

ことが多かった。 

イ 「英語ノート」では女子の絵柄になっているもののＣＤからは男子の声が聞こえてきた

り，その逆があったりした（「英語ノート」１，Lesson２）。その違いを利用し，声の間

違い探しをさせるなど，聞き取りに集中させる工夫等は行ったが，改善が必要と思われる。 

ウ 本校の児童にとっては「英語ノート」の内容が多いので，実態に合わせて時数を調整し

たり，内容を削減したりして対応する必要があった。 

エ 「英語ノート」の記述欄は少ないため，自作プリントを作成して対応した。 

② 「英語ノート」を基にして教材の自校化を図り，児童にとって学ぶ必要感のある課題設定

をする取組を行ってきた。その結果，実践事例１に示したように，児童の意欲を高めること

ができた。今後もこのような実践を積み重ねていくとともに，今年度取り扱うことができな

かった教材についても検討していきたいと考える。 

《「英語ノート」等の教材活用を取り入れた外国語活動の年間指導計画》(抜粋) 

月 時 
第５学年 第６学年 

単 元（時数） 内  容 単 元（時数） 内  容 

９月 

15 

自己紹介をしよう 
     （４） 

・ALT の自己紹介を聞く。 
・自己紹介で扱う単語を練習す

る。 
・自己紹介の練習をする。 
・自己紹介をする。 

学校の案内をしよ
う（４） 

・新しい ALT への学校の案内の
計画を立てる。 

・Turn right. Turn left. Go straight.  
Stop. の基本表現に慣れる。 

・新しい ALT に学校を案内する。

16 

17 

18 

１０

月 

19 

いろいろな衣装を
知ろう（４） 

・世界には様々な衣服があるこ
とを知り，その言い方を知る。

・好きな服を買う場面で使われ
る表現を知る。 

外国のおやつを作
ろう（２） 

・ALT と一緒におやつを作る計
画を立てる。 

・I can~. Can you~?の基本表現
に慣れる。 20 

21 

外国のおやつを作
ろう（３） 

・ALT から作り方の説明を聞く。
・ALT と一緒におやつを作る。
・So good. Yum.の基本表現に慣
れる。 

22 

１１

月 

23 
外来語を知ろう 
   （２） 

・外来語とそのもととなる語と
では，音が違うことに気付き，
もととなる語の言い方で発音
する。 24 

行ってみたい国の
紹介をしよう（３）

・世界の英語に興味を持つ。 
・自分の思いを伝えたり，相手

の思いを聞いたりする。 
・行ってみたいという表現に慣れ親し

む。 

25 
外来語を知ろう 
   （３） 

・What do you want？ 
・～please．  
・尋ねられたら，自分の欲しい

ものを頼む。 
26 

１２

月 

27 
オリジナルの劇を
しよう（３） 

・オリジナル劇の発表会の計画
を立てる。 

・「大きなかぶ」の基本表現に慣れる。
28 

クイズ大会をしよ
う（４） 

・英語と日本語との違いを通して，漢字
の成り立ちの面白さに気づく。 

・what’s this?という質問を理解
し，答える。・クイズを出題し
たり，答えたりする。 

１月 

29 

30 
オリジナルの劇を
しよう（３） 

・オリジナルの劇を考える。 
・オリジナルの劇の練習をして，

発表する。 
31 

２月 

32 

買い物をしよう

（４） 
 

・買い物の疑似体験をし，好み
をはっきり言ったり，相手が
気持ちよく買い物できるよう
な声がけをしたりして，買い
物を楽しむ。 

33 

将来の夢を話そう
     （３）

・I want to be a ~.の基本表現に慣
れる。 

・さまざまな職業の英語表現に
慣れる。 

・全校児童の前で，将来の夢を
発表する会を行う。

34 

３月 35 
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(2) 外国語活動における評価の在り方について 
作成した評価規準について，その妥当性を検証するところまではできなかった。今後は，評価

規準の妥当性の検証を行うとともに，内容の検討を行うことで，改善を図っていきたい。 

 

(3) 指導体制の在り方について 

今年度は，３通りの指導体制で取り組んできた。どの組合せのＴＴも効果的ではあったが，Ｈ

ＲＴとＡＬＴ，中学校教員の３人体制で行う場合の中学校教員の役割分担が今ひとつ明確になっ

ていないことがあった。また，２人あるいは３人の息が合わずに，デモンストレーションのタイ

ミングがずれてしまうことも多くあった。その要因は，打合せをする時間の不足によるものと考

える。今年度は，電話等で意思の疎通を図るよう努めたが，これには限界がある。この点の改善

を図りたいと考えるが，以下のことから難しい状況である。教科指導上の課題ではなく，学校全

体の課題として取り組んでいく必要があると考える。 

・小学校担任には空き時間がないため，放課後しか時間を確保することができない。 

・中学校教員には空き時間はあるが，放課後には部活指導があるため時間を確保することが

できない。 

・小学校と中学校とが隣接し，廊下がつながっているとはいえ，職員室は別々であるため日

常的に接する機会が少ない。 

・ＡＬＴは，週に１日程度しか来校しない上に，５，６年以外の学年でも指導に当たるため，

打合せの時間を確保することが難しく，電話やＦＡＸでの打合せにならざるを得ない。 

 

(4) 教員の指導力向上のための取組について 

様々な研修会を行うことによって外国語活動についての理解は図られたが，どの教員も５，６

年生担任になる可能性があることを考えると，さらに外国語活動についての指導力を高める必要

がある。次年度は，５，６年生の担任と１～４年生の担任によるＴＴを行い，教員全体の指導力

の向上を図っていきたいと考える。 

 

(5) その他 

① 情報発信 

今年度は，学校だよりや学級だより等において，外国語活動についての取組内容や児童の様子等を

紹介してきた。それによって，保護者や地域の方々に概ね外国語活動に対して理解してもらったと思

われる。しかし，外国語活動で取り組んだ表現の紹介や家庭における外国語活動の取組についての提

案を行うまでには至らなかった。次年度は，より積極的な情報発信を行い，外国語活動の趣旨の一層

の浸透と，学校以外でのコミュニケーションの広がりを目指していきたいと考える。 

② 外部人材の活用 

今年度は，宮城県国際交流協会の講師や登米市ＡＬＴ，マンパワー活用事業の活用を図ってきたが，

計画的・継続的な取組を行うことができなかった。次年度は，学区内に在住し，外国語に堪能な方や

海外滞在経験者などの人材を開発することで，計画的・継続的な取組を行っていきたいと考える。 
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気仙沼市立唐桑小学校

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成

－英語ノート等の教材の効果的な活用と工夫を通して－

１ 学校の実態

児童数 １７１人 職員数 １４人

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合 計

児童数 １３ ２９ ３１ ２２ ３５ ３８ ３ １７１

学級数 １ １ １ １ １ １ ２ ８

２ 研究の概要

(1) 主題設定の理由

① 教育の今日的課題から

現代社会は，経済のグローバル化が急速に進展し，日本在住の外国人も急激に増えるなど，

国際化がますます進んでいる。こうした社会の変化に応じて，児童がこれから先，国際社会

の中で主体的に生きていくためには，他者と対話するためのコミュニケーション能力と自国

の文化だけでなく異文化についても理解を深めるなどの国際性を身に付けることが必要とな

る。

こうした状況の中で，平成２０年３月に学習指導要領が改訂され，小学校高学年に週１時

間の外国語活動が新設されることになった。小学校での外国語活動のねらいは，外国語に触

れたり，体験したりすることにより，中学校・高等学校の外国語学習につながるコミュニケ

ーション能力の素地をつくることにある。

本校は平成２１年度文部科学省から「外国語活動における教材の効果的な活用及び評価の

在り方等に関する実践研究事業」の実践研究校の指定を受けた。この指定における英語ノー

ト等の教材の効果的な活用方法，外国語活動の評価の在り方等についての研究は，平成２３

年度から本格的に始まる外国語活動の円滑な実施につながると考える。

② 教育目標の具現化から

本校の教育目標は「かんがえる子」「おもいやる子」「きたえる子」である。「かんがえる

子」は，知識や技能を活用して課題を見いだし解決するための思考力，判断力，表現力をは

ぐくむことをねらいとしている。また，「おもいやる子」は，自他の生命を尊重し，相手の

立場や気持ちを思いやるやさしい心をはぐくむことをねらいとしている。そこで，外国語活

動を通して，自分の考えを分かりやすく表現すること，積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする意欲を高めることや，異文化を理解し受け入れようとする心をはぐくむことは，本

校の教育目標の具現化につながると考える。

③ 児童の実態から

本校では，昨年度までは１，２年生は創意の時間，３年生以上は総合的な学習の時間にお

いて英語活動を行った。その際には学級担任が単独で行ったり，ＡＬＴとＴＴで授業を行っ

たりした。

英語活動には，ほとんどの児童が楽しく取り組んでいたが，英語を話すことに恥ずかしさ

を感じて声が小さくなってしまったり，活動に対して消極的なってしまったりすることもあ

った。

今年度はその反省を踏まえ，英語ノート等の教材を効果的に活用し，進んでコミュニケー

ションを図ろうとする児童の育成を目指して研究を進めていこうと考えた。
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【研究主題のとらえ方】

「進んでコミュニケーションを図る児童」とは

進んで人とかかわり，相手に自分の考えや気持ちが分かるように伝えようとしたり，相手の

言いたいことを理解し，自分の考えを深めようとしたりする児童ととらえた。

(2) 研究目標

簡単な英語を聞いたり話したりする活動を通して英語に慣れ親しみ，進んでコミュニケーショ

ンを図ろうとする児童を育成するための英語ノート等の教材の活用や指導法はどうあればよいか

授業実践を通して明らかにする。

(3) 研究組織（研究体制・組織図等）

授業研究部 （畠山）（中井）（鈴木）

専門部 （加藤）

研

校 究 全 調査資料部 （金野）（山田）（菊地）

推 体 （小野）

長 進 会

員 ５年生部 （加藤）（山田）（中井）

会 学年部 （畠山）

６年生部 （小野）（金野）（鈴木）

（菊地）

組 織 構 成 内 容

研究全体会 全職員 ・研究の方向決定 ・授業研究の検討会 ・各部の報告

・各種伝講 ・実技研修会

研究推進委員会 研究推進委員 ・研究計画の立案，検討 ・全体研究会の企画，運営

授業研究部 研究部員 ・学習指導法に関する研究 ・授業研究の計画と運営

調査資料部 ・児童の実態調査及び意識調査の実施，分析

学年部会 各担任 ・指導案検討

(4) 研究内容及び研究の方法

① 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

○英語ノートの内容に沿った年間指導計画と指導案を作成し，英語ノート及び付属教材を活

用した授業実践を行い，その効果的な活用を検証していく。

○１単位時間の流れ（基本スタイル）を確立し，目標に応じての歌，チャンツ，アクティビ

ティ等の活用の仕方を検討していく。その際，ＨＲＴ単独で指導する場合とＡＬＴとＴＴ

を行う場合の英語ノート付属ＣＤ，ＤＶＤ教材の活用の仕方の違いについても検討してい

く。

○授業の反省（特に英語ノート，付属教材を使用したときの児童の反応等）を累積し，年度

末に年間指導計画と指導案の再検討を行う。

② 外国語活動における評価の在り方について

○「言語や文化についての体験的な理解」「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度」「外国語の音声や基本的な表現への慣れ親しみ」の３点について評価規準を設定する。

○評価方法としては，教師の観察，ノートへの書き込みの点検，「振り返りカード」を利用

した自己評価や友達の良さや頑張りを認め合う場を設定しての相互評価を工夫する。



－72－

③ 指導体制の在り方について

○年間３５時間の外国語活動のうち，ＡＬＴが来校するのは１７時間である。そこで，ＨＲ

Ｔが単独で指導する場合と，ＨＲＴとＡＬＴとがＴＴで指導する場合の指導の在り方を探

る。

(5) 研修計画

月 日 主 な 研 修 内 容 種 別
４ １６ 今年度の研究の方向について 全体会

２２ 研究主題について 全体会
５ １３ 研究主題，主題設定の理由，研究目標，研究仮説，研究内容等 全体会

２７ 研究主題，主題設定の理由，研究目標，研究仮説，研究内容等 全体会
６ １０ 英語ノートについての研修 全体会

１７ 専門部の研修計画 専門部会
２４ 児童意識調査と評価規準，評価方法について

７ １ 模擬授業 ５年 Lesson ４「自己紹介をしよう」 全体会
１０ 評価規準，評価方法について 全体会
２９ 意識・実態調査結果の考察，年間指導計画，指導案の作成について 全体会

８ ２６ 年間指導計画検討会 学年部会
９ ６ 研修会参加者伝講会 全体会

１０ ７ 外国語活動指導法の研修 全体会
１１ １８ 指導主事訪問 ５年，６年外国語活動

２５ 指導主事訪問での指導から 全体会
１２ ４ 先進校視察 加美郡賀美石小学校公開研究会参加（３名）

９ 先進校視察伝講会 全体会
１ １４ 第２回児童意識調査の分析 専門部会

２０ 意識・実態調査の考察 全体会
２７ 外国語活動指導法の研修 ５年 研究授業 Lesson ８「時間割を作ろう」

講師 宮城教育大学 鈴木 渉 先生 全体会
２ ３ 校内研究のまとめの作成手順検討 全体会

２４ 研究のまとめについて 全体会
３ ３ 今年度の反省と来年度の研究の方向について 全体会

３ 実践事例

(1) 実践事例１

第５学年 外国語活動学習指導案

指導者 教諭 加藤 美貴子

１ 単元名 外来語を知ろう

２ 研究との関連

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

① 「英語ノート」や視聴覚教材を活用し，児童の聞き取る力を高めるようにする。

② 活動に必要な会話例を繰り返し練習させたり，ペアやグループでの学習で教え合った

りさせ，児童が自信をもって友達とコミュニケーションが図れるようにする。

③ 発展的活動（フルーツヨーグルト作り）では，実際に調理を行わせる過程で，英語を

使って材料をやり取りする場面を設定することで，英語を話す必要感をもたせるように

する。

(2) 外国語活動における評価の在り方について

① 「振り返りカード」に記入させることにより自己評価を行う。

(3) 指導体制の在り方について

① ＨＲＴとＡＬＴで役割分担をして，児童がふだん使っている外来語と英語では発音や

アクセントの違うことに気付かせ，発音の違いを意識して表現できるようにさせたい。
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② ＨＲＴ単独で指導する際は，児童の英語で話そうとする意欲を高めるような学習活動

や教材を工夫し，自信をもって表現できるようにさせたい。

３ 本時の指導

(1) 学習過程

段 学 習 活 動 ○教師の働きかけ 指導上の留意点

・活動への支援 ◆個への配慮

階 ◇評価

挨 １ あいさつをする。 ○教師と児童であいさつをしてか

拶 Good morning. ら，グループ内でリーダーを指 ◆机間巡視をして，話すことが苦手な

10 How are you ? I'm ~ . 名し，あいさつをさせる。 児童に支援を行う。

復 ２ 復習をする。 ○食べ物の絵カードを見せながら ◆自信のない児童のそばで，英語を繰

習 ♪ What do you want ? チャンツを行い，前時までの学 り返す。

５ (チャンツ） 習を復習させる。

・発音しにくい言葉や文は，ゆっ

くりと練習させる。

３ 学習課題を知る。

フルーツヨーグルトを ○「英語ノート」ｐ４０，４１を

作る材料を準備しよう 開かせ，フルーツヨーグルト作

展 りについて説明する。

４ グループで，フルーツヨ ○リーダーを中心に英語を使って ◆リーダーになった児童には，グルー

開 ーグルトの材料を話し合う 何が欲しいかを話し合わせ，４ プの一人一人に話しかけ，みんなの

Ｑ： What do you want ? 種類の材料を決めさせる。 意見を聞くようにさせる。

30 Ａ：（フルーツを英語で） ○決まったら，フルーツカードを

切り取り，カップにはらせる。

５ フルーツヨーグルトの材 ○グループごとに，店員と客の役 ◆声をしっかり出して伝えるように助

料を準備する。 を決め，材料を売ったり買った 言する。

店員：Hello. りする活動を行う。 ◇表日本語と英語の発音の違いに気付

客 ：Hello. ・買い物のやりとりの演示をして き，英語の発音をまねしようとして

店員：What do you want ? 活動をさせる。会話につまった いる。（発表内容・観察）

客 ：～ , please. ら会話例をもう一度確認させ

店員：Here you are. る。 ◇態相手に伝わるようにたずねたり答

客 ：Thank you. See you. ・グループごとの材料は絵カード えたりしている。（発表内容・観察）

店員：You're welome. で掲示しておく。

振 ６ 学習を振り返る。 ○本時の学習の感想を「振り返り ◆「振り返りカード」の記入内容を見

り カード」に書かせ，数名に発表 て頑張った点を称賛する。

返 ７ 次時の学習内容を聞く。 させ，よかった点を称賛する。

り ○調理実習について予告し，次時

５ への意欲を高める。

(2) 評価の観点と具体的評価規準

評価の観点 Ａ 十分に満足 Ｂ おおむね達成 Ｃ 努力を要する児童への手立て

コミュニケ たずね方や答え方を知 相手に伝わるようにたず グループのみんなと一緒に活動

ーションを図 り，相手に伝わるように話 ねたり答えたりしている。 をさせながら，対話の楽しさを感

ろうとする態 したり，相手の答えを正し じさせるようにする。

度 く聞き取ったりしている。

外国語の音 英語のアクセントや発音 日本語と英語の発音の違 単語や会話例を再度提示するこ

声や表現への をまねて話している。 いに気付き，英語の発音を とで，正しい言い方に気付かせる

慣れ親しみ まねしようとしている。 ようにする。

(2) 実践事例２

第６学年 外国語活動学習指導案

指導者 教諭 小野 晃

ALT ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｸﾚﾓﾝｽ

１ 単元名 行ってみたい国を紹介しよう
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２ 研究との関連

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

① プロジェクターで学習内容を映し出すなど視聴覚機器を有効に使い，全体で学習内容

や学習進度を確認しながらスムーズに学習が展開できるようにする。

② 児童の理解に合わせて，補助教材のＣＤを活用したり，ＡＬＴが活動等について英語

で説明したりする場面を設ける。

③ 学習内容に関連した資料を提示することで，興味・関心を一層高める。また，発表の

際，必要に応じて活用できるようにする。

④ "I want to go to Italy"を積極的に活用し，自分なりに工夫したチャンツにできるようす

る｡

(2) 外国語活動における評価の在り方について

① 事後にＡＬＴと打合せをもち，ＨＲＴの評価をもとに児童の活動で気付いた点を話し

合う。

(3) 指導体制の在り方について

① ＨＲＴとＡＬＴの役割分担を明確にし，ＡＬＴをネイティブスピーカーとして有効に

活用する。また，ＷＵ（ウォームアップ）ではＡＬＴが本時の内容にかかわる話題につ

いて簡単な英語でスピーチをして，英語独特の発音やリズムに触れる機会を設ける。

３ 本時の指導

(1) 学習過程

段 学 習 活 動 教師の働きかけ 指導上の留意点
階 ◆個への配慮

ＨＲＴ ＡＬＴ ◇評価
挨 １ 挨拶をする ・全体にあいさつする。その後，二手に分 ◆これから始まる学習への意
拶 T Good morning, everyone. かれて児童と個別にあいさつする。 欲を喚起するように元気よ
・ S Good morning, Mr. Ed. T Good morning. く挨拶させるようにする。
W T How are you? T How are you?
Ｕ S I'm ～
５ ２ ALT のスピーチを聞く。 ・必要に応じて日本 ・行ったことのある ・詳しく聞き取ることをねら
分 語に訳したり，児 国について，簡単 いとせず，和やかな雰囲気

童に話の内容につ な英語を使ってス づくりに努める。
いて質問したりす ピーチする。
る。

復 ３ 前時を振り返る T Let's chant. ・楽しみながらチャンツを行
習 ・チャンツを言う ・絵カードを見せな ・児童と一緒にチャ って復習し，チャンツの文

がらＣＤをかける。 ンツを行う 言を思い出せるようにする。
５
分

４ 本時の課題をつかむ
自分の行きたい国とその理由を発表しよう

・ＡＬＴの行きたい国とそ ・ＡＬＴに行きたい ・ＨＲＴとＡＬＴが，行きた
展 の理由を聞き，発表の仕 国と理由を聞く。 い国とその理由についての

方を理解する。 T Where do you T I want to go to ～. スピーチの仕方をデモンス
want to go? I want to eat ～. トレーションし，理解させ

I want to play ～. る。

開 ・事前に調査した「みんな T Please look at this． ・事前に行ったアンケート結
の行きたい国ベスト３」 ・アンケート結果を 果をもとに，行きたい国の
を知らせる。 プレゼンテーショ ベスト３を紹介し，様々な

ンする。 国への興味・関心を深め，
本時の活動への意欲を更に
喚起する。

５ 自分の行きたい国とそ ・練習の様子を見守 ・必要に応じ英語の ◆各グループの練習の様子を
の理由について，スピー りながら必要に応 発音等のアドバイ 見守り，必要に応じて支援

30 チの練習をグループで行 じて，絵やジェス スを与える。 する。
分 う。 チャーを活用して ◆事前に用意した学習プリン

もいいことを声が トや絵などを有効活用する
けする。 ように声がけをする。

６ みんなの前でクラス全 ・進んで発表するよ ・発表した児童に対 ◇態行きたい国やその理由に
体にスピーチをする。 うに声がけする。 し，称賛を与える。 ついて発表したり，友達の

・友達のスピーチを聞いて Good. / Great. 発表を聞いたりする。
どこの国に行きたいか。 ・前に出て自信をも （発表内容・観察）
また，その理由について って大きな声で発
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メモする。 表するように励ま ◇表行きたい国やその理由に
す。また，必要に ついて，英語やジェスチャ
応じて発表を補佐 ーを使って聞いている人に
する。 伝わるように表現している。

（発表内容・観察）
７ 本時を振り返る ・英語を使おうとす ・英語を聞いたり話 ◆「振り返りカード」を記入

振 る態度について評 したりすることに させることにより学習の達
り 価する。 ついて評価する。 成度を意識させ，次時への
返 How was today's lesson? Speaking? Listening? 意欲付けにする。
り Easy ?/ Difficult?/ Good? / Bad? / So-so?

So-so? ・挨拶をする。
５ ・児童と一緒に挨拶 T Goodbye, everyone.
分 する。 See you.

(2) 評価の観点と具体的評価規準
評価の観点 A 十分に満足 B おおむね達成 C 努力を要する児童への

手立て
コミュニケーショ 行きたい国やその理由につ 行きたい国やその理由に 児童と一緒に発音しな

ンを図ろうとする態 いて積極的に発表したり，友 ついて発表したり，友達の がら音と絵を一致させる
度 達の発表を聞いたりする。 発表を聞いたりする。 ようにする。

外国語の音声や表 行きたい国やその理由につ 行きたい国やその理由につ 表現したいことを絵や
現への慣れ親しみ いて，英語を使って表現して いて，英語やジェスチャー ジェスチャーを活用して

いる。 を使って聞いている人に伝 もよいことを伝え，自分
わるように表現している。 なりの表現方法を工夫さ

せる。

４ 研究成果

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

授業の展開としては下記のような流れを基本スタイル

とし，それをもとに，英語ノートに沿った形で年間３５

時間の指導案を作成した。指導案には単元名，使用教材，

ねらい，主な言語材料，評価規準，反省の項目を設け，

反省欄には教材の有効性や改善点を中心に記入するよう

にした。

授業は英語ノートの流れに沿って行ったが，学級の実

態に合わせてゲームを入れ替えたり，発展的活動では実

物を使った買い物ごっこや調理実習などの活動を取り入れ 【調理実習を取り入れた授業】

たりして児童の意欲を喚起した。また，活動を行う際に英語を話す必要感を感じさせるように場

面設定を工夫したことは児童の活発な活動につながった。

活動内容を考える上でＡＬＴからのアドバイスも参考にし，それをうまく活用することにより

児童の興味・関心をより高めることができた。

① 授業の基本スタイル

１ あいさつ Greeting Warm up
（あいさつをし，英語の学習をする雰囲気を高める － 歌など）

２ 復 習 Review
（前時に学習した基本表現や単語を練習する － チャンツなど）

３ 活 動 Let's Play Activity
（本時の中心となる活動 － 積極的にコミュニケーションを促す活動）

４ 振り返り Greeting
（本時の活動を振り返る － 自己評価，相互評価など）
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② 指導案の作成
外国語活動指導案（５年生用一部抜粋）

外国語活動 学習指導案
１ 単 元 名： Lesson１ 世界のこんにちはを知ろう （第１限目） ５年１組

２ 使 用 教 材： ＣＤ，ＤＶＤ，世界地図，国旗カード （英語ノート１，２ページ）

３ 本時のねらい： 世界には様々なあいさつがあることを知る。

４ 本時の展開

時 学習内容 ○指導者の活動 ※指導上の留意点 教材

間 ●児童の活動 ◎評価規準（評価方法） 準備物

５ １ 外国語活動の学習について知らせる。

○英語の学習がスタートすることを話し，ＡＬＴを紹 ※５年生から英語ノートを使って

介する。（ＨＲＴ） 外国語活動の学習を行うこと，

○ＡＬＴが自己紹介をする。（ＡＬＴ） 外国語を使ってみんなと楽しく

●ＡＬＴの自己紹介を聞いて，分かったことを話し合 触れ合いながら学習することの

う。 大切さなどを話す。

10 ２ あいさつをする。

○児童がＡＬＴとあいさつをすることができるように

あいさつの仕方の例を演示する。（ＡＬＴ） ◎マナーを守り，積極的にあいさ

My name is ~ . Nice to meet you . つをしている。

●ＡＬＴ，ＨＲＴとあいさつを交わす。 （行動観察）

５ ５ 学習活動を振り返る。 ◎世界のあいさつに親しみ，進ん ＤＶＤ

○初めての学習の感想を発表させる。（ＨＲＴ） で言おうとしている。

６ あいさつをして終わる。 Goodbye. See you. （行動観察）

※次時の意欲につながるように，

具体的に児童のよかった点を称

賛する。

５ 評価規準

・マナーを守り，積極的にあいさつをしている。（言語や文化についての体験的な理解）

・世界のあいさつに親しみ，進んで言おうとしている。（コミュニケーションを図ろうとする態度）

６ 指導後の反省等

(2) 外国語活動における評価の在り方について

① 評価規準

評価規準を考えるに当たっては，まず，外国語活動の目標の３つの柱について評価規準を

次のように設定し，それをもとに１単位時間毎の評価規準を設定した。

外国語活動における目標と評価規準

１ 外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める。

○外国語と日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに気付いている。

○日本と外国との生活，習慣，行事などの違いに関心をもっている。

２ 外国語を通じて，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る。

○積極的に外国語を聞いたり，話したりしている。

○友達と進んでコミュニケーションを図っている。

３ 外国語を通じて，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。

○外国語の音声やリズム，基本的な表現などに慣れ親しみ，進んで表現活動に

取り組んでいる。
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② 評価方法

初めは，英語ノートに本時の感想を書き込ま

せていたが，途中から観点に沿った評価項目を

設けた自己評価カードに記入させるようにし，

それを累積することにより一人一人の適切な評

価に努めるようにした。児童も評価項目を設け

たことによってより具体的な感想をもてるよう

になった。

また，授業の中で児童の活動を評価し，その

場で称賛することは児童の励みになり積極的に

英語を話そうとする意欲につながった。 【振り返りカード】

(3) 指導体制の在り方について

① ＨＲＴとＡＬＴのＴＴでの指導

ＨＲＴは授業を進め，ＡＬＴは英語の発音等を中心

に指導するように役割分担をした。ＡＬＴとの単語や

会話例の練習では，英語独特の発音やリズムに慣れさ

せるために，児童の実態に合わせて速さやパターンを

変えながら指導を行った。

また，活動やゲームなどの説明では，ＨＲＴとＡＬ

Ｔの二人でデモンストレーションを行うことにより児

童が理解しやすくなり，その後の活動がスムーズに進

んだ。 【ＨＲＴとＡＬＴのＴＴ】

② ＨＲＴ単独での指導

ＨＲＴが単独で指導する場合は，できるだけ英語を使って授業を進めるようにするととも

に，チャンツやゲームの説明などには英語ノート付属のＣＤ，ＤＶＤを多く活用するように

した。ただ，ＣＤを活用する場合は，児童の実態に合わせ速さを変えるなどの工夫が必要だ

った。

５ 今後の課題と改善策

(1) 英語ノート等の教材の効果的な活用方法について

今年度，初めて英語ノートを用いて外国語活動の授業を行った。児童の活動意欲を高められる

ように，児童の実態に合わせた単元の入れ替えやアクティビティ，ゲーム等の内容の見直しを今

後考えていかなければならない。そのためにも本年度の実践の反省をもとに指導計画の改善，見

直しを行う必要がある。

(2) 外国語活動における評価の在り方について

評価規準を作成し，振り返りカードなどを使って評価してきたが，作成した評価規準の妥当性

や「振り返りカード」の有効性などを検証していく必要がある。

(3) 指導体制の在り方について

授業を進める上でＡＬＴとの連携を緊密にすることが大切であるが，ＡＬＴと打合せをする時

間がなかなか確保できないのが実情である。短時間でもスムーズに打合せができるように，時間

設定や打合せの方法を工夫していく必要がある。

ＨＲＴ単独の指導では教材の作成や視聴覚機器の準備などで負担が大きくなってしまうことも

あり，ＨＲＴを補助するような校内体制を考えていく必要がある。
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