
平成２６年度研究成果報告書《平成２６年度教育課程研究指定校事業》 

都道府県・ 
指定都市番号 34 

都道府県・ 
指定都市名 広島県 

研究課題番号・校種名 ２ 小学校 
教科名 外国語活動 

研究課題 

①新学習指導要領の指導状況及び文部科学省が実施した「外国語活動実施状況調

査」から，コミュニケーション活動の設定，小中連携に課題があり，指導の工夫

改善が求められる下記の内容についての指導方法等の研究 

②中学校へのスムーズな接続を意識した外国語活動の指導の在り方 

学校名 E

ふ り が な

A（児童数） 
AE海田 E

か い た

AA E町立 E

ちょうりつ

AAE海田 E

か い た

AA E小学校 E

しょうがっこう

A（386人） 

所在地（電話番号） 広島県安芸郡海田町昭和中町２－55 （082－822－2714） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.hrs-kaita-e.ed.jp/ 

研究のキーワード 

町内組織体制の確立（小中連携，外国語活動コーディネーター・専科指導員の配置）， 

単語・文への慣れ親しみ，英語に触れる頻度を高める（モジュール，英語での活動量） 

研究成果のポイント 

①グローバル教育推進委員会の定期的な開催や外国語活動コーディネーター・専科指導員の配置，中学

校区内複数小学校で作成した共通の年間指導計画・単元計画に基づいた外国語活動を実施することに

より，町内小中６校が同じ意識で連携を進めることができた。 
②英語に触れる頻度を高めるモジュール授業の実施と，英語での活動量を増やす工夫により，児童が英

語を使うことに自信を持ち，英語の音声や基本的な表現への慣れ親しみが深まった。 
③単語・文への慣れ親しみや語順への意識を高める指導の工夫により，文字や語順への認識力が育って

いる。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

小学校の「慣れ親しみ」を中学校の「表現・理解の能力」につなげる小中連携の在り方 
～英語表現に触れる頻度を高めるカリキュラムの工夫を通して～ 

（２）研究主題設定の理由 

  昨年度行った，今年度に向けて外国語活動の推進を図るために実施したアンケートで，「英語

表現に慣れ親しんでいる」児童の割合が外国語活動の目標におけるその他の２項目よりも低く，

外国語活動で十分に外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいない現状にあることが分か

った。肯定的回答をしていない児童は，「自信がない」「正しく使えるか不安」などの理由をあげ

ている。［肯定的評価：言語・文化への気付き（84.4%），外国語への慣れ親しみ（71.8%），コミ

ュニケーションへの積極性（87.1%）］ 
その原因として，昨年度までは，授業によっては日本語でのふり返りや話し合いの時間が長く，

授業中の英語使用量・活動量，英語に触れる頻度が少ないことが挙げられると考えた。 
また，中学校では広島県「基礎・基本」定着状況調査結果から，「活用に関する問題を解く力」

に関して，町内２中学校間に大きな差があることが分かった。［広島県「基礎・基本」定着状況

調査タイプⅡ通過率：海田 A 中学校（54.7%），海田 B 中学校（78.4％）/ 広島県（63.2%）］ 
  さらに今年度初旬に行った中学１年生の意識調査や実態調査から，英語の語順や，文の形で答

えることへの慣れ親しみが十分でないことや，アルファベットを読んだり書き写したりする活動

を中学校の学習に役立つと捉えている生徒が多いことが分かった。 
  これらの課題を踏まえ，小学校の「慣れ親しみ」が中学校の「表現・理解の能力」に効果的に

接続できるよう研究主題を設定した。 



（３）研究体制 

＜今年度行った組織の確立＞ 
①グローバル教育推進委員会の設置 

町内４小学校の外国語活動担当教員 
と２中学校の英語科教員で構成し，６校 
の小中・小小・中中連携を推進する。 

 
②小学校外国語活動コーディネーター， 
中学校英語科コーディネーターの配置 
町内６小中学校を兼務し，校種を超 

えた指導・助言を行う。 
 
③専科指導員（JALT）２名の配置 

昨年度より１名増員し，担任と TT 
で，第３～６学年の外国語活動の指導を 
行う。 

 
（４）１年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

４月～   モジュール型時間割，カリキュラム，全町共通の単元計画・指導案・教材作成 

４～５月 外国語活動に関する児童・生徒意識アンケートと，中学校第１学年対象の外国語

活動に関する調査（面接・リスニング・記号選択）の作成，実施 

４月～  外国語活動コーディネーターによる学級担任・専科指導員(JALT)への指導・助言 

４～２月 グローバル教育推進委員会の開催と委員全員の授業研究，研修（全 11回） 

７月  公開授業研究，研修（有識者招聘） 

１０月  児童の中学校英語暗唱大会への参加 

１１月  第２回児童意識アンケートと，小学校第６学年対象の調査実施 

１月  広島県「学力向上のための実践交流会」において本研究の取組を発表 

２～３月 研究のまとめ，来年度へ向けての計画 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
 ①組織の確立 
  ⅰ. グローバル教育推進委員会の設置と小中連携・小小・中中連携の推進 

 ⅱ. 外国語活動コーディネーター（小学校・中学校[英語]教員免許を所有）の配置 
  ⅲ. 専科指導員（JALT）の配置 
 ②カリキュラムの工夫 
  ⅰ. 町内共通年間指導計画・単元計画・指導案等の作成 
  ⅱ. 高学年でのモジュール授業の実施 
  ⅲ. 中・低学年の外国語活動の工夫 
 ③「表現・理解の能力」につなげる指導の工夫 
  ⅰ. 単語・文への慣れ親しみを深めるための指導の工夫 
  ⅱ. 語順への意識を高めるための指導の工夫 
  ⅲ. 英語での活動量を増やすための指導の工夫 
  ⅳ. グローバル教材の開発 
 
（２）具体的な研究活動 
①組織の確立 

   １（３）で述べた研究体制を整え，グローバル教育推進委員会（年 11 回開催）での小中合
同の研究授業や研修会，中学校英語科コーディネーターによる小学校への出前授業，児童の中
学校英語暗唱大会への参加など，町内６小中学校の連携を推進した。また，外国語活動コーデ
ィネーターと英語科コーディネーターが町内小中学校６校を兼務し，校種を超えた指導・助言
を行った。さらに，専科指導員の配置により，担任教員との TT で可能な限り英語で授業を進



めたり，英語に関する知識を生かした指導を行ったりすることができた。 
 ②カリキュラムの工夫 
  ⅰ. 町内共通年間指導計画・単元計画・指導案等の作成 

町内４小学校共通のカリキュラム，年間計画，単元計画，指導案，教材を外国語活動コーデ 
ィネーターが中心となって作成，実施した。 

  ⅱ. 高学年でのモジュール授業の実施 
現状の外国語活動の授業時数のままで英語に触れる頻度

を高めるために，20 分・25 分のモジュール授業を設定し，

週２回の授業を実施した。モジュール A（20 分）で，基本

的な語彙や表現の慣れ親しみを目標とする活動，モジュール

B（25 分）で，交流活動や発表，コミュニケーション活動，

アルファベットを書く活動等，モジュール A で学習したこ

とを活用したコミュニケーションや自己表現を主とする活

動を行った。また，単元の最後にはじっくりコミュニケーシ

ョンを図る時間（45 分）を設定し，単元の最終目標となる

コミュニケーション活動や自己表現活動を行った。                              
また，モジュール授業において，短時間で効率的に指導を 

行うために，各校に 1 台ずつタブレット PC を配置し，授業 
で活用した。タブレット PC にデジタル教材や音声 CD，自 
作の ICT 教材を取り込み，各教室のテレビに接続し使用することで，準備がすばやくでき，

より多くの題材の提示が可能となった。また，フラッシュカードなどの教材を Power Point
で作成し提示するなどの ICT 教材の作成・活用を行った。 

ⅲ. 低・中学年の外国語活動の工夫 
【低学年】年間７時間，ALT と担任教員が TT で指導 

    第１・２学年は，あいさつや数字・アルファベット・動物・形・色などのトピックスに関

する語彙や表現を用いて，TPR (Total Physical Response) を意識した体を動かす活動を行

い，語彙・表現への慣れ親しみや，外国の文化への興味・関心を持たせるようにした。 
【中学年】年 13 時間（５単元），専科指導員（JALT）と担任教員が TT で指導 

第３学年は絵本の読み聞かせ，第４学年は買い物や道案内などの場面を設定し，語彙・表

現に慣れ親しむ活動を行うことを通して，体験的に英語に慣れ親しみ，第５・６学年での外

国語活動に対する意欲を養うカリキュラムを設定した。 
③「表現・理解の能力」につなげる指導の工夫 

  ⅰ. 単語・文への慣れ親しみを深めるための指導の工夫 
【アルファベットへの慣れ親しみを深める指導】 

・第５学年の初期（５～６月）に，大文字・小文字の形に慣れ親しむ活動を行う。 
   ・第６学年に，アルファベットの文字の形（特に小文字の高さ）を正確に理解する学習活動

を行う。 
【英和辞典に触れる体験】 
・全小学校に１クラス分の英和辞典を配布し，未知の言葉 
との出合いを楽しんだり，言葉を探したりする活動を行う。 

  【単語や表現を表す文字への慣れ親しみを深める指導】 
   ・絵カードに４線上に大きく書いた文字を添えて提示する。 

（フォントも中学校で学ぶ手書きの形に統一） 
  ⅱ. 語順への意識を高めるための指導の工夫 
    文構造や語順が視覚的に意識できるよう，文字カードに絵  
   を添えたものを語順のとおりに並べて提示する工夫を行った。 
  ⅲ. 英語での活動量を増やすための指導の工夫 

【英語で行うことを基本とした授業】 
    可能な限り英語で授業を進めるとともに，児童の英語による活動を保障した。活動の説明

も，モデルやジェスチャーで示したりするなどし，できるだけ英語で行うようにした。 
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を図る時間 

＜Dream5-3 単元計画表（抜粋）＞ 
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ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
単元末自己評価（5,6年全単元平均） 

よくできた だいたいできた 
あまりできなかった できなかった 

  【ふり返りカードの工夫】 
    記入時間を短縮し，めあてに対する適切なふり返りができるよう，１単元１シートの「ふ

り返りカード」を作成，活用した。モジュール A では日付のみ，モジュール B でめあてに

対して自分がどのように活動したか到達度を示して，○を付けるものとした。単元の最後に

は，３つの観点からの自己評価と，児童の言葉でのふり返りもできる自由記述の欄を設けた。          
  ⅳ. グローバル教材の開発 

グローバル教育を視点に置き，内容の深まりを目指して，海田町出身のオリンピック日本

人初の金メダリスト 織田幹雄さんなど，地域の題材を取り扱うことも行った。 
 
３ 研究の成果と課題 

（１）成果 

①外国語教育推進委員会の定期的な開催やコーディネ

ーターの配置，共通の年間指導計画・単元計画を作成し

実施することにより，町内小中６校が同じ意識で連携を

進めることができた。 

②英語に触れる頻度を高めるモジュール授業の実施と，  

英語での活動量を増やす工夫により，児童が英語を使う 
ことに自信を持ち，慣れ親しみが深まった。 
・単元末観点別自己評価において，課題のあった「慣れ 
親しみ」の評価が，５，６年生で 94％と，他の２観点

とほぼ同様の結果に向上した。 
・個人面接によるパフォーマンス調査において，約９割

の児童が正しく答え，97％の児童がアルファベットを全

て言えるという結果になった。 
③単語・文への慣れ親しみや語順への意識を高める指導 

の工夫により，文字や語順への認識力が育ち，中学校の

英語授業に対する意欲も高めることができた。 
・英語の文字を見て単語を選ぶクイズ形式の調査では，

スポーツ・食べ物・国や教科のカテゴリー，曜日（月・

水・金）において８割以上が正しく認識した。語順選択

では，８割近くの児童が正しい語順のものを選んだ。 
・１１月に行った中学校の英語授業に対する意識調査に

おいて，「書くこと」「英文のルールを知ること」が楽し

みだと答えた児童が，80%，84%と５月の調査よりそれ

ぞれ 7 ポイント，5 ポイント増えるなど，意欲の向上が

見られた。 
 
（２）課題 

①各教員の英語による授業力向上のため，小学校全教員対象のクラスルーム・イングリッシュ研

修などの，計画的な校内研修を実施・充実を行う必要がある。 
②本事業における外国語活動での成果を効果的・効率的に中学校で生かすために，中学校英語科

入門期を中心とした年間指導計画の見直しを行う必要がある。 
③語彙選択調査において，曜日は火・木の通過率 50％未満，面接調査でのアルファベットの個

別の文字の認識で，b と d，l と i など，似た形の混乱による誤答が多く見られるなど，一斉では

正しく発音できているが，個別での発音では課題があることが分かった。「音声」と「文字」の

効果的な指導方法を工夫する必要がある。 
 
（３）指定期間終了後の取組 

  来年度以降も，今年度の取組の継続と充実を図るとともに，今後の英語教育の改革を見据えた

カリキュラムや指導の工夫を行っていく。また，本研究の成果を幅広く発信・還元していく。 

面接調査の質問 通過率% 
How many apples? 90 
Do you like sushi? 96 
Can you swim? 88 
A-Z の読み方の発音 97 

文字を見て単語を選ぶ調査 
カテゴリー 通過率% カテゴリー 通過率% 
曜(月水金) 84 スポーツ 84 
食べ物 85 国・教科 84 
文字による語順選択 通過率% 

I like dogs. 78 
I play tennis. 76 


