
平成２４年度小・中連携英語教育推進事業中間報告

宮城県教育委員会では，平成２４年度より「小・中連携英語教育推進事業」を実施し

ています。小学校への外国語活動の導入やそれに伴う小・中連携を踏まえた中学校英語

教育の実施など，学習指導要領に示された新しい英語教育の推進に向けて，研究推進地

区に指定された中学校区内の小・中学校が連携して指導計画の作成や授業づくりに取り

組んでいます。

今回は，各推進地区における１年次の取組（中間報告）を掲載します。

【研究推進地区（校）】

角田市：北角田中，桜小，東根小，北郷小，西根小

大和町：大和中，宮床中，吉岡小，宮床小，宮床小難波分校，吉田小，鶴巣小，

落合小，小野小

加美町：宮崎中，宮崎小，旭小，賀美石小

登米市：石越中，石越小

（※平成２５年度追加指定 南三陸町：歌津中，名足小，伊里前小）

【具体的な取組】

○ 推進中学校区内に小・中連携英語教育推進委員会を設置

○ 小・中の円滑な接続や系統性等に配慮した指導計画の作成と授業実践

○ 日常的な成果共有機会の設定（周辺校への授業公開）

○ 県連絡協議会の開催（年２回）

○ 研究推進地区合同研究成果報告会の開催（２年次）
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１ 本中学校区の実態

北角田中学校区は，角田市の北側に位置し，４つの小学校区（東根小学校区，桜小

学校区，北郷小学校区，西根小学校区）からなっている。北角田中学校は，それぞれ

の小学校区にあった４つの中学校のうち，東根，桜，北郷の三中学校を統合し，昭和

４１年に開校した。その後，平成２１年に西根中学校を統合し，現在にいたっている。

英語教育に関しては，角田市で平成１６年から平成２０年までの５年間にわたり，

小学校英語教育推進特区の指定を受けたことにより，本中学校区でも「早期に英語に

親しませ，国際感覚や国際的な共通語としての英語によるコミュニケーション能力の

素地を養い，国際交流活動の活性化を図ること」を目標に，英語教育の推進に取り組

んできた。

小・中連携に関しては，義務教育９年間を見通して学習指導・生徒指導等の充実を

図るための事業を計画し実施している。

２ 研究の概要

（１）主題設定の理由

小学校への外国語活動の導入やそれに伴う小・中連携を踏まえた中学校英語教育

の実施など，学習指導要領に示された新しい英語教育の推進が望まれている。

それを実現するために，小・中学校の円滑な英語学習の接続や系統性に配慮した

指導計画及び評価計画の整備を行うとともに，それに基づいた実効性のある指導法

と授業の在り方を探り，児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上を図

ろうと考え，本主題を設定した。

（２）研究の目標

小学校外国語活動の導入に伴い，小・中学校が連携し，円滑な学習の接続や系

統性に配慮した指導計画及び評価計画の整備とそれに基づいた実効性のある指導

法と授業の在り方を探る。

（３）研究組織

（角田市立北角田中学校区）

研究主題 児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成

～小・中学校の系統性に配慮した指導計画・評価計画の整備と授業の実践を通して～

北角田中学校区

小・中連携英語教育推進委員会

研修部 指導計画部

角田市立小・中学校

英語教育推進委員会

角田市教育委員会

研究推進校

北角田中学校

東根小学校 桜小学校 北郷小学校 西根小学校
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（４）研究内容

① 小・中学校の円滑な英語学習の接続や系統性に配慮した指導計画及び評価計

画を整備する。

② 小学校の外国語活動を踏まえた中学校英語における実効性のある指導法と授

業の在り方について探る。

（５）研究の方法

① 指導計画及び評価計画の作成

② 教員研修会の実施

③ 公開授業研修会の実施

④ 英語検定・学力調査の実施

（６）目指す児童生徒の姿

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や基礎的なコミュニケーション

能力を身に付けた児童生徒

（７）研究の視点と指導の手立て

① 研究の視点

系統性に配慮した教材づくりや指導法の工夫

② 研究の手立て

指導計画及び評価計画の作成、教員研修会の実施、公開授業研修会の実施

（８）実践事例

① 指導計画・評価計画の作成

平成２５年度の小学校「英語活動」（1，2 年）※，「国際理解学習」（3，4 年），

「外国語活動」（5，6 年），中学校「英語」の年間指導計画表を作成した。

小学校「外国語活動」の年間計画表では，小学校１年生～4 年生までに行ってい

る英語学習との関連や，中学校「英語」との関連が分かるようにした。

中学校｢英語｣の指導計画では，単元ごとに小学校「外国語活動」との関連を明示

し，小学校で学習したことを「英語」の授業に役立てやすくした。

また，小・中９年間の学習内容が見通せるように「指導計画一覧表」や「指導内

容の関連一覧表」，「アクティビティ一覧表」を作成した。

※「英語活動」： 角田市独自の早期（小学校 1 年生～4 年生）から英語に慣れ親しませようと行ってい

る活動。

② 教員研修会の実施

○小学校外国語活動研修会（参加者４２名）

平成２４年８月２日（木）に，角田市に転勤して１，

２年目の小学校教員を対象に，小学校外国語活動研修

会を実施した。中学校の英語教師やＡＬＴも参加し，

模擬授業や講話を通して，「外国語活動」と角田市独

自の「英語活動」の授業の進め方や角田市の英語学習

の特徴などについて研修した。

○英語教育講演会（参加者１２５名）

平成２４年１２月２７日（木）に角田市立角田小学

校で，角田市内小学校教員と中学校英語担当教員を対

象に教育講演会を実施した。文部科学省初等中等教育

局教科調査官の直山木綿子様をお招きして，「小学校

小学校外国語活動研修会

英語教育講演会
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外国語活動の進め方と小中接続の在り方」についてご講演をいただいた。近隣地

区の教員も多数参加した。

○市外研修会への参加（参加者９名）

平成２４年１１月６日（火）に，北角田中学

校区小中連携英語教育推進委員６名と角田市教

育委員会 1 名，ＡＬＴ２名で，秋田県大仙市横

掘小学校と仙北中学校の視察研修を行った。

授業を参観させていただくとともに，大仙市で

研究を進めている小中連携の実情や成果・課題

について説明していただいた。

○ 体験的英語学習会

小学校では，夏休みなどを利用してＡＬＴを講

師に「英会話教室」を行っている。平成２４年度

は，３つの小学校区で実施した。５，６年生以外

の学年の児童も「外国語活動」を体験することが

できるとともに，ＡＬＴの研修の場にもなってい

る。

③ 公開授業研修会の実施

○ 北角田中学校「英語」授業研修会（参加者２７名）

平成２４年７月４日（水）に，角田市小学校の

教員と近隣市町村の教員が，北角田中学校１年３

組の英語の授業を参観した。参観後に，英語教育

推進委員を中心に授業についての検討会を行っ

た。検討会には，宮城教育大学教職大学院から板

垣信哉教授や根本アリソン特任准教授にも参加

していただき，英語教育における小中連携につい

て話し合った。

○ 北郷小学校「外国語活動」授業研修会（参加者５０名）

平成２４年１２月６日（木），角田市立北郷小

学校で６年生の外国語活動の授業参観を行った。

北角田中学校区だけでなく市内や管内の教育関

係者も含め５０名ほどが参加し，小学校「外国語

活動」の授業について話し合った。検討会では，

宮城教育大学教職大学院の板垣信哉教授，根本ア

リソン特任准教授にご指導をいただき，研修を深

めた。

④ 英語検定・学力調査の実施

【小学校】６年生を対象に，児童英検（特区版）を１２月に実施した。結果は，

児童のコミュニケーション力の実態を把握するのに活用する。

また，中学校にも知らせ，進学後の英語の学習指導にも役立てていく。

【中学校】５月に２，３年生対象に「英語」の角田市標準学力調査を実施した。

特に，中学校で１年間学習した時点（第２学年）での英語力を客観的

にとらえるのに活用していく。

小学校「外国語活動」の授業研修

小学校「夏休み英会話教室」

秋田県大仙市横掘小学校授業参観

中学校「英語」の授業研修
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３ 研究の成果と課題

（１）成果

① 平成２５年度版指導計画の作成

小中の関連を明示した指導計画の案を作成した。これをもとにして，小中の学

習内容の系統性を意識した指導を実践していく予定である。

② 教員研修会の実施

いろいろな形での研修会を通して，職員の英語活動に対する意識を高めること

ができた。角田市独自の「英語活動」に対する不安も少なからず解消できたと思

う。また，現在の英語教育の課題についても把握することができた。

③ 公開授業研修会の実施

小学校，中学校で各１回ずつ公開授業を実施することができた。北角田中学校

区の教員だけでなく，市内や近隣市町村の教員も参加し，宮城教育大学教職大学

院の板垣信哉教授，根本アリソン特任准教授にご指導をいただいたことは大変有

益であった。

④ 英語検定・学力調査の実施

【英語検定】

市内小学校第６学年児童を対象に平成２４年１２月に特区版の児童英検（グ

レード：シルバー）を実施した。結果については，２月上旬に分かる予定であ

る。分析を行い，児童の英語によるコミュニケーション能力の一面を探ってい

く。

【学力調査】

平成２４年５月に市内中学校第２，３学年生徒を対象に角田市標準学力調査

「英語」を実施した。第２学年生徒の結果は，次のとおりである。

【対象】 角田市立中学校第２学年生徒

観点 総 合
コミュニケーション

への関心・意欲・態度
表現の能力 理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

目標値
との比較

同程度 同程度 同程度 同程度 やや下回っている

（２）課題及び改善策

① 指導計画及び評価計画の作成

次年度，今年度作成した指導計画を利用し小中の連携に配慮した授業を行ってい

くとともに，その反省をもとに指導計画を改善し，より活用しやすいものにしてい

く。

② 教員研修会の実施

教員の指導力向上に大変役立っているので，継続し行っていく。

さらに，小中連携，小小連携を深めるために，各小学校で行っている「英語活動」，

「国際理解学習」，「外国語活動」の内容や中学校での英語の授業の様子を情報交

換する場を設け，小中間，小小間の共通理解を図る。

③ 公開授業研修会の実施

授業の質の向上を目指すため，小学校「外国語活動」や中学校「英語」の授業並

びに指導法についてより研修を深められるよう，事前検討会や事後検討会などの

内容等を検討していく。また，研修の成果を市内，管内の教員に知らせる場とし

て活用していく。
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④ 英語検定・学力調査の実施

小学校６年生で実施する英語検定（シルバー）と角田市標準学力調査を継続し

て行うとともに，結果を分析し，児童生徒の実態及びその変化を探っていく。次

年度は，関心・意欲・態度の面についてもより明確に実態を把握できるように工

夫していく。

４ 次年度への見通し

（１）小中連携の充実を図るための指導計画を改善していく。

（２）小学校「外国語活動」や中学校「英語」の授業や指導法を向上させるため，小・

中教員合同による授業検討会の実施を検討していく。

（３）各小学校で行われている外国語活動について情報交換する場を設け，小中の教員

が各小学校での実践の状況を共通理解できるようにし，小小連携を深めていく。

（４）小中教員のための研修会については，今年度同様に実施し，成果を積み上げてい

く。

（５）公開授業を小学校，中学校で実施し，授業の質の向上を目指すとともに，研究の

成果を広く知らせていく。

（６）英語検定，学力調査を分析し，児童生徒のコミュニケーション能力の実態とその

変化をとらえ，指導に活かしていく。
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（大和町立大和中学校区・宮床中学校区）

研究主題

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童・生徒の育成

～「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動の充実を図った

小・中の連携による効果的な外国語教育の在り方を通して～

１ 本中学校区の実態

大和・宮床中学校区には，小学校が７校（分校１を含む）ある。大和中学校（生徒数４９５

名）には，吉岡小学校（児童数７０９名），吉田小学校（同７９名），鶴巣小学校（同１０４

名），落合小学校（同５２名）から進学する。吉岡小学校は，大和中学校に隣接しているが，

吉田小学校は６．５ｋｍ，鶴巣小学校は５．７ｋｍ，落合小学校は４．７ｋｍ離れており，遠

距離にある。宮床中学校（生徒数２４７名）には，小野小学校（児童数５０３名）と宮床小学

校（同５９名），宮床小学校難波分校（同１２名）から進学する。宮床中学校と宮床小学校は

１ｋｍほどの距離であるが，小野小学校とは３．２ｋｍ，難波分校とは７．５ｋｍ離れている。

両中学校区とも遠距離にある小学校では児童・生徒間の交流活動の実施は，地理的に難しい状

況にある。

外国語教育に関しては，落合小学校において，平成２１年度文部科学省の指定を受け，「外

国語活動」の授業実践に積極的に取り組んだ。しかし，指定が１年次で終了し，２年次に自主

公開をしたものの成果を小・中学校間で十分に共有するまでには至らなかった。また，落合小

学校でも平成２２年度以降は校内研究で国語科の研究に取り組んでおり，他の小学校について

も，平成２２年度以降は，全教科で取り組んでいる１校を除き，国語科か算数科を校内研究の

教科として取り組んでいる。外国語活動については，それぞれの学校での取り組みに任せられ

ているのが現状である。小学校と中学校の教員の交流の場についても，町教委主催の小・中合

同の指導力向上研修会が８月に実施されているが，それ以外，小・中学校の教員が交流できる

場がないのが現状である。

以上，大和・宮床中学校区の小・中学校が連携・交流するための地理的な条件の難しさや研

修会等の場もほとんどなかったことから，町内の小・中学校が共同して取り組める研究体制の

構築と，外国語教育においては，小・中の円滑な接続等に配慮した指導計画の作成や授業実践

の共有等について，大きな課題となっている。

２ 研究の概要

（１）主題設定の理由

①今日的課題から

学習指導要領総則編では，２１世紀を「知識基盤社会」の時代ととらえ，国内外を問わず激

動する社会を生き抜くために，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」をはぐくむことがますます重要になってきている。その中で，社会や経済のグローバル化

が急速に進展し，異なる文化の共存や社会の持続可能な発展に向けた国際協力が求められると

ともに，人材育成面での国際競争も加速していることから，学校教育において外国語教育を充

実することが重要な課題の一つとなっている。

平成２３年度の新学習指導要領の全面実施にともない，小学校へ外国語活動が導入された。

これにより，小学校と中学校が緊密に連携し，それぞれの校種における役割を相互に認識しな

がら，より系統的で実効性のある指導を行うことが必要となっている。特に中学校では，従来

の指導計画を見直し，小・中の円滑な接続や系統性に配慮した授業実践が急務となっている。

そこで，中学校区内の小・中学校が連携し，学習内容の系統性や指導方法の継続性等に配慮し

た指導計画の作成や授業づくりを通じて実践研究を行い，その成果の普及により児童生徒の英

語におけるコミュニケーション能力の素地と基礎及び教員の外国語教育における指導力の向上



- 2 -

を図ることが重要であると考えた。

②大和町の外国語教育の現状と大和町の教育方針の具現化から

大和・宮床中学校区の実態からも小・中学校が連携・交流できる環境を整え，担当する教員

のみならず，全職員が課題意識を持って外国語活動及び英語教育に取り組みたいと考えた。

大和町教育基本方針では，第１に確かな学力の向上を掲げている。基礎・基本となる知識・

技能の定着を図るとともに思考力，判断力，表現力を育成し，学習意欲の向上と学習習慣の確

立を図ることにより児童・生徒の学力向上を目指している。さらに重点施策にも小・中連携教

育の推進が挙げられており，外国語教育においては，児童生徒のコミュニケーション能力の素

地と基礎を培うとともに教員の外国語教育における指導力の向上を図ることが求められてい

る。

③児童・生徒や教員の意識調査（平成２４年１０月）から

【 小学校５・６年児童，中学校１～３年生徒 】

小学校においては５・６年生ともにほぼ９割の児童が外国語活動に高い関心を示しているこ

とが分かった。しかし，進んで会話しようとする児童は５・６年生でともに７割を下回ってい

る。外国語活動や外国の文化に興味・関心が高く，互いに相手を思い話し合いたいが，積極的

にコミュニケーションを図りかねている実態がみられる。

中学校においては，英語の時間を楽しいと感じている生徒は１年生では８割近いが，２・３

年生では６割弱に減っている。進んで英語でコミュニケーションを図ろうとする生徒は１年生

で６割だが，２年生で５割を切り，３年生ではほぼ４割程度と学年が上がるにつれて減少する

傾向にあり，積極的にコミュニケーションを図りかねている実態がみられる。

【 小学校１～４年担任 】

小学校の担任に外国語活動について調査すると１～４年担任は，９割近くが外国語活動の指

導に不安を感じていることが分かった。不安の要素は，「話せない」，「聞き取れない」，「発音

に自信がない」などがともに２割ずつで会話によるコミュニケーションに不安を抱いている項

目が多い。さらに「指導法が分からない」，「ALT との打合せの時間が十分にとれない」等，

外国語活動の指導そのものに対する不安が挙げられている。

【 小学校５・６年担任 】

５・６年担任では，「不安がある」，「少しある」を合わせて６割程度である。「不安がある」

は１割強で１～４年担任の３分の１である。不安の要素については，「話せない」，「発音に自

信がない」はともにほぼ２割であるが「聞き取れない」，「指導法が分からない」は１割もな

く日ごろ指導している実績が表れている。今後の研修については，１～４年担任も５・６年担

任も「指導法の研修会」「指導法の実践事例集の作成」「指導法の情報交換会」が上位を占め，

指導法の向上を目指したいという傾向がみられた。

上述の児童の実態からも積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成が求められ

ている。特にコミュニケーション能力の基盤である「話す・聞く」を中心とした音声言語とし

ての外国語活動の充実を図ることは，中学校における生徒の実態からも英語科における積極的

なコミュニケーション能力の指導を根本的に支え，充実させるためにも欠かせないものと考え

る。授業実践を通して，積極的なコミュニケーション能力を育成する観点からも「相手の思い

を考えて聞き，自分の伝えたい思いを考えて話す」体験的な活動，つまりは「互いの思いを積

極的に伝え合う」体験的な活動の充実を図ることが求められる。

【 中学校英語担当教員 】

中学校の英語科担当の教員の意識調査からは，今年度全面実施された新学習指導要領への対

応に追われ，小学校における外国語活動の理解に不十分であったり，理解していても中学校に

おける英語科の指導に外国語活動の指導を生かし切れていなかったりする状況がうかがえる。
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もちろん，小・中連携の必要性や小学校外国語活動への関心の高さもうかがえる。中学校の英

語科担当教員が小学校の外国語活動を参観したり，ＴＴとして交流したりすることで外国語活

動で頻繁に用いられる表現やアクティビティを理解し，中学校で用いることやそれを発展させ

たものを用いることで小・中の外国語の教育につながりがあることを生徒に感じ取らせ，英語

によるコミュニケーション能力の基礎を培うことができるものと考える。

中学校では，小学校での外国語活動の指導の連続性を生かし，音声言語として「話す・聞く」

指導の充実を図りながら，「読む・書く」指導への充実・発展を図らなければならない。「話

す・聞く」指導は，「読む・書く」指導の充実につながるものと考える。

以上のことから，小・中学校における積極的なコミュニケーション能力を育成するための授

業実践と小・中学校での指導の連続性に配慮した積極的なコミュニケーション能力を育成する

ための指導計画の作成に取り組むことが主題に迫る大きな手立ての２本柱になると考えた。

（２）研究の目標

進んでコミュニケーションを図ろうとする児童・生徒を育てるために「互いの思いを積極的

に伝え合う」体験的な活動の充実を図った小・中連携による効果的な外国語教育の在り方を授

業実践と指導計画の作成を通して明らかにする。

（３）研究組織

研究推進委員会

推進委員長：落合小

事務局（町教育委員会） 推進副委員長：宮床中 校長会担当：落合小

各校推進委員

大和中学校区合同会議 宮床中学校区合同会議

各小学校校内 大和中学校 各小学校校内 宮床中学校

研修推進委員会 英語教育推進 研修推進委員会 英語教育推進

委員会 委員会

校長会 ○ 町としての研究の進め方に対する指導助言と共通理解を図る。

推進事務局 ○ 町教育総務課が担い，各種会議の調整，研究予算の立案，

執行等事務全般を行う。

研究推進委員会 ○ 担当校長，研究推進委員長・副委員長，推進委員で構成し，

研究全般について検討する。

小・中合同会議 ○ 各中学校区の小・中連携推進委員，外国語担当（小），外国

（大和中学区） 語教員（中）で構成し，小・中連携事業（授業実践及び指導計

（宮床中学区） 画，研修会の担当等）について計画，検証等のまとめを行う。

校内研究推進委員会 ○ 各校において組織し，研究推進委員会，合同会議の計画を受

英語教育推進委員会 けて校内の授業実践及び指導計画の作成について計画，実践，

検証を行う。
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（４）研究内容

①全町意識調査 ：外国語活動及び中学校英語における児童・生徒や教職員の意識を調査

し，研究の主題及び視点の設定，有用性の確認，及び修正に役立てる。

②先行事例の収集，文献による理論研究を行う。

③指導法に関する研修会や情報交換会，指導事例集の作成など，研修内容の検討と企画・運

営を行う。

④５・６年生は外国語活動の時間，中学校は英語の時間において，外国語教育の在り方につ

いての実践的研究を行い，視点の有用性を検証する。また，授業実践の公開を行い，研究

の成果を近隣の学校に広げる。

⑤小・中の円滑な接続を図るための年間指導計画を作成する。

（５）研究の方法

①調査研究（平成２４年 １０月実施）

②先行事例，文献研究（研修会への推進委員の派遣，関係書籍の購入等）

③研修会等の設定（平成２４年 ８月実施）

④授業実践（各学校区毎に小学校１校，中学校１校において実施）

⑤指導計画の作成（各小・中学校毎に作成中）

（６）目指す児童生徒の姿

互いの思いを積極的に伝え合おうとしたり，人と積極的に関わろうとしたりする児童生徒。

（７）研究の視点と指導の手立て

小・中連携による外国語教育の授業実践において，次のような手立てを講じることにより，

児童・生徒の積極的なコミュニケーション能力をはぐくむ。

視点①：「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

・アクティビティの学習過程への位置付けの工夫【１－１】

・発問の工夫【１－２】

・指導形態（ＴＴ，ALT，学生ボランティア等）の工夫【１－３】

・学習形態（ペア，グループ，インタビュー等）の工夫【１－４】

視点②：「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

・相互評価と自己評価の生かし方の工夫【２－１】

・子どもの学びを見取り，次の活動に生かす評価の在り方の工夫【２－２】

なお，視点①，視点②の手立てを講じて授業改善をしていくために小・中の円滑な接続等

に配慮した指導計画を作成する。

（８）研究計画

月 日 曜 主 な 内 容

５ ８ 火 第１回小・中連携英語教育推進事業連絡協議会（宮城県合庁）

７ ９ 月 第１回大和町小・中連携英語教育推進事業研究推進委員会

・推進委員自己紹介 ・研修会報告 ・今年度の活動計画

８ ２１ 火 研修会の開催「外国語活動と英語の小・中連携への視点」

講師：信州大学教育学部 酒井 英樹 教授

９ １３ 木 第２回大和町小・中連携英語教育推進事業研究推進委員会

・研究内容 ・研究計画 ・情報交換

10 １ 月 落合小学校指導主事訪問（Ａ１）授業参観

外国語活動授業〔５学年 単元名 １－ Lesson5 What do you like ? 〕
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10 １１ 木 実態調査の実施（外国語活動に関する興味・関心など）

10 １９ 金 実態調査の報告（外国語活動に関する興味・関心など）

10 ２４ 水 宮床中学校指導主事訪問（Ａ１）授業参観

英語科授業〔１学年 単元名 Speaking Plus 2 「道案内」 〕

10 ３１ 水 第３回大和町小・中連携英語教育推進事業研究推進委員会

・研究の概要 ・各中学校区ごとの話し合い（研究授業者，年間計画作成等）

11 ２２ 木 研究授業大和中学校区吉岡小学校（指導主事訪問）

外国語活動授業〔５学年 単元名「Ｗｈａｔ'ｓ this? 」〕

12 ４ 火 研究授業宮床中学校区小野小学校

外国語活動授業〔５学年 単元名「Ｗｈａｔ'ｓ this? 」〕 事後検討会

12 ６ 木 第１回大和町小・中連携英語教育大和中学校区合同会議

研究授業吉岡小学校事後検討会，研究授業大和中学校事前検討会等

12 １３ 木 第１回大和町小・中連携英語教育宮床中学校区合同会議

研究授業小野小学校事後検討会，研究授業宮床中学校事前検討会等

１ １８ 金 研究授業大和中学校

英語科授業〔１学年 単元名 Speaking Plus 2 「道案内」〕

小・中連携・研究授業（大和中学校）についての事後検討会とまとめ

１ ２２ 火 研究授業宮床中学校

英語科授業〔１学年 単元名 Speaking Plus 2 「道案内」〕

小・中連携・研究授業（宮床中学校）についての事後検討会とまとめ

１ ２５ 金 第２回小･中連携英語教育推進事業連絡協議会（県庁）

２ ８ 金 「全国小学校英語活動実践研究大会（京都）」視察 小学校３名，中学校１名

９ 土 同 上

２ １４ 木 大和町小・中連携英語教育推進事業研修会「コミュニケーション能力を育む

外国語活動の在り方」

講師 宮城教育大学附属小学校 山田 佳哉 先生

２ １９ 火 第４回大和町小・中連携英語教育推進事業研究推進委員会

第１年次の成果と課題及び第２年次の計画について

２ 下旬 中間報告書提出

３ 上旬 中間報告のまとめ(製本)

３ 平成２５年度実施計画書等の提出

（９）授業実践（別紙参照）

３ 研究の成果と課題

（１）成果

○本事業を推進することで，大和・宮床両中学校区の小・中学校が連携・交流できる機会を

得ることができ，互いの共通理解が促進した。

○町全体で同一テーマと同一の視点で授業を検討したり，情報を交換したりすることを通し

て，児童・生徒のコミュニケーション能力の向上を意識した授業実践に結びついた。特に

中学校の教員が小学校の外国語活動の内容を取り入れた授業実践に積極的に取り組むこと

ができた。

○小・中の円滑な接続等に配慮した指導計画の作成や授業実践を通して，小・小学校間や小

・中学校間，中・中学校間で指導方法等の情報を共有することができた。
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（２）課題及び改善点

●町の既存のプロジェクトとの兼ね合いを考慮しながら，小・中学校間での連携の場を定例

化できる体制を構築し，今後も授業公開等による指導方法の共有や研修会の設定など，指

導力の向上を目指していく必要がある。

●研究推進委員や高学年担当の教員のみならず，全職員が課題意識を持って外国語活動及び

英語教育に取り組める校内での体制作りが重要である。

●小・中学校の連携は，授業参観や授業の事前事後の検討会での連携を主に行っている。今

後は，小・中学校の教員のＴＴによる授業実践や児童・生徒の交流会等による連携も検討

していく。

４ 次年度への見通し

（１）交流・情報交換

○ 互いの授業参観や研究協議の継続

○ 小学校教員と中学校教員とが TT で行う外国語活動や英語科の授業の実施

○ 教員同士に加えて児童や中学生との交流

（２）カリキュラムの連携

○ 小学校の２年間と中学校の３年間のカリキュラムをつなげる。

（１）目標の一貫性 （２）題材の系統性 （３）指導法の継続

（３）児童・生徒・教員の意識調査及び分析

○ 児童・生徒・教員の意識調査を実施し，変容を分析することで研究の成果と課題を

把握し，今後の研究推進に活かしていく。

（４）校内体制及び研修

○ 小学校では，校内で指定研究の成果を広め，教員の指導力の向上を図るため，以下

の段階の取り組みを推進する。また，中学校では，校内の英語教育推進委員会の定例

化や２中学校間の連携を深める体制を構築する。

第１段階：・高学年学級担任が授業を他学年担当教員に公開

第２段階：・第１～第４学年担当教員が外国語活動の授業に参加

・T2 として第５，６学年担任と TT で授業の実施

（５）研究推進委員会での取組

○各校の取組を交流し，課題解決する継続した組織づくり

・大和町小・中連携英語教育研究推進委員会の定例化を図る。

（原則各学校最低１名の外国語活動担当教員（町研究推進委員）の参加）

○研修会の実施

・講師を招聘し，「Hi,friends」を活用した授業研究や模擬授業，講演，実技研修会等を

実施する。



実践事例１ ５学年の実践〔大和町立吉岡小学校〕

学 年 ５学年 単元名 「What's this?」

１ 本時のねらい

様々なものの言い方から，言葉のおもしろさに気付くとともに，身の回りのものを表す語に慣

れ親しむ。

２ 研究の視点と具体的な手立て

視点（１）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

・アクティビティの学習過程への位置付けの工夫【１－１】

・発問の工夫【１－２】

視点（２）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

・相互評価と自己評価の生かし方の工夫【２－１】

【授業の実際および考察】

主な学習活動と手立てに対する記録 ◎ 成 果

△手立て（位置付け，発問，学習形態等） 児童の活動の様子

・児童の反応（考察） ● 課 題

１ あいさつをする １ C:Good Morning. / Hello. ◎いろいろな友達と積極的

△アクティビティの学習過程への位置 How are you? にあいさつを交わすことを

づけ【１－１】 C:I'm fine/happy …. 通して，活動しようとする

・互いにあいさつを交わすことでアイ And you? 意欲を高めさせることがで

スブレイクを図ることができた。 きた。

●"Why?"など理由を聞く場

面を設けることで，互いの

関わりをもっと深めさせる。

２ メインレッスン ２ Cc : Glove. ◎身近な単語を例に，同音

△発問の工夫【１－２】 Cc : Globe. 異義語や発音の違いに気付

Glove と Globe の違いに気付きまし C: 発音が違うね。 くことができた。（視点１）

たか？ ●互いの思いを積極的に伝

・発音が同じで違うものを表す単語や え合う場面の設定を意図的

似たような発音に耳を傾け，聞こうと に根拠をもって組み込む必

することができた。 要がある。

３ 振り返り ３ C:フライングパンというこ ◎自分の活動や達成度を振

△相互評価と自己評価の生かし方の工 とを初めて知った。 り返ったり，児童の取り組

夫【２－１】 C:地球儀とグローブの発音 みの様子を知る手立てとし

・本時の学習を通して新しく学んだこ の違いが分かった。 て活用したりすることがで

とや気付いたことを学習カードに書い C:英語と日本語の発音の違 きた。

て，自分の活動を振り返ることができ いが分かった。 ●相互評価の仕方，次時の

た。 活動に生かすための評価の

あり方を明確にする必要が

ある。



〔実践の振り返り（第５学年）〕

視点１「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

〈成 果〉

○ゲーム的な要素を取り入れたことで，児童の興味・関心を高めさせることができた。

○正しい発音の仕方やアクセント，デモンストレーションでは，デジタル黒板など，ＯＡ機器を効

果的に活用することができた。

○同音異義語を取り上げることで，集中して英語の発音に聞き浸らせ，外来語とそのもとになる英

語との発音の違いに気付かせることができた。

〈課 題〉

▲アクティビティそのものをねらいとするのではなく，それを通してどんな力を身に付けさせたい

のかポイントを明確に押さえる必要がある。

▲英語に慣れ親しむことの手立ての一つとして，あいさつやチャンツなどを繰り返し行うなど，継

続的な取り組みが大切である。

▲目的に合った学習形態をさらに工夫していく必要がある。

視点２「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

〈成 果〉

○振り返りカードの活用を通して，児童自身が自分の活動や達成度を振り返ったり，互いの頑張り

やよかったことを見付けさせたりすることができた。

○振り返りカードの記述から，教師が児童の取り組みの様子を知る手立ての一つとして活用するこ

とができた。

○振り返りカードや児童の表情，挙手などを複合的に取り入れたことで表面的には見えにくい部分

も見取ることができた。

〈課 題〉

▲どのタイミングでどの振り返りが必要なのかをきちんと押さえるとともに，振り返りカードあり

きにならないようにねらいをしっかり押さえる必要がある。

▲児童観察など，評価にだけ追われないように計画的，意図的な評価の場面を意識した取り組みが

必要になってくる。

▲児童の活動の様子を見取り，それを次の活動にどのように生かしていくか，ということを視点に

して授業の組み立てをしていかなければならない。

〈まとめ〉

今回の授業提供と事後検討会の中で話題になったことを以下にまとめる。

小学校での外国語活動は，進学先の中学校外国語科において「コミュニケーション能力の基礎を

養う」ためにどのような指導が行われているのかについて授業参観等，情報交換した上で，小学校

外国語活動の指導に生かしていく必要がある。

また，中学校の指導に当たっては，小学校における外国語活動を通じて培われたコミュニケーシ

ョン能力の素地を踏まえながら，中学校での外国語教育へ円滑に接続できるよう配慮する必要があ

る。そのため，中学校においては，地域の小学校における外国語活動の指導の内容について，扱わ

れている単語や表現などについて把握することが必要となる。

小中の情報交換等を中心とした連携を，継続的に行える仕組み作りが，今後大切になってくる。



実践事例２ ５学年の実践［大和町立小野小学校］

学 年 ５学年 単元名 「What’s this」

１ 本時のねらい

様々な物の言い方から，言葉の面白さに気付くとともに，身の回りの語に慣れ親しむ。

２ 研究の視点と具体的な手立て

視点（１）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

・発問の工夫【１－２】

・指導形態の工夫（ＡＬＴとのＴＴ授業）【１－３】

・学習形態の工夫（ペア学習）【１－４】

視点（２）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

・子どもの学びを見取り，次の活動に生かす評価の工夫【２－２】

【授業の実際および考察】

主な学習活動と手立てに対する記録

△手立て（位置付け，発問，学習形態等）

・児童の反応（考察）

児童の活動の様子

◎ 成 果

● 課 題

１ メインレッスン「Let’s Listen」

２ メインレッスン「Let’s Play」

C:英語で言わなくちゃだめ？

C: It’s eraser．

C: It’s 地球儀

◎担任と ALT の役割分

担を明確にして指導す

ることで連携をうまく

取ることができた。

◎クイズ形式で発問を

することによって，児童

が外国語に慣れ親しみ

ながら学習していた。

◎日本語での解答を許

容することで児童が安

心して発表する環境を

作ることができた。

●「a」と「an」の区別

など文法的な内容につ

いては，中学校との連携

を考えて発問する必要

がある。

◎ペア学習を取り入れ

ることで，どの児童も気

軽にゲームに取り組み，

外国語を使ってのコミ

ュニケーションへの意

欲を高めることができ

た。

△発問の工夫【１－２】

△授業形態の工夫【１－３】

クイズ大会をします。英語でも日本

語でもいいので It’s をつけて答えま

しょう。

・既習事項であるリンゴなどは apple

と英語で答えていたが，地球儀や顕微

鏡など難しい単語は，日本語で答えて

いた。

△学習形態の工夫【１－４】

言われた物を指で指しましょう。

・ペアで行うポインティングゲームで

は初め小さな声でしか英語を言えな

かったが，ゲームが始まると思ったこ

とを表現しながら発音していた。



３ 振り返り

エンドレッスン

本時の活動をふり返る。

C:今の英語の発音は分かった。

C:どっちの発音だろう？難しい発

音もあるな。

C: What’s this？と聞かれて，よく

考えて答えることができた。

C:みんなで発音するのが楽しかっ

た。

◎ 挙手による自己評価

をさせることによって

その場で評価を共有さ

せることができた。ま

た，次時へのレディネス

がどの程度できている

のか把握することがで

きた。

● 外国語活動の評価の

あり方については，有効

な方法や形態などを探

るのが今後の課題であ

る。

〔実践の振り返り（第５学年）〕

視点１「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

〈成 果〉

○大切な部分「it’s~」という言い方以外は，無理をせずに日本語で指示を出したり，日本語で答えた

りすることを許容することによって抵抗なく外国語に慣れ親しむことができ，その後のポインティ

ングゲームにも意欲的に取り組むことができた。

○発音の違いについては，「さあ，この発音はどっちかな？」と比較させて当てさせるクイズ形式の

発問をすることによって，児童は発音の違いに真剣に耳を傾けていた。

○ペア学習を取り入れることによって，児童が英語を使う機会を増やすことができ，外国語を使って

のコミュニケーションをとろうという意欲を高めることができた。

〈課 題〉

▲「a」と「an」の違いなど，文法的なことをあまり深く指導しないことを意識して授業を進めてき

た。しかし，その違いに気が付く児童も数名いた。児童のつぶやきを拾い「どんなふうに違うかな？」

「中学校に行くと違いが分かるよ」などと投げかけるだけでも，外国語への興味がさらに増すと思

われる。中学校との連携を考え，文法的な内容をどのように取り上げるかについても，共通理解を

図り，指導していくことが必要である。

視点２「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

〈成 果〉

○「Let’s play」を ALT が英語を使って進めることによって，担任が児童の学習状況を机間指導で確

認することができた。その結果，次時だけではなく，学習内容によって，どのようなゲームが児童

に有効なのかを探ることができた。

○挙手による評価で，お互いの評価をその場で見合うことができることで「楽しかった」などの感想

を共有させ，意欲を高めることができた。

△子どもの学びを見取り，次の活動に

生かす評価の工夫【２－２】

・楽しいという反応が多かったが，発

音の違いを聞き分けるのが難しいと

いう反応もあった。



〈課 題〉

▲外国語活動の効果的な評価については今後の大きな検討課題である。本時では挙手による評価であ

ったが。この方法では，全員の評価をすることは不可能である。そこで，自由記述で感想を書かせ

るなどの方法を組み合わせるなどの改善策も考えられる。しかし，評価方法には，それぞれメリッ

ト，デメリットがあると感じられる。また，中学校との評価方法との違い（小学校は記述評価，中

学校は５段階評価）もどう連携できるのか考えていくことも大きな課題だと言える。

＜まとめ＞

事後検討会では，今回の授業で担任と ALT との役割が果たされていたということがあげられた。

今後の小中連携では，小学校と中学校の授業参観を継続的に行っていくことの大切さ，題材系統表を

作成し今後の指導に生かしていくことの必要性を確認した。

小学校では中学校の英語の学習につながる発音や表現にはどのようなものがあるのか，どこまで踏

み込んだ指導をしたらよいのかなどについて情報交換していく必要があること，中学校では小学校で

の外国語活動の内容を把握することにより振り返りをさせたり，｢小学校でもやったね。｣｢よく知っ

ているね。｣などの声がけができ学習の意欲につなげていったりできるのではないかということが話

し合われた。



実践事例３ １学年の実践〔大和町立大和中学校〕

学 年 １学年 単元名 Speaking Plus2 「道案内」

１ 本時のねらい

・町中にある目的地への徒歩での行き方を尋ねたり，答えたりする活動に意欲的に取り組も

うとする。 【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】

・相手に目的地までの道順を尋ねたり，またはそれを教えたりすることができる。

【外国語表現の能力】

２ 研究の視点と具体的な手立て

視点（１）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

・アクティビティの学習過程への位置付けの工夫【１－１】

視点（２）「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

・相互評価と自己評価の生かし方の工夫【２－１】

〔授業の実際および考察〕

主な学習活動と手立てに対する記録 ◎成 果

△手立て（位置付け，発問，学習形態等） 生徒の活動の様子

・生徒の反応（考察） ●課 題

１ コミュニケーション活動（１）

S1: I'm looking for the hotel. ◎モデル対話を参考

△ アクティビティの学習過程への位 S2: Let's see. Go down this street. にしながら，道順を

置付けの工夫【１－１】 Turn right at the third traffic 伝えようとしていた。

・学習した表現を用いて，隣の生徒に light. It's on your right. 上手に言えなくても

地図にある建物の道順を伝えようと努 S1: Thank you. 相手に伝えようと努

力していた。 S2: You're welcome. 力していた。

（教えあったり，Pardon ？で何度 ●重要表現の反復練

も聞き返したり，伝わらずに地図 習を念入りに行った

で確認したり，日本語が混じった り，やり方の例を示

りする様子が見られた。） したりするなどして，

スムーズに活動でき

るような手助けが必

要である。

２ コミュニケーション活動（２）

S1: I'm looking for the "Toysauras". ◎自分達の町に必要

△アクティビティの学習過程への位置 S2: Go down this street. … な建物を考えて，道

付けの工夫【１－１】 T1:学校の隣にトイザラス？ 案内するという活動

・友達と地図に加えたい建物とその場 内容に生徒達は意欲

所を相談し，道順を尋ねるやりとりを を示し，活発に活動

考えていた。 していた。

●どうしても英語で

案内したいという状

況になるような場面

設定を工夫していく。



３振り返り

S1:上手に伝えるのは難しかったけ ◎生徒自身の活動の

△相互評価と自己評価の生かし方の工 ど，楽しかった。 振り返りや友達の活

夫【２－１】 S2:道案内の仕方が分かって良かっ 動への評価を確認し，

・本時の学習に対する自分自身や友達 た。 取り組み状況を把握

の取り組みをそれぞれ振り返ってい S3:道案内は少し難しかったけど， することができた。

た。 しっかり案内できました。 ●評価の仕方とそれ

をどのように生かし

ていくのかを検討し

ていく必要がある。

〔実践の振り返り（第１学年）〕

視点１「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

〈成 果〉

○話題を身近ものにすることで，自分達の町を紹介することにもつながり，活動意欲を高めること

ができた。

○いろいろな学習形態があって，生徒達は集中して取り組んでいた。

〈課 題〉

▲どうしても案内したいという場面設定があるとさらによかった。たどり着いた喜びがあればさら

にやる気を喚起するものと考えられる。

▲やり方を分かりやすく提示し，練習時間をしっかりとるということを心がけていく。苦手な生徒

をいかにやる気にさせるかということを考えて指導していく必要がある。

視点２「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

〈成 果〉

○生徒自身が自らの活動への取り組みについて振り返ることができ，また，友達の取り組みへの評

価も行うことで，互いに今後の励みとなった。

○自己評価表から生徒の取り組みの様子を知ることができ，今後の活動を考える際の手立てとする

ことができた。

〈課 題〉

▲何のために評価するのかということをおさえることが必要である。位置付けを整理していかなけ

ればならない。

▲評価をどのように生かしていったらよいかは，今後の課題として考えていきたい。

〈まとめ〉

事後検討会では，佐々木指導主事より今回の授業と小・中連携事業について次のような助言をいた

だいた。

・基本表現の練習がもっと必要である。前時で暗記して道案内の表現が言えるように練習すること

で，本時の授業を進めやすくできた。指示するときも，もっと英語を使って進めるとよい。

・「ALT の先生に道案内をする」「留学生に店を案内する」など，誰を意識して案内するのか，相

手を考えて取り組ませることが大切である。

・"Yamazawa""Tsuruha"などの店の名前ではなく，"supermarket""drug store"などの英語で表すことが大

切である。その際に「何を売っているのか？」「何が好きなのか？」などを英語でやりとりし，

話題を広げながら英語に触れる機会を多くしていく。

・町内で，小・中の連携や引き継ぎをどのように行えばスムーズに研究を進めることができるのか

を考えながら，取り組んでほしい。町の特性を生かして，無理のないところで進めてほしい。

Activity と Task があるので，どちらなのかを念頭において考えることも必要である。

また, can-do-list の作成にも取り組む必要がある。



実践事例４ １学年の実践〔大和町立宮床中学校〕

学 年 １学年 単元名 Speaking Plus 2「道案内」

１ 本時のねらい
・町中にある目的地への徒歩での行き方を尋ねたり，教えたりできるようにする。

【外国語表現の能力，外国語理解の能力】
・質問を聞いて理解し，それに適切に応じることができるようにする。

【外国語理解の能力】
２ 研究の視点と具体的な手立て
視点(1)「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

・アクティビティの学習過程への位置づけの工夫【１－１】
・指導形態の工夫【１－３】
・学習形態の工夫【１－４】

視点(2)「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫
・相互評価と自己評価の生かし方の工夫【２－１】

【授業の実際及び考察】

主な学習活動と手立てに対する記録 ◎ 成 果
△手立て（位置付け，発問，学習形態等） 生徒の活動の様子
・生徒の反応と考察 ● 課 題

２ ポインティングゲーム ◎生徒にとって小学校から

△アクティビティの学習過程への位置 慣れ親しんでいるものだっ

付けの工夫【１－１】 たので，取り組みやすく，

前時の復習につながる活動を行い， 意欲的に活動していた。

コミュニケーションに対する興味を

深めさせる。 ●ただゲームをするという

だけにならないよう，その

・小学校でやった経験を思い出し，楽 ねらいや目的をはっきりさ

しみながらも意欲的にゲームをしてい せる必要がある。また，そ

た。 れを生徒にも伝えなければ

・ゲームを通して，既習の語句を集中 いけない。

して聞き復習していた。

◎ＪＴＥとＡＬＴの役割分

４ コミュニケーション活動 担や連携がうまくいってい

△指導形態の工夫【１－３】 た。デモンストレーション

ＡＬＴと協力し，活動のデモンストレ を行って，活動の方法を明

ーションを行うことで，活動の方法を 確に示すことができた。

分かりやすく示す。

●活動の中での会話の正確

△学習形態の工夫【１－４】 性がもっと必要である。

ペアで活動させ，互いに伝え合う場面 ●ペアになるときに，うま

を多くする。そのときに間違いを恐れ くペアになれない生徒に対

ずに，自信をもってコミュニケーショ する指示や対応が不足して

ンを取ることを意識させる。 いた。

・基本表現を使って，目的地までの行

き方を尋ねたり，教えたりすることが

できた。

・質問されたことをよく聞いて，一生

懸命教えようという姿勢が感じられる

生徒が多かった。



５ 会話発表 ◎小グループで発表するこ

△相互評価と自己評価の生かし方 とにより，あまり緊張せず

の工夫【２－１】 に発表できている生徒が多

会話発表する場面を設定し，自分が基 かった。

本表現を覚えられたかを確認させる。 ◎お互いの発表を聞き，そ

また，発表を聞く他の生徒も，自分以 れぞれへのアドバイスをし

外の人の良さを認め，そこから学ぶと っかりと記入していた。

いう気持ちにさせる。

・緊張しながらも，尋ねられた目的地 ●ＡＬＴ（ＪＴＥ）が行く

までの行き方を教えようとしていた。 までの待っている時間に対

・他の生徒の発表を聞き，評価したり する指示があいまいだった

感想を一生懸命記入したりしていた。 ので，時間をうまく使えて

いなかったグループが見ら

れた。

〔実践の振り返り（第１学年）〕

視点１「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための学習過程の工夫

〈成 果〉
○授業の導入段階で前時の復習のために取り入れた「ポインティングゲーム」は小学校の外国

語活動でもよく行われるものなので，生徒の反応がとても良かった。その方法も分かりやす
く英語が苦手な生徒も抵抗なく取り組めていた。またＡＬＴが言った単語を聞き，早く指さ
すので，その単語を集中して聞くということも同時に行うことができた。

○ＪＴＥとＡＬＴが連携して指導を行い，うまく役割を分担することができた。特にコミュニ
ケーション活動を行うときには，デモンストレーションを行って生徒に方法を分かりやすく
伝えたり，生徒の中に入って会話したりすることなどができた。

○ペアやグループでの学習を通して，生徒たちはお互いにコミュニケーションを取ることがで
きていた。ペアになって教え合う活動では，プリントをできる限り見ないで会話しようとい
う意欲が見られた。インタビュー形式で何人とも話すので，英語を使う機会が増え少しずつ
道案内の会話を覚えることができていた。

〈課 題〉
▲導入などでゲームを取り入れることは１つの方法だが，それがただゲームを楽しむだけにな

らないようにする必要がある。そのためには，それがねらいに合ったものなのか，どんなこ
とをねらいとしているのかを明確にしつつ，適切な形態で行わなければいけない。

▲生徒は比較的意欲をもってコミュニケーション活動に取り組んでいたが，目的地までの行き
方を教え合う会話で間違った表現を使って話している生徒も見られた。中学校では小学校と
は違い文法的な正確性も求められるので，そのようなときにどう指導していくかという工夫
が必要である。

▲ペアで活動するときに，自分からなかなかペアになれないような生徒に対するサポートが不
足していたので，そのような生徒や英語に対して消極的な生徒が取り組みやすい活動の形態
や方法を見つけなければいけない。

視点２「互いの思いを積極的に伝え合う」体験的な活動を充実させるための評価方法の工夫

〈成 果〉
○個人でＡＬＴ（ＪＴＥ）と会話することを通して，自分がどの程度道案内の表現を覚えてい

るかを確認させることができた。また，小グループにしたことで，あまり緊張せずに近くに
いる生徒に向けてきちんと聞こえるように話そうとしている生徒が多かった。全体の前で発
表するよりも，やりやすさを感じたという意見もあった。

○お互いの発表（ＡＬＴとの会話）を聞くことを通して，他の人の良さや自分との違いに気づ
かせることができた。



〈課 題〉
▲お互いに評価させるときには，良いところを見つけさせるべきだが，あるグループでは評価

をＣにするかどうかでもめていた生徒たちがいた。相互評価するときの姿勢や心構えについ
てもっと指導しながら，評価することに慣れさせる必要がある

▲よりよい評価をさせるためには，評価の視点を分かりやすく，ねらいに合ったものにすべき
だと感じた。また，評価シートの様式を工夫するとともに，項目についても精選して生徒が
自己評価，相互評価しやすいものにしなければならない。

〈まとめ〉
今回の研究授業を通して分かったことが３つある。
まずは『外国語活動で行ったゲームやアクティビティの有効性』である。今回の授業では小学校

でよく行われているゲームを取り入れたことで，生徒の興味・関心を引き出すことができた。方法
も分かりやすく，以前体験したことなので英語が苦手な生徒にとっても取り組みやすいため，どの
生徒も意欲的に活動していた。今後は，さらに外国語活動でのアクティビティや教材の中から中学
校でも使用できるものを積極的に取り入れ，活動や教材の面からの小・中連携を図っていきたい。
同じ活動や教材を使用して指導することで生徒が「小学校でやったことが，中学校でも役に立つん
だ」という外国語活動の有用感につながることが期待できるものと考える。

次に『コミュニケーション活動のさらなる工夫・改善』である。今回の授業では道案内のときの
会話を使って活動したが，その活動の必然性についてはまだ課題が残る。ただ教科書のモデルをも
とに簡単な会話をするだけにならず，学習形態やワークシートを工夫することで，相手の考えを聞
いたり，自分の考えを伝えたりする場面・時間を授業でどれだけ生み出せるかが重要だと考える。
英語はコミュニケーションをとるための手段だということを前提として，必然性がある場面設定を
するとともに，中学校では会話の正確性も指導していかなければならない。様々なコミュニケーシ
ョン活動を通し「小学校とは違い，英語を使ってこんなことができるようになった」と感じること
は，英語に対しての興味・関心を高めることにもつながると考えられる。

最後に『自己評価・相互評価の改善』である。今回はグループになって会話発表を聞き合うこと
で相互評価をさせたが，それぞれの生徒の評価に差があったように感じる。他の人の会話を聞いて
自分との違いを振り返ったり，良いところを参考にできるというメリットはあるものの，評価する
ことに対する姿勢や心構えの差や人によって評価を変えたりするようなデメリットもある。自己評
価させるときは，評価の視点（項目）を明確にし，それがねらいに合ったものかどうかを第一に考
える必要がある。相互評価させるときには，まず相手の良いところを見つけさせることを大切にし
て，それを認めることで相手の自信につながったり，自らの目標設定に役立ったりすることを目指
したい。そのためにも普段から評価する場面を多く設定し，評価することに対しての生徒自身の心
構えをよりよいものすること，評価シートの様式などを工夫し自分の評価を蓄積させることを今後
の課題としていきたい。



題材系統表

小学校 第５学年 小学校 第６学年 中学校 第１学年

題材
（場面）
（話題）

Hi,friends! １ Hi,friends! ２
ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ
Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ
（平成24年度版）

挨拶

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.
Lesson2 I'm happy. ジェスチャーをつけ
てあいさつしよう
I'm fine/happy. How are you？

Warm-up １ あいさつ
Good morning,～. How are

you?

I'm fine, thank you. And you?

I'm fine, thank you.

教室で

Lesson2 I'm happy. ジェスチャーをつけ
てあいさつしよう
I'm fine/happy. How are you？

Warm-up ２ 教室で使う英語
Stand up. Sit down. Raise

your hand. 等

アルファベッ
ト

Lesson6 What do you want？ アルファ
ベットをさがそう
What do you want？
The A card ,please.

Lesson1 Do you have a ？ アルファベッ
トクイズを作ろう
Do you have a？ Yes,I do,/No,I don,'t.

Warm-up ３ アルファベット
Ａ～Ｚ a～z ant, boat, car等

アルファベッ
ト

Lesson1 Do you have a ？ アルファベッ
トクイズを作ろう
Do you have a？ Yes,I do,/No,I don,'t.

Warm-up ４ 英語の音とつづり

bus, cat, dog,

ant / apron, lake /family/name

数字

Lesson3 How many？ いろいろなもの
を数えよう
How many pencils/dogs/cats？
One，two,three,…,twenty.
1～２０

Lesson1 Do you have a ？ アルファベッ
トクイズを作ろう
Do you have a？ Yes,I do,/No,I don,'t.
３１～１００

Warm-up ５ 数字
0～100, 電話番号，足し算，引き
算

曜日

Lesson8 I study Japanese. 「夢の時間
割」をつくろう
I study math on Monday.What do you
study on Tuesday.

Warm-up ６ 週
What day is it today?

It's Saturday.

What day is it tomorrow?

It's Sunday.

月日

Lesson２ When is your birthday ？ 友
だちの誕生日を調べよう
When is your birthday ？My Birthday is
March eighteenth.

Warm-up ７ 月日
January～December, first～

thirty-first

What's the date today?

April 23.

When's your birthday?

January 10.

色

Lesson5 What do you like？ 友だちにイ
ンタビューしよう
What animal /color/fruit/sport do you
like？
I like rabbits/red/bananas/soccer.

Warm-up ８ 色
blue, red, white, green,

orange, black

bag, ball, hat, jacket, T-shirt

Do you want a blue bag?

Yes, I do. I want a blue bag.

No, I don't. I don't want a blue

bag.

Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！と 中学校英語教科書の題材系統表(大和・宮床中学校区）

NEW HORIZON English Course （東京書籍）



名前

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.

Warm-up ９ 名前
Takano Sakura Okada Ichiro

挨拶をする
自己紹介を
する

Lesson1 Hello. 世界のいろいろな言葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your name？Thank you.
Goodbye.
Lesson4 I like apples. 好きなものを伝えよう
I like appleｓ. I don't like bananas. Do you like baseball？Yes,
I do./No, I don't.
Lesson 5 What do you like？ 友だちにインタビューしよう
What do you like？What animal/color/fruit/sport do you
like？I like rabbits/red/bananas/soccer.

Lesson5 Let's go to Italy. 友達を旅行
にさそおう
I want to go to France.
Where do you want to go？
Let's go.

Ｕｎｉｔ １ ようこそ，日本の学校へ
①
Hi, I'm Sakura. Hi. I'm

Becky. Nice to meet you. Nice

to meet you, too.

相手を確か
める

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.
Lesson2 I'm happy. ジェスチャーをつけ
てあいさつしよう
I'm fine/happy. How are you？

Ｕｎｉｔ 1 ようこそ，日本の学校へ
②
Are you Becky? Yes, I am.

出身地をた
ずねる

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.
Lesson2 I'm happy. ジェスチャーをつけ
てあいさつしよう
I'm fine/happy. How are you？

Ｕｎｉｔ １ ようこそ，日本の学校へ
③
Are you from Canada? No, I

am not. I am not from Canada.

教室を案内
する

Lesson7 What's this？ クイズ大会をしよ
う
What’s this？ It's a piano.

Lesson4 Turn right. 道案内をしよう
Where is the school？Go straiｇhｔ.Turn
right/left.

Ｕｎｉｔ ２ みんな友達 ①

This is my desk. That is my

desk.

品物につい
てたずねる

Lesson7 What's this？ クイズ大会をしよ
う
What’s this？ It's a piano.

Ｕｎｉｔ ２ みんな友達 ②
Is that a fish market? Yes, it

is. No, it is not. It is a

restaurant.

自己紹介を
する

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.
Lesson4 I like apples. 好きなものを伝
えよう
I like apple. I don't bananas. Do you like
baseball. Yes, I do./No, I don't.

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｕｎｉｔ ３ はじめまして，ブラウン
先生 ①
Hello, everyone. I'm Mary

Brown. I'm from America. I

like soccer. I play soccer every

Sunday. I like music, too.



質問をする

Lesson4 I like apples. 好きなものを伝え
よう
I like apples. I don't like bananas.
Do you like baseball？ Yes,I do,/No,I
don,'t.
Lesson5 What do you like？ 友だちにイ
ンタビューしよう
What animal /color/fruit/sport do you
like？
I like rabbits/red/bananas/soccer.
Lesson6 What do you want？ アルファ
ベットをさがそう
What do you want？
The A card,please.

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.
Lesson8 What do you want to be？
「夢宣言」をしよう
I want to be a singer.
What do you want to be？

Ｕｎｉｔ ３ はじめまして，ブラウン
先生 ②
Do you play the piano? Yes, I

do.

質問を続ける
もっているも
の
ほしいもの

Lesson4 I like apples. 好きなものを伝え
よう
I like apples. I don't like bananas.
Do you like baseball？ Yes,I do,/No,I
don,'t.
Lesson5 What do you like？ 友だちにイ
ンタビューしよう
What animal /color/fruit/sport do you
like？
I like rabbits/red/bananas/soccer.
Lesson6 What do you want？ アルファ
ベットをさがそう
What do you want？
The A card,please.

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｕｎｉｔ ３ はじめまして，ブラウン
先生③
Do you drive? Yes, but I don't

have a car now. Do you want a

car? No, I don't. I like walking.

メモを取る

Lesson7 What's this？ クイズ大会をしよ
う
What’s this？ It's a piano.

Listening Plus 1 何のＣＭ？
Yes, it's a school.

それが何か
をたずねる

Lesson7 What's this？ クイズ大会をしよ
う
What’s this？ It's a piano.

Ｕｎｉｔ ４ 楽しい昼休み ①
What's this? It's a bird.

That's right.

好きな教科を
たずねる

Lesson8 I study Japanese. 「夢の時間
割」をつくろう
I study math on Monday.What do you
study on Tuesday.

Ｕｎｉｔ ４ 楽しい昼休み ②
What's your favorite subject?

Math. It's interesting.

朝食は何か
をたずねる

Lesson9 What would you like？ ランチメ

ニューを作ろう

What would you like？ I'd like a
hamburger.

Ｕｎｉｔ ４ 楽しい昼休み ③
What do you usually have for

breakfast? I have toast and

milk. How about you, Becky?

自己紹介を
する

Lesson1 Hello！ 世界のいろいろな言
葉であいさつしよう
Hello. My name is ～. What's your
name？Thank you. Goodbye.
Lesson4 I like apples. 好きなものを伝
えよう
I like apple. I don't bananas. Do you like
baseball. Yes, I do./No, I don't.

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｍｕｌｔｉ Ｐｌｕｓ １ 自己紹介
I'm Kudo Nana. I like tennis.

I play tennis after school.

My name is Ikeda Koji. I like

English very much. It's

interesting. I don't like math.

注文をする
数字

Lesson3 How many？ いろいろなもの
を数えよう
How many pencils/dogs/cats？
One，two,three,…,twenty.

Lesson1 Do you have a ？ アルファベッ
トクイズを作ろう
Do you have a？ Yes,I do,/No,I don,'t.
３１～１００

Ｕｎｉｔ ５ お祭り大好き ①
名詞の複数形 Two cups.

数をたずねる

Lesson3 How many？ いろいろなもの
を数えよう
How many pencils/dogs/cats？
One，two,three,…,twenty.

Lesson1 Do you have a ？ アルファベッ
トクイズを作ろう
Do you have a？ Yes,I do,/No,I don,'t.
３１～１００

Ｕｎｉｔ ５ お祭り大好き ②
How many CDs do you have?

I have eighty.



提案・指示・
申し出をする

Lesson 7 We are good friends.オリジナル
の物語を作ろう
We are good friends. We are strong and
brave.

Ｕｎｉｔ ５ お祭り大好き ③
Let's try kingyo sukui. Use

this net.

時刻をたず
ねる

Lesson6 What time do you get up？ 一
日の生活を紹介しよう
I get up at seven. What time do you go
to bed？

Ｕｎｉｔ ７ サンフランシスコの学校
②

What time is it in Tokyo, Bin?

It's seven in the morning.

Then, what's the season there?

Spring?

どこにあるか
をたずねる

Lesson4 Turn right. 道案内をしよう
Where is the school？Go straiｇhｔ.Turn
right/left.

Ｕｎｉｔ ８ ナンシーに会いに ①

Where is my watch? It's in

your pocket.

友だちにカー
ドを書く

Lesson２ When is your birthday ？ 友
だちの誕生日を調べよう
When is your birthday ？My Birthday is
March eighteenth.

Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｐｌｕｓ ２ グリーティング
カード
Dear Becky,

Happy Birthday!

And many happy returns.

Love, Sakura.

道順をたず
ねる，教える

Lesson4 Turn right. 道案内をしよう
Where is the school？Go straiｇhｔ.Turn
right/left.

Speaking Plus ２ 道案内
I'm looking for Midori Station.

Go down this street. Turn left

at the second traffic light.

一日の生活

Lesson6 What time do you get up？ 一
日の生活を紹介しよう
I get up at seven. What time do you go
to bed？

Ｍｕｌｔｉ Ｐｌｕｓ ２ 一日の生活
I get up at seven. I leave

home at seven fifty.

近況を述べる
できる，でき
ない

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｕｎｉｔ １０ 観光地から ①
We can ride cable cars, trains,

or bikes. But we can't ride

bikes right here.

できるかどう
かをたずねる

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｕｎｉｔ １０ 観光地から ②
Can you guess why? No, I

can't.

いつできるか
をたずねる

Lesson２ When is your birthday ？ 友
だちの誕生日を調べよう
When is your birthday ？My Birthday is
March eighteenth.

Ｕｎｉｔ １０ 観光地から ③
When can we camp? All year

round.

許可を求め
る，依頼する
できること/で
きないこと

Lesson3 I can swim？ できることを紹
介しよう
I can/can't swim. Can you cook.？Yes, I
can./No, I can't.

Ｓｐｅａｋｉｎｇ Ｐｌｕｓ ３ ちょっとお
願い
Can I open the window? Can

you help me?

体験したこと
を伝える
一日の生活

Lesson6 What time do you get up？ 一
日の生活を紹介しよう
I get up at seven. What time do you go
to bed？

Ｕｎｉｔ １１ 一年の思い出 ①
We walked around

Fisherman's Wharf.



体験したこと
を伝える
世界の食文
化

Lesson9 What would you like？ ランチメ

ニューを作ろう

What would you like？ I'd like a
hamburger.

Ｕｎｉｔ １１ 一年の思い出 ②
Last January I tried osechi

and zoni in San Francisco's

Japantown.・・・

体の不調を
訴える

Lesson2 I'm happy. ジェスチャーをつけ
てあいさつしよう
I'm fine/happy. How are you？

Lesson7 We are good good friends. オ

リジナルの物語を作ろう

We are good friends.
We are strong and brave.

Ｓｐｅａｋｉｎｇ Ｐｌｕｓ ４ 保健室での
会話
What's wrong? I have a

headache.

行ってみたい
国

Lesson5 Let's go to Italy. 友達を旅行
にさそおう
I want to go to France.
Where do you want to go？
Let's go.

Ｌｅｔ’ｓ Ｒｅａｄ Over the Horizon
I'm standing on the moon !・・・

On the Earth, people live in

many different countries-

China, Russia, America,

Canada, and so on.・・・



年間指導計画（朱書き累積例１）



年間指導計画（朱書き累積例２）



年間指導計画（朱書き累積例３）
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別紙様式２（小・中連携英語教育推進事業中間報告）

加美町立宮崎中学校区

研究主題

「素地から基礎へつなぐコミュニケーション能力の育成を目指して」

～小・中の系統性を意識した年間カリキュラムの作成と授業実践をとおして～

１ 本中学校区の実態

本地区は，宮崎中学校(生徒数 114 名)，宮崎小学校(児童数 106 名)，賀美石小学校(児

童数 95 名)，旭小学校(児童数 25 名)の４校から成り立っている。児童生徒は明るく素直

で，学習や特別活動に熱心に取り組んでいる。また，早くから小・中連携の礎が築かれて

いる地区でもある。とりわけ，年に数回，「小・中連携事業」を実施しており，生徒指導，

学習習慣，学力向上面での情報交換を行ってきた。中でも「宮中『夏の学校』」では，小

学６年生が宮崎中学校に集合し，部活動紹介及び授業体験を行うことで，中学校生活への

スムーズなステップアップとして成果を上げてきている。また，児童にとっても夏休みの

楽しみな行事の一つとなっている。さらに，小学校で行っている年１回の PTA 行事では，

三校の保護者が共同で企画運営を行い，さまざまなレクリエーションを実施している。そ

れらを通して，小学校間の児童及び保護者間の交流にも成果を上げている。また，夏季休

業日を利用して，４校 PTA によるレクリエーションを実施するなど，保護者による小・

中連携も築いている。

２ 研究の概要

（１）主題設定の理由

加美町では早くから外国語教育の重要性に着目し，外国語教育の指導に重点を置いてい

る。特に，ＡＬＴは，賀美石小を拠点校として小学校に１名，宮崎中においては常勤で１

名配置されており，全学年全学級の英語活動，外国語活動，外国語の指導・支援にあたっ

ている。外国語活動においては，各小学校で，１～４年生で学校裁量の創意の時間を設定

し，年間１０～１５時間程度の英語活動を実施しているため，５・６年の外国語活動と合

わせ，６年間の外国語（英語）活動を全小学校で実施している。そのため，児童は外国語

に違和感がなく，どの学年も意欲的に授業に取り組んでいる。中学校入学直後も，生徒の

多くが「聞くこと・話すこと」に関して高いコミュニケーション能力を発揮している。

しかし，外国語教育において最も重要な要素の一つとしては，外国語活動で培ったコミ

ュニケーション能力の素地をどのように中学校の外国語につなげて行くかという点が挙げ

られる。例えば，児童にとって，楽しかった外国語活動の時間が，中学校に入学し外国語

の授業を受けた途端に，楽しさがなくなったり，外国語を学習する意義を見失ったりして

しまう生徒が少なからず見られる。そこで，本地区では，特に外国語活動と外国語の繋ぎ

の部分を意識した系統性のある年間指導計画を作成し，小中で実践することが重要である

と考えた。それにより，外国語活動がどのように外国語につながっていくか理解するとと

もに，外国語に対する学習意欲を継続させ，児童生徒の将来におけるコミュニケーション

能力育成の礎となるものを培っていきたい考え，本主題を設定した。
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（２）研究の目標

小・中の系統性のある外国語年間指導計画を作成し，実践することで，児童生徒の外国

語学習意欲の継続とともに，将来におけるコミュニケーション能力の育成を目指す。

（３）研究組織・・・別紙１

（４）研究内容・・・別紙２

（５）研究の方法

①文献研究（小・中）（全）

②先進校視察研修（小・中）（全）

③児童・生徒，教員の意識調査実施，分析（小・中）（研）

④「Hi, friends ! 」を中心とした授業実践，改善点等のデータの蓄積（小）（授）

⑤他の教育活動との関連を意識した担任主導の授業スタイルの構築（小）（授）

⑥小・中連携を意識した授業スタイルの構築（中）（授）

⑦高等教育を意識した授業スタイルの構築（中）（授）

⑧新学習指導要領（外国語）に基づく授業実践，改善点等のデータの蓄積（中）（授）

⑨小・小の授業参観と相互理解（小）（企）

⑩小・中相互の授業参観と相互理解（小・中）（企）

⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）（企）（授）（研）（運）

⑫「夏の学校」による小・中連携事業（小・中）（企）（授）

⑬ ３校共通「Hi, friends ! 」を中心した年間カリキュラム作成（小）（カ）

⑭外国語年間カリキュラム作成（中）（カ）

⑮ Can-Do リストの内容理解と必要性の検討（Ｃ）

⑯小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成（カ）

⑰校舎内デザイン（デ）

⑱公開研究会（企）（授）（研）（運）

⑲研究紀要作成（研）（運）

⑳プロジェクト会議の開催（プ）

（凡例）
（企）企画部 （授）授業実践部 （研）研究部 （カ）年間カリキュラム部
（Ｃ）Can-Do プランニング部 （運）研修会運営部 （デ）校舎内デザイン部
（事）事務部 （プ）プロジェクトメンバー

（６）目指す児童生徒の姿（H24懸案事項）

（７）研究の視点と指導の手だて

〈平成２４年度〉（実践の蓄積）

（小・中）①小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成に向けた実践

（小）②他の教育活動との関連を意識した担任(HRT)主導の授業スタイルの構築

（中）③外国語活動を意識した授業スタイルの構築
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〈平成２５年度〉

（小・中）①小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成と実践

（小）②他の教育活動との関連を意識した担任(HRT)主導の授業スタイルの構築

③中学校外国語を意識した授業づくり

（中）④外国語活動を意識した導入期の授業スタイルの構築

（８）実践事例

①「第１回宮崎地区小・中連携英語教育研究会」

宮崎中学校を会場にして，「外国語教育における小

・中・高連携のあり方を探り，授業力の向上に資す

ること」をねらいとして公開研究会を行った。県内

の英語指導に関わる小・中・高の先生方など１００

名近い参観者があり，有意義な公開研究会となった。

初めに行われた公開授業では，太宰昌宏教諭，小野

恭子教諭によるＴ１，Ｔ２とＡＬＴの Anny が３人

体制で，中学１年生２０名にＴＴ指導を行った。 図１ 第１回宮崎地区小・中連携英語教育研究会 授業

授業は，中学校外国語の入門期の指導として，外国

語活動を踏まえたコミュニケーション活動に重点を

置いて授業を進め，自ら進んでコミュニケーション

を図ろうとする姿が見られた。また，事後のアンケ

ート調査では，参観者から「小学校の外国語活動を

振り返らせながら授業を進めているところに，連携

の大切さを改めて感じた。」「コミュニケーションが

よく図られ，小学校での外国語活動が生きていると感 図２ 第１回宮崎地区小・中連携英語教育研究会 講演

じた。」「小学校で外国語活動が導入されたことによって，中学校の英語の授業がコミュ

ニケーションを重視した授業に変わってきていることを感じた。」等の回答が得られた。

小・中連携を意識した授業を構築していくことの大切さを改めて認識する貴重な機会となった。

続いて行われた記念講演では，文部科学省教科調査官の平木裕先生から，「これからの

小・中・高連携の英語教育の展望」と題して講話をいただいた。小・中・高それぞれの段

階においての英語教育の在り方，連携の大切さについて示唆に富んだ話を聞くことができ，

系統性を意識して実践を進めていく重要性を認識することができた。

②「宮崎地区小・中連携『夏の学校』」

宮崎中学校区では，昨年度まで，学区内の３小

学校の６年生を中学校へ登校させ，中学校教員が

数学などの模擬授業を行っていた。しかし，今年

度は小・中連携事業の一貫として，小学校６年生

担任（旭小：北舘一裕教諭，宮崎小：鈴木千賀子

教諭）と中学校英語教員（太宰昌宏教諭，小野恭

子教諭）がティーム・ティーチングスタイルで中学校 図３ 宮崎地区小・中連携「夏の学校」
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英語の授業を行った。小学校教員が中学校教員と一緒に授業を行ったため，児童は終始，

緊張せず，安心して授業を受けることができた。また，事後の児童対象アンケート調査か

らは「中学校の英語は難しいと思っていたが，今日の授業は楽しく受けることができた」

「早く中学校に入って英語を読んだり，書いたりしてみたい」などの回答が多く見られた。

また，教員対象のアンケート結果からは，「導入期のつまずきがどこか分かった」「教員

それぞれが，校種の特性を生かし，効果的な指導を行っていた」「小・中の橋渡しをスム

ーズにするための取り組みとして有効な一方策であると感じた」等の回答が得られた。小

・中の外国語教育における各目標の相違，小・中連携の重要性を改めて認識する貴重な機

会となった。

③第２回加美町宮崎地区小・中連携英語教育研究会

賀美石小学校を会場にして，第２回の公開研

究会を行った。今回は，講師として，文部科学

省教科調査官 直山木綿子先生をお迎えし，有意

義な公開研究会を実施した。初めに行われた公

開授業では，浅野眞由美教諭とＡＬＴの King に

よるティームティーチングで，５年生２１名に

ＴＴ指導を行った。今回の授業づくりにあたっ

ては，宮崎小学校や旭小学校で取り組んだ授業

実践を参考にしながら，スリーヒントクイズや

ブラックボックスクイズを取り入れ，コミュニケー 図４ 第２回宮崎地区小・中連携英語教育研究会 授業

ションの楽しさを体験できるようにしながら授業を進めた。また，これまで研究を進める

中で，小・中連携を意識した授業を構築していく

ことが，学力の向上や中１ギャップ解消へつなが

るということが明らかになってきたため，指導案

の中に「小・中連携に関わる単元の系統表」を位

置づけ，小・中連携をより強く意識しながら授業

を進めることができた。事後の教師対象アンケー

ト調査では，小学校の先生方からは，「児童一人

一人が英語を自然に使って，楽しんでコミュニケ

ーションをしているのがよかった。」「ＨＲＴが主導 図５ 第２回宮崎地区小・中連携英語教育研究会 講演会

で授業を進めていたことがよかった。」等の回答が得られた。また，中学校の先生方から

は「同じ言語材料の授業が小・中で行われているので，今後のカリキュラムづくりの参考

になった」等の回答が得られた。小中連携に向けて，チャンツやゲームの取り入れ方，

ＨＲＴとＡＬＴの役割分担など具体的な取り組みとしての成果が多くみられた授業となっ

た。続いて行われた記念講演では，文部科学省教科調査官の直山木綿子先生から「外国語

教育における小・中連携」と題して講話をいただいた。小・中連携を意識した授業づくり

について，公開授業の内容についても触れていただきながら，それぞれの段階においての

具体的なポイントについて示唆に富んだ話を聞き，改めて小・中・高それぞれの段階にお

いて系統性を意識して実践を進めていくことの重要性を認識することができた。
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３ 研究の成果と課題

（１）成果

〈全体〉

・中学校１校と小学校３校が連携の組織（プロジェクト）を作り，連携のあり方につい

て協議し，実践できたことは，４校全職員の連携すべき必要性についての意識を高めた。

・宮崎地区各小中学校の教員は，中学校の公開授業（宮崎中学校），「夏の学校」，小学

校の公開授業（賀美石小学校），などの日々授業参観等を通して，外国語活動（小学

校）と外国語（中学校）の系統性について理解を深めることができた。また，外国語

活動の指導のあり方について３小学校で連携を密にすることができた。

・小学校においては，今年度の研究内容の１つであるＨＲＴ主導の授業づくりを意識す

るとともに，「Hi, friends !」を活用した実践授業の蓄積ができた。

・中学校においては，小学校の授業内容を改めて理解することで，外国語導入期のカリ

キュラム作成及び指導する上での一助となった。

〈公開研究会，「夏の学校〉・・・別紙アンケート参照

・２回の公開研究会へは，高校からの参加もあり，「外国語教育における小・中・高連

携の意識が高まった」等のアンケート結果があった。

・３小学校の６年生が夏休み中に体験した「夏の学校（中学校教諭と小学校教諭のＴＴ

による授業）」は，児童の学習意欲を向上させた。参加した児童の多くは，中学校の

外国語の授業を楽しみするようになった。

〈その他〉

・外国語教育の研究ではあるが，中学校の他教科の教員も積極的に研修会に参加してい

る。それにより，他教科における小中連携の重要性を改めて確認することができた。

（２）課題

・小・中連携の必要性を理解できたが，具体的な指導のあり方については実践の累積が

まだ少ない。指導実践の累積によってカリキュラムの改善を図っていきたい。

・中学生対象の実態調査の結果から，外国語に対する学習意欲はあるが，「書くこと，

読むこと」が含まれると外国語が難しくなったと感じることが多い。そこで，小学校

外国語活動の「話す，聞く」活動を，中学校での「読む，書く」学習にスムーズにつ

なげるため，小学校における文字提示の環境づくりの検討も必要がある。

・年間カリキュラム作成については，現在検討中である。

４ 次年度への見通し

今年度の研究は理論の理解及び実践の蓄積が研究の中心となった。来年度は，研究最終

年度としてまとめの年を迎える。研究内容の見直しを主題の文言の捉え等も含めて再検討

し，来年度に望みたい。とりわけ「小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成」に

ついては今年度の実践内容を基に具体的な作成を行う。「分かりやすい」「活用しやすい」

「小・中の系統性が理解しやすい」などを基本としたシンプルなカリキュラムを作成して

いく予定である。なお，来年度は研究のまとめとして「公開研究会」の実施を予定してい

る。詳細については今後の研究推進会議，プロジェクト会等で検討する予定である。



－ 宮崎地区 研究組織 1 －

（別紙１－①）研究組織

宮崎地区小・中連携英語教育推進事業プロジェクト

★企画部 各 校 教 頭 ・全体運営

◎菊池 ◎道塚 （賀） ・研究総括

・中川 （宮） ・研修会企画

・千葉 （旭） ・渉外

★授業実践部 各 校 授 業 担 当 者 ・指導案作成

◎太宰 ◎北舘 （旭） ・実践授業

・小野 ・引地 （宮）

・Anny ・朝野（眞） （賀）

・Morgan

★研究部 各 校 ・研究内容立案

◎内海 ◎引地 （宮） ・実態調査，分析

・滝野澤 （旭） ・研究紀要作成

・渡部 （賀） ・研修会記録

・研修会アンケート

★年間カリキュラム部 各 校 ・年間カリキュラム

◎太宰 ◎髙橋 （賀） 検討・作成

・小野 ・鈴木 （宮）

・山田 （旭）

★Can-Doプランニング部 各 校 ・Can-Doリスト検討

◎小野 ◎佐々木 （旭）

・太宰 ・佐藤伸 （宮）

・伊藤 （賀）

★研修会運営部 各 校 ・研修会日程調整

◎本田 ◎伊藤 （賀） ・研修会運営全般

・佐藤伸 （宮）

・千葉克 （旭）

★校舎内デザイン部 各 校 ALT ・decoration of

◎Anny ◎Morgan schools

★事務部 各校事務職員 ・物品購入

◎中鉢 ◎鈴木 （宮） ・予算，決算

・髙野 （旭）

・黒須 （賀）

★教育委員会 ◎古内晴男

◎遠藤伸一
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（別紙１－②）研究組織

宮崎地区小・中連携英語教育推進事業プロジェクト

★企画部 ・研究総括・渉外全般

②先進校視察研修企画

⑨⑩（小・小）（小・中）相互の授業参観企画

⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）企画

⑱公開研究会の企画

⑫「夏の学校」による小・中連携事業企画

★授業実践部 ④「Hi, friends ! 」を中心した授業実践，改善点等のデータの蓄積（小）

⑤他の教育活動との関連を意識した担任（HRT)主導の授業スタイルの構築（小）

⑥小・中連携を意識した授業スタイルの構築（中）

⑦高等教育を意識した授業スタイルの構築（中）

⑧新学習指導要領（外国語）に基づく授業実践，改善点等のデータの蓄積（中）

⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）（小・中）

⑫「夏の学校」による小・中連携事業（小・中）

★研究部 ③児童・生徒，教員の意識調査実施，分析（小・中）

⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）記録（小・中）

⑱公開研究会記録（小・中）

⑲研究紀要作成（小・中）

★年間カリキュラム部 ⑬３校共通「Hi, friends ! 」を中心とした年間カリキュラム作成（小）

⑭外国語年間カリキュラム作成（中）

⑯小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成（小・中）

★Can-Do ⑮Can-Doリストの内容理解と必要性の検討（小・中）

プランニング部

★研修会運営部 ⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）運営（小・中）

⑱公開研究会運営（小・中）

⑲研究紀要作成（小・中）

★校舎内デザイン部 ⑰校舎内デザイン（小・中）

★事務部 ・予算・決算等

※文頭の番号は，（別紙２）研究内容を参照
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（別紙２）研究内容

加美町宮崎中学校区小中連携英語教育推進の具体（案）

〈 H24 研究内容 〉

（小・中）①小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成と実践
（小） ②他の教育活動との関連を意識した担任(HRT)主導の授業スタイルの構築

（中） ③外国語活動を意識した授業スタイルの構築

〈 H2５ 研究内容（案）〉

（小・中）①小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成と実践
（小） ②他の教育活動との関連を意識した担任(HRT)主導の授業スタイルの構築

③中学校外国語を意識した授業づくり

（中） ④外国語活動を意識した導入期の授業スタイルの構築

〈具体の実践内容〉

①文献研究（小・中）（全）

②先進校視察研修（小・中）（全）

③児童・生徒，教員の意識調査実施，分析（小・中）（研）

④「Hi, friends ! 」を中心とした授業実践，改善点等のデータの蓄積（小）（授）

⑤他の教育活動との関連を意識した担任主導の授業スタイルの構築（小）（授）

⑥小・中連携を意識した授業スタイルの構築（中）（授）

⑦高等教育を意識した授業スタイルの構築（中）（授）

⑧新学習指導要領（外国語）に基づく授業実践，改善点等のデータの蓄積（中）（授）

⑨小・小の授業参観と相互理解（小）（企）

⑩小・中相互の授業参観と相互理解（小・中）（企）

⑪外国語教育理解のための研修会（自主公開）（企）（授）（研）（運）

⑫「夏の学校」による小・中連携事業（小・中）（企）（授）

⑬ ３校共通「Hi, friends ! 」を中心した年間カリキュラム作成（小）（カ）

⑭外国語年間カリキュラム作成（中）（カ）

⑮Can-Doリストの内容理解と必要性の検討（Ｃ）

⑯小・中の系統性を意識した年間カリキュラム作成（カ）

⑰校舎内デザイン（デ）

⑱公開研究会（企）（授）（研）（運）

⑲研究紀要作成（研）（運）

〈各部会〉

★企画部（企）★授業実践部（授）★研究部（研）★年間カリキュラム部（カ）

★Can-Doプランニング部（Ｃ）★研修会運営部（運）★校舎内デザイン部（デ）

★事務部（事） ★プロジェクト会議（プ）
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研究１年目（H24)の具体の施策

〈小 学 校〉 〈中 学 校〉

・外国語活動の趣旨等の理解 ・外国語活動の趣旨等の理解

・外国語の趣旨等の理解 ・外国語の趣旨等の理解

・小・小相互の授業参観

・「Hi, friends !」を中心とした授業記録の ・連携を意識した授業スタイルの構築

蓄積・年間カリキュラム作成 ・新学習指導要領に基づく授業記録の蓄積

・他の教育活動との関連を意識した担任主導 ・外国語科年間カリキュラム作成

の授業スタイルの構築

・Can-Doリストの理解と必要性の検討 ・Can-Doリストの理解と必要性の検討

〈 小・中共通 〉

・文献研究（５月～３月）

・児童・生徒・教員の意識調査・分析（７月～９月） 研究部

・小・中相互の授業参観（通年で計画予定） 企画部

・外国語教育理解のための研修会（自主公開）年２回（６月，11月） 実践部・運営 部

・夏の学校による小・中連携事業（８月２日） 企画部・実践部

・先進校視察研修（１月～）

〈 年 間 計 画 〉

４月２６日 第１回研究推進委員会（顔合わせ，研究の概要説明）

６月 ４日 第２回研究推進委員会（第１回自主公開：宮崎中学校）

５月２４日 ＊プロジェクト会議①（県連絡協議会の報告，研究組織づくり）

７月２６日 ＊プロジェクト会議②（研究組織・メンバー，研究の流れ，日程等の確認）

（「夏の学校」における小・中教員（T.T)による外国語授業の授業づくり）

８月 ２日 「小・中連携夏の学校」開催（会場：宮崎中）

９月～10月 児童・生徒・教員の意識調査実施・分析

９月１２日 ＊プロジェクト会議③（研究の進捗状況の情報交換，各部会議）

1１月９日 ＊プロジェクト会議④（研究の進捗状況の情報交換，意識調査分析結果

について共通理解，第２回自主公開について）

11月１６日 第３回研究推進委員会（第２回自主公開：賀美石小学校）

1２月１１日 ＊プロジェクト会議⑤ （第２回自主公開についての反省）

３月 ５日 第４回研究推進委員会（今年度の研究のまとめ，次年度についての再検討）
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研究２年目（H2５)の具体の施策（案）

〈小 学 校〉 〈中 学 校〉

・他の教育活動との関連を意識した担任主導 ・連携を意識した授業スタイルの構築

の授業スタイルの構築

・3校共通「Hi, friends !」を中心とした年間 ・外国語年間カリキュラム完成

カリキュラム完成

・Can-Doリストの理解と必要性の検討 ・Can-Doリストの理解と必要性の検討

〈 小・中共通 〉

・小・中の系統性を意識した年間カリキュラム完成（１０月） 年カリ部

・校舎内デザイン（４月～） デザイン部

・児童・生徒・教員の意識調査・変容分析（７月～９月） 研究部

・公開研究会（授業公開・検討会・＋α）（11月予定） 実践部・運営 部

・研究紀要完成（２月） 研究部

〈 年 間 計 画 〉

４月 日 第５回研究推進委員会（H24研究進捗状況の確認とH25の研究内容確認）

５月 日 ＊プロジェクト会議⑥（研究の進捗状況の情報交換，各部会議）

７月～９月 児童・生徒・教員の意識調査実施・変容分析

８月 日 「小・中連携夏の学校」開催（会場： ）

９月 日 ＊プロジェクト会議⑦（研究の進捗状況の情報交換，意識調査分析結果

についての共通理解）

10月 日 ＊プロジェクト会議⑧（研究の進捗状況の情報交換，公開研究会について）

11月 日 ＊プロジェクト会議⑨（公開研究会準備会）

11月 日 第６回研究推進委員会（公開研究会：小学校・中学校）

12月 日 ＊プロジェクト会議⑩（公開研究会の反省）

２月 日 第７回研究推進委員会（研究のまとめ）

※なお，各部会において必要に応じて会議を開催する。（各部会チーフ主導）

参 集 者

研究推進委員会 事務所指導主事，教育委員会，宮崎地区校長・教頭，各部会のチーフ

プロジェクト会議 各部会のチーフ，宮崎地区教頭

各部会 各部員



－宮崎地区 アンケート 1 －

（別紙）アンケート結果

第１回宮崎地区小中連携推進事業アンケート（6/4実施）

〈授業について〉

・大きな声で，アイコンタクト，うなづいて・・・などは，小学校でも大切にしているこ

となので，それが中学校でも続けられているのは嬉しいことでした。（小）

・小学校の外国語活動を振り返らせながら授業が進められているところに連携の意識を感じた。

・連携の大切さを実感した。（小）

・コミュニケーションがよく図られており，ペア，グループでの会話や発表の様子が良か

った。小学校での外国語活動が生きていると思った。（小）

・子どもたちが中学校でもとても楽しそうに授業を受けている様子が見られて嬉しかった。

・先生方の連携がとれており，とてもスムーズな授業展開だと思った。（小）

・小学校に外国語活動が導入されたことにより，中学校の英語の授業が変わってきている

ことを感じた。（小）

・音声中心の外国語活動で育ってきた子どもたちに合わせた指導となっており，小中の接

続が一歩進んでいるような感じがしました。（小）

・入門期に関しては，クラスルームイングリッシュの多様に対する生徒の反応が良かった。（中）

・音声と文字を関連づけた活動があり，入門期には大切なことだと感じた。（中）

・小学校外国語活動を生かしたコミュニケーション活動を取り入れており，文字と音声を

一致させる活動も意識して取り入れていたのが良かった。（中）

・生徒が生き生きと英語を話す様子がうかがわれた。中学校での指導の仕方をいかに変え

ていくべきか参考になった。（中）

・小中連携を意識した内容だったと思う。いつか小・中・高連携の架け橋となれるよう努

力していきたいと感じさせてもらった。（高）

・小学校の外国語活動が取り入れられて，中学校での授業展開がどのように変わったのか

を知りたいと思い参加した。生徒たちがのびのびと英語を使ってコミュニケーションを

取ろうとしている姿に心が熱くなるのを覚えた。この生徒の姿がそのまま伸ばされてゆ

くことを願いたい。（高）

〈講話について〉

・英語の学習について小中高の連携の重要さを改めて感じた。（小）

・英語に限らず小中連携に大変興味が湧いた。重要性を実感した（小）

・小中で適切なカリキュラムの見直しを行い，コミュニケーション能力を育成しなければ

ならないことを認識した（小）

・外国語活動の役割をしっかり押さえ，日々の学習活動が充実したものとなるように努力

しないといけないと実感した。（中）

・「連携」を具体化，実践していくことの必要性を感じた。（中）

・小中の連携は大切だと思っていたが，中学から高校への接続も重要であるということが

分かった。（高）

・内容の濃い講話だった。高校では何が求められているのかが分かった。（高）
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宮崎地区小中連携「夏の学校」アンケート(8/2実施）

１番に選択

楽しかった ２４

楽しくなかった ０

難しかった ５

早く中学校の授業をうけたい １

小学校の先生がいたので安心だった ４

その他 ０

２番に選択

楽しかった ８

楽しくなかった ０

難しかった ４

早く中学校の授業をうけた い １３

小学校の先生がいたので安心だった ９

その他 ０

〈児童の感想〉

・授業がおもしろかった。早く受けたい。

・難しい内容も分かりやすく丁寧に教えてもらったのでよかったです。

・先生たちが明るかったので気楽に授業をうけることができた。

・小学校と違って，中学校の英語は難しいんだなあと思った。でも楽しかった。

・緊張したけど，先生たちが楽しかった。

・英語で自分の名前がかけるようになってうれしい。

・英語の授業は楽しいと思った。

・小学校の先生も一緒に教えてくれたので安心だった。

〈教師の感想〉

・自己紹介などは小学校でもの学習している内容だったので児童は取り組みやすい内容を

取り入れていて良かったと思う。

・協力して授業づくりを行うことで，小学生に対して分かりやすい内容の学習を行ってい

たと思う。

・小学校の担任が授業に入らせていただいたことが良かった。子ども達も安心して授業に

参加することができたようだ。

・今回の経験を生かし，小学校の先生方はこれからＴ１として授業を積極的に進めていか

なければならないと思います。今後は小中連携と小小連携を深めていかなければならな

いと感じています。

・肩に力を入れずどんどん実践したことが外国語活動の目的からみても有効だと感じた。

・１時間の中に小学校の要素と中学校の要素が含まれていて良かった。

・小中連携を意識されているためか，小学校の授業の延長のような授業だったと思う。中

学校本来の英語の授業を体験させた方が小中の違いにふれられたのではないかと思う。

・小中の教員のＴＴは良かったが，今日は中学校の授業なのだから，中学校の先生とＡＬＴ

の授業を体験させたほうが良かったのではないか。

0 5 10 15 20 25 30

楽しい

楽しくない

難しい

早く受けたい

小学校の先生がいて安心

その他

『夏の学校」の感想

２番に選択

１番に選択
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第２回宮崎地区小中連携推進事業アンケート（11/16実施）

〈授業について〉

・評価カードが参考になりました。単元で使えるというのは成長が分かって良いと思う。（小）

・子どもたちが楽しく学習している姿が見られました。（小）（中）

・学級経営のすばらしいクラスだと感じました。児童一人一人を大切に学習されていると

思いました。（小）（中）

・学習規律がしっかりしていて良かった。（小）（中）

・授業者の間の取り方が良かった。安心した雰囲気で授業を受けていたと思います。（小）

・子どもたちが生き生きと楽しんで活動しているのを見ることができ，見ている側も楽し

くなりました。４５分間の授業で，テンポ良くなるべくたくさんの時間を活動に使って

いて子どもが「What's this ?」「It's ～」に浸ってたと思います。スリーヒントクイ

ズのカードが透けないように裏に色画用紙を貼ったり，ブラッボックスで手袋をさせた

い，小さいけれど大切な工夫があったこと，勉強になりました。ALTとHRTのデモ→

グループでの３ヒントクイズと，段階を追った流れも良かったです。（小）

・子どもの（学級の）学習規律がしっかりできているので，スムーズに活動に取り組めて

いると思いました。（小）（中）

・普段の授業を振り返ると，いつも同じような子とばかり話したり，小さい声で話したり

という子がいますので，全ての子が積極的にかかわれるようにしていかなければならな

いと改めて考えることができました。（小）

・子どもたちにとって魅力的なアクティビティが取り入れられており，大変参考になりま

した。（小）

・学習の流れをホワイトボードで示すことで見通しがもてたので良かったと思いました。

ゲームの中で子どもたちがあれだけの英語をポンポン行ってヒントをだしていることに

驚かされました。振り返りをする，ゲーム終了の合図に曲を使用していたこと，カード

そのものもとても有効だと感じました。（小）

・モーガン先生のおかげで子どもたちの力が伸びていると思います。（小）

・今日の授業は、担任の先生や，ALTの先生との信頼関係があってこその良い授業だっ

たと思います。（中）

・例示→ペア→グループという学習形態の工夫がすばらしいと思いました。（中）

・今日の授業は楽しく良い授業だったと思います。しかし，来年度に向けてアクティビティ

にアレンジを加えたり，他教科との関連を意識したような内容を取り入れていくことが

必要になってくると思った。（小）（中）

・HRTが分かりやすく積極的に英語を使っていて良かった。ほめる時も英語を使うとよ

り良いと思います。「Good Job !」「Nice !」など。（中）

・HRT主導を意識し授業を行っていることが分かった。今後は，HRTが主導でALTを

どのように生かしていくかが課題かと思われる。（小）（中）
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〈講話について〉

・理想論だけでなく具体的でわかりやすく，とても参考になりました（小）（中）

・・・多数

・知りたいニーズに答えてくれる内容だった。（中）

・なぜ英語を教えるのかのお話はとても良かったです。せっかく時間をさいて活動してい

るのだから，子どもたちにとって必要なこと，大切なことを身に付けてほしいです。教

師も大きな視野をもって授業したいものだと思いました。（小）

・小，中，高の学習のつながりと違いについて参考になった。（小）

・目的意識（必然性）をもたせるための場面設定が大切というお話は，英語のみならず他

教科にも共通するものと思いました。授業を組み立てる原点だと思いました。常に忘れ

ないようにしたいものです。（小）

・発音に関して気にしており、英会話教室にも通った経験があります。今日先生が「小学

校ではそんなに気にせずとも良い」と言ってくださって安心しましたので あまり不安

にならずに英語に向き合いたいと思う。（小）

・小学校がすべきこと，中学校がすべきこと，とてもわかりやすく教えていただきました。

小中連携が目的ではなく，外国語として学び，それはまた母語を大切にしていくことに

つながり，そして学力を高めるツールとなるということを常に心に留めておきたいと思

いました。（小）

・小中高で子どもたちのコミュニケーション能力を身に付けていくたもの連携の仕方やそ

れぞれの校種での課題というについて学ぶことができ大変勉強になりました。私自身，

生徒指導で大変なことが多いですが，生徒たちに力をつけさせるために授業展開や場面

設定等のより一層の工夫を行いたいと思いました。（中）

・連携について多くの示唆をいただいた。また中学校の役割が明確になり，明日からの

授業にいかしていきたいと思いました。また，現在実践していることが間違いなかっ

たということを再確認することができました。（中）



外国語活動，外国語

※ 今回は，小中連携にかかわる

学校外国語を経験し現在中学校英語

※ 児童分は小学校３校の５，

１ あなたは，小学校の外国語活動

２ 外国語活動・外国語の授業
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外国語に関するアンケート （児童・生徒集計結果
小・中連携プロジェクト

にかかわる部分として，小学校外国語活動に対する小学高学年児童

現在中学校英語に移行して半年が過ぎた中学１年生の意識の

，６年生の総数，生徒分は１年生のみのデータとなります

外国語活動・中学校外国語の時間が楽しいですか。

授業が楽しい理由は何ですか。（児童:選択，生徒
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集計結果分析）
研究部（１１／９提案）

小学高学年児童の意識の傾向と，小

の傾向の分析となります。

のみのデータとなります。

。

生徒：自由記述）

80% 90% 100%

児童〉

しくない

80% 90% 100%

生徒〉

しくない

4

3

2

1 1 1

理由（中１全生徒）

調査人数４０人中の人数です。



３ あなたは，外国語の学習が
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が難しいと感じますか。
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中学校の外国語は難しいですか(中１全生徒)
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-宮崎地区アンケート 7-

【現段階での分析結果】

◎ 全体的な傾向としては，多くの児童・生徒は，外国語活動及び外国語を楽しいと感じてい

るが，中学生については，80％以上の生徒が楽しいと感じていると同時に，同程度（82％強）

の割合で難しさも感じている生徒がいるという結果となった。この結果を更に細かく分析し

ていく。

○ 小学生が外国語活動を楽しいと感じている理由としては，ゲームを筆頭に，ＡＬＴを含

む先生や友達と英語で話すことを通して交流すること，英語の歌を歌うことなどが上位に

あり，それには「Hi friends」によるデジタル教材も大きく寄与していると言える。一方，

中学１年生が楽しいと感じている理由としては，ゲームや話すことといった，小学校と共

通した要因が挙げられていると同時に，小学校外国語活動にはない，書くことや読むこと

も上位に上げられていることが分かる。

○ 中学１年生は，多くの児童が外国を楽しいと感じながらも，同時に，難しいとも感じて

いる。難しいと感じる理由としては，単語や発音，文法などを覚え，書いたり読んだりす

ることが挙げられている。つまり，小学校外国語活動にはなく，外国語の重要な要素とな

る「覚えること」への抵抗感が現れてくることが分かる。

◎ これらの結果から，今年度の取組における現段階の成果として次のようなことが推察され

る。

① 町内小学校は，ほぼ全時間ＡＬＴを伴っての授業を行うことができるため，現段階でも

ある程度充実した活動を行うことができているのではないかと考えられる。

② 小学校との接続の要となる中学１年生については，多くの生徒が難しさを感じているに

もかかわらず，楽しいと感じている点から，小学校外国語活動を意識したカリキュラム作

りと，そのカリキュラムに沿った指導にうまくシフトできているのではないかと考えられ

る。

◎ また，次のような課題や今後の研究の方向性が推察される。

① 小学校においては，外国語活動を経験して中学校に進学した生徒が，難しさを感じてい

る「書くこと」「読むこと」に関する指導を，外国語活動のねらいを超えない範囲で取り

入れていくことにより，中学校での教科英語への抵抗感を少しでも軽減していくことがで

きると考える。

→ 文字に親しませる環境作り。練習させるのではなく，目に留めさせることにより慣

れさせる活動の導入。

→ どの程度，どんな方法で取り入れていくか，各小学校の足並みをそろえるために小・

小連携を進めていく。→共通性と独自性

② 中学校においては，「楽しむこと」と「覚えること」の両立を図れるよう，カリキュラ

ムを工夫，改善していく必要があると考える。それが，２年生，３年生での学習の充実に

もつながっていくものと考える。

→ 小学校外国語活動を意識しながら，４技能を総合的に指導する内容へと円滑にシフ

トできるカリキュラム作りと，それに沿った指導体制の充実が求められる。



（登米市立石越中学校区）

研究主題

小学校外国語活動で体験したことが中学校英語教育で生かされる小・中連携の在り方を探る

～一小一中の良さを生かしたスムーズな小・中連携の取組を通して～

１ 本中学校区の実態

ＡＬＴは中学校に在籍しており，月２回小学校に来校し，小学校教員とＴＴ授業を行って

いる。

小学校の外国語活動については，１年生から４年生は学期に１回程度，ゲームや歌を中心

とした活動を行っており，ＡＬＴとの関わりを楽しみにしている。５・６年生は週１時間の

外国語活動を行っており，体を動かしてできるゲームやチャンツなどを好み，楽しんで授業

に取り組んでいる。

中学校の英語教育については，生徒は英語を話す・読む活動を好み，積極的に授業に取り

組んでいる。しかし，入学時にすでに，「英語が苦手である」という生徒も数名見られる。

これまで，小・中学校における授業参観や授業交流は年に１・２回程度行ってきたが，児

童・生徒間のみならず，教師間での交流が十分図られているとは言えない状況にあった。

２ 研究の概要

（１）主題設定の理由

現在，グローバル化が急速に進展し，異なる文化の共存や協調的な発展に向けて国際協

力が求められている。そのため，学校教育において，外国語教育を充実することが重要な

課題の一つと言われている。そこで，小学校での「コミュニケーション能力の素地」と，

中学校での「コミュニケーション能力の基礎」とのつながりをスムーズに行うための，効

果的な小・中連携の在り方を探っていきたいと考え，本主題を設定した。

（２）研究の目標

小・中学校が互いに実践授業を行い，情報交換を通して，学習内容の系統性や指導方の

継続性に配慮した指導計画作成の在り方を探る。

（３）研究の組織

小・中連携英語教育推進事業連絡協議会

カリキュラム部 授業研究部 調査・資料部

外国語活動や英語教育に 指導案検討や学習教材の 児童・生徒の実態や職員の

関する研究を進め，小・ 作成，授業記録を行う。 意識に関するアンケート作

中の継続的なカリキュラ 授業研究等の実施に関す 成と実施・分析を行う。

ムの作成を行う。 る計画を立てる。

（４）研究内容と方法

○小学校５年生から中学校３年生までの５年間を見通した指導計画の作成と見直しを行う。

○授業参観や研修会，情報交換などを定期的に実施し，指導法の改善・向上を図る。

○児童生徒，教員への意識・実態調査の実施と分析を行い，意識の変容を把握することで

改善を図る。

（５）目指す児童生徒の姿

○伝え合う楽しさを感じながら豊かに表現しようとする児童（小学校）

○小学校で学習したことを生かして，自分の考えや気持ちを積極的に伝えようとする生徒

（中学校）



（６）実践事例

①外国語活動・英語教育推進のための研修会への参加

＜小学校＞

○外国語活動研修会 参加 5/24

○小学校外国語活動セミナー 参加 12/12

○筑波大附属小公開研究会（英語活動） 参加予定 2/15

○小・中連携英語教育推進事業 先進校視察予定（秋田県大仙市立横堀小学校）3/1

＜中学校＞

○加美町立宮崎地区小・中連携英語教育研究会 参加 6/4

○登米市立豊里小・中学校指導主事訪問 参観 6/25

○中学校教育課程地区研究協議会 話題提供 7/31

○全国小学校英語活動実践研究大会（京都府） 参加予定 2/8～2/9

②小・中連携英語教育推進委員会

○第１回 今年度の連携の進め方について 6/15

○第２回 情報交換会 8/8

○第３回 外国語活動・英語教育研修会 11/30

○第４回 中間報告に向けて 12/21

○第５回 今後の連携の進め方について 1/4

○第６回 情報交換会 1/15

③授業参観

○小学校 ５年１組 6/13 ○中学校 １年１組 7/11 ３年１組 9/10

６年１組 7/3 １年１組 9/10

④交流授業 中学校教員がＴ２として実施

５年１組 1/21

３ 研究の成果と課題

（１）成果

○中学校教員を中心に，小・中連携をふまえた指導計画の作成に取りかかることができた。

○授業実践やその後の検討会を行ったことで，小学校外国語活動および，中学校英語教育

の相互理解が深まった。

○研修会や伝講会などに参加し，諸学校の外国語活動や英語教育についての知識や情報を

得ることができた。

○小・中学校教員を対象とする実態調査アンケートを通して，教員の意識と現状の分析を

行うことができた。

（２）課題及び改善策

○小学生が中学校に入学し，英語教育を受ける際に，ギャップを強く感じないように，さ

らに具体的な方策を練り込んだ年間指導計画を作成していく。

○授業参観や交流授業の回数を増やし，さらに指導法の改善を図っていく。

○小・中学校の教員間で連携を図ることができたが，児童・生徒間での交流が図れなかっ

たので，今後実施していく。

４ 次年度への見通し

（１）小・中共同での年間指導計画の見直しと改善

（２）交流事業計画の作成と実践

（３）小学校の外国語活動に関わる協力と助言の要請

（４）ＡＬＴの活用方法の工夫

（５）小・中共同実践事例報告会の実施

（６）教材及びその活用法の引継ぎ


