
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・ 都道府県・ 研究課題番号・校種名 ２ 小学校

指定都市番号 指定都市名 徳 島 県36
教科名 外国語活動

，新学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から

新学習指導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工

研究課題 夫改善に関する実践研究

①子供が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するための

指導の在り方

学校名（児童数） 徳 島 市 福 島 小 学 校（５２０人）
ふ り が な とく しま し ふく しま しょう がっ こう

所在地（電話番号） 徳島市福島１丁目７番２号（０８８－６２２－８１９７）

研究内容等掲載ウェブサイト http://e-school.or.jp/tokushima/es/fukushima/html/htdocs/URL

場面設定，コミュニケーション，他教科等との関連，自己肯定感研究のキーワード

研究成果のポイント

○全学年による「学び合い・高め合う」ための言語活動の充実を図り，それを基盤とした。

○「 」をもとにして作成した本校独自の年間指導計画は，年度途中でも柔軟に修正Hi, friends!
変更しながら実施した。

○外国語活動を他教科等と効果的に関連付けたカリキュラムを作成した。

○問題解決的な単元構成と協同的な活動を工夫することで，コミュニケーションを図る姿が

見られた。

○子供に寄り添った場面設定をすることで，意欲的にコミュニケーションを図った。

○教師による見取りを充実することで，よりよい指導・支援に生かせた。

○振り返りカードの工夫・活用等により，自己肯定感の向上につなげた。

１ 研究主題等

（１）研究主題 コミュニケーション能力の素地を養う外国語活動

ー「たのしむ 「かかわる 「つながる」活動を通してー」 」

（２）研究主題設定の理由

「知識基盤社会」の到来や，グローバル化の進展など急速に社会が変化しようとする時代を

生きる子供たちには，様々な資質や能力が一層求められている。とりわけ，他者と切磋琢磨し

ながらも異なる文化や歴史に立脚する人々との共存を図ったり，様々な人々に対して，相手の

立場を尊重し理解した上で，自分の考えや意思を表現したりすることは不可欠である。コミュ

ニケーション能力を高めていくことが，困難な時代を生きていく力につながると言える。

しかし，本校の子供たちは，自己肯定感が低いという実態があり，また，自分の考えや思い

を表現できなかったり，他者への働きかけの意欲が乏しかったりして，友達とうまくコミュニ

ケーションが図れずにトラブルになることがよくある。こうした実態から，本校の課題を，自

己肯定感とコミュニケーション能力を養うことであると捉えた。

まず，全ての教科等で言語活動の充実に取り組み，授業改善を図ることとした。その際，外

国語活動においては，子供たちのコミュニケーション能力を日本語とともに外国語という切り

口で高めていき，コミュニケーション能力の素地を養うことを目的とした。



（３）研究体制

国立教育政策研究所・文部科学省 県教育委員会・市教育委員会・市教育研究所

関係機関 校長・教頭 県外国語活動部

校内研究推進委員会 市外国語活動部

環境整備部 資料研究部 授業研究部

年 年 年 年 年 年 特別支援学級1 2 3 4 5 6

（４）１年間の主な取組

４月 全体計画と年間指導計画を確認及び校内研究推進体制の整備

研究テーマ及び研究構想の確認と共通理解 教育課程研究指定校計画書の作成提出

国研において教育課程研究指定校連絡協議会に出席

５月 校内で授業研究会を２回実施 研究紀要の構成検討

６月 直山教科調査官を招聘した授業研究会

市教科等別研修会（外国語活動部会との連携）研究紀要の執筆平

７月 １学期の研究のまとめ 成果と課題の整理 子供等の実態調査と分析成

８月 校内及び講師招聘での研究発表会用指導案作成（単元構想）2 6

研究紀要の内容について研究討議 ２学期以降の指導計画年

９月 授業実践を通した研究会２回実施度

10月 授業実践→新たな課題→課題解決のための協議→授業実践

11月 研究発表会の開催 研究紀要の発行 福島イングリッシュフェスタの開催

12月 ２学期の研究のまとめ 成果と課題の整理

「あわ教育発表会」で県下の教員に発表 国研研究協議会の発表資料作成

１月 ３学期の指導計画 研究発表会報告集の発行

２月 国研での研究協議会で発表

３月 ２７年度の全体計画と年間計画を作成 教育課程研究指定校成果報告書の作成

２ 研究内容及び具体的な研究活動

（１）研究内容

Ⅰ 全ての教科等における言語活動の充実を土台にした外国語活動

①全学年による「共に学び合い・高め合う」ための言語活動の充実

②系統性と相関性をもった年間指導計画の作成

③外国語活動と他教科等との関連付け

Ⅱ 子供たちが具体的な目的意識・相手意識をもって主体的に活動する外国語活動

①問題解決的な単元構成の工夫

②協同的な活動の工夫

③聞きたい・伝えたいという場面設定の工夫

Ⅲ 学習活動の振り返りを大切にして，教師による見取りを生かしたり，成長・よさを自己肯定に

結び付けたりする外国語活動

①振り返り・評価カード等の工夫改善

②指導・支援に生かすための教師による評価の充実と工夫

③自己肯定・他者尊重に結び付けられる自己評価の工夫

（２）具体的な研究活動

研究内容Ⅰ 全ての教科等における言語活動の充実を土台にした外国語活動

①本校では，全学年をあげて「共に学び合い・高め合うための言語活動の充実」に取り組むこと

により，全ての教科等の授業改善を行っている。このことが，コミュニケーション能力の素地

づくりにつながっている。例えば，聞く力は，聞く（ ）→聴く（ ）→訊く（ ）のhear listen ask
ように発達段階に応じて高めていっている。また，友達のよさを認め合える温かい学級づくり

も大きな土台となると考えて取り組んでいる。

②外国語活動では 「 」をもとにしながら，系統性と相関性を考慮して本校独自に年， Hi, friends!



間指導計画を作成する。各教科等の内容・学校行事や地域・学校の実態を十分に踏まえるとと

もに，子供たちの状況に応じて年間指導計画を作成するということである。さらに，年度途中

においても，カリキュラムマネジメントの考え方を導入し，変更していくように柔軟性をもた

せた。

③外国語活動と他教科等とを関連付けることも，活動の活性化につながる。例えば，総合的な学

習の時間で探究した内容を外国語で伝えようとする時に，その活動の必要性が高まることにな

る。また，図画工作科において，外国語活動で学んだことを絵で表現することもできる。これ

も，学級担任だからこそできることであり，活動の活性化につながることになる。

○全学年の全教科等にわたる言語活動の充実を土台として

○「 」をもとにして，他教科等と関連させ，カリキュラムマネジメントを生かしてHi, friends!

研究内容Ⅱ 子供たちが具体的な目的意識・相手意識をもち主体的に活動する外国語活動

①活動に必然性をもたせ，共通の課題を解決していく過程で，自然に友達と協力して主体的に活

動すると考えた。新しい語彙や表現との出合いを大切にし，言語や文化について子供たち自身

の気付きが生まれるようにした。聞くことから発話することへ，徐々にステップアップして学

国語に慣れ親しみ，最終段階で，情報や思いを伝え合うコミュニケーション活動となるように

した。

②ペアやグループのような協同的な活動のよさは，友達と一緒に友達のまねをしながら，時には

背中を押してもらいながら取り組める点である。そうした協同的な学習を有効な手法としてだ

けでなく，活動そのものについても教育的意義をもたせたいと考える。そのことにより，コミ

ュニケーション能力の素地が養われ，子供たちにとって達成感と自己肯定感・集団としての喜

びが育っていくのである。

③「聞きたい・伝えたい」という場面設定は，子供たちの実態を把握している担任だからこそ細

やかな工夫ができるのであり，授業の中で子供たちが課題を乗り越えて成長していく姿を見る

ことができると考える。そのためには，子供に目的意識と相手意識をもたせることである。

○単元展開の要件として 問題解決的にストーリー性をもたせ

子供の意識に寄り添った場面設定を

相手意識と目的意識のある場面設定を

協同的な活動を組み込んで

研究内容Ⅲ 学習活動の振り返りを大切にして，教師による見取りを生かしたり，成長やよさを自

己肯定に結び付けたりできる外国語活動

①本校の振り返りカードは，単元ごとにひとまとまりのものとしている。それは，毎時間の目標

と評価規準を示すことにより，単元全体の学習を見通すことができるように工夫したものであ

る。また，記述形式にすることにより，子供たちが授業を振り返りながら書けるようにした。

毎時間同じ形式を繰り返すよりも効果的であった。今後も，子供たちの状況を踏まえて柔軟に

工夫改善し続ける必要があると考える。

②振り返りカードによる評価は，当然のこととして教師が確認して指導・支援に生かしていかな

くてはならない。そのためには，まず単元の評価規準・評価方法を明確化して，振り返りカー

ドとの整合性を図らなくてはならない。さらに，毎時間ごとに，教師がていねいに子供たちの

状況を見取ることになる。その結果をすぐにフィードバックしたり，次時の指導計画の見直し

， 。 ，に生かしたり 次なる単元や年間計画の見直しに生かしたりするようにした その結果として

計画の柔軟な変更になったり，子供たちに寄り添った指導に生かせたりできた。

③毎時間の終末に振り返りの時間を設定している。個々の子供たちが評価の観点から記述するこ

とにより，自分と向き合い，何を学んだかを整理したり学級全体でできたことや友達のよいと

ころを見つけたりしている。このように，自分ができたことを具体的に把握でき，友達からも

， 。褒められることで より多くの子供たちに自信をもたせられ次なる活動への意欲付けとなった

○活動→振り返り 活動→振り返り 活動→振り返り 活動→振り返り

① → ② → ③ → ④

○自己内対話の繰り返しにより 学びの自覚化・自己肯定感に



○友達との相互評価により 共感的理解・他者尊重に

○教師による深い見取りにより 本時・次時・計画・カリキュラムの改良に

３ 研究の成果と課題

（１）成果

①研究内容Ⅰに関わって

○全学年による言語活動の充実を図り，それを基盤とする活動形態が構築できた。

○「 」をもとにして，本校独自の年間指導計画を作成することができ，しかも，子Hi, friends!
供たちに寄り添うことで，年度途中でも修正していくことができた。

○外国語活動を他教科・領域と効果的に関連付けたカリキュラムを作成できた。

②研究内容Ⅱに関わって

○問題解決的でストーリー性のある単元構成にしていくことにより，子供たちがより見通しをもっ

て，積極的に取り組む姿が随所に見られるようになった。

○ペアやグループワークなどの協同的な活動を効果的に導入していくことにより，共に学ぶ楽しさ

を感じ，安心して互いに積極的な伝え合いができるようになった。

○子供に寄り添った場面設定をしていくことにより，子供たちは意欲的なコミュニケーションを図

ろうとし，教師は有効な支援方法を明確にして単元構想ができた。

③研究内容Ⅲに関わって

○教師による見取りを充実することにより，よりよい指導・支援に生かせた。

○振り返りカードの活用等の自己評価の充実により，自己肯定感の向上につながった。

（２）課題

子供たち一人一人が，より主体的・協同的に学習へ取り組んでいこうとするとともに，より

積極的に英語を使ってコミュニケーションをしていこうとするために，次のような具体的な課

題があると捉えている。

①子供たちの目的意識・相手意識を大切にした場面設定や活動方法のさらなる工夫

②子供たちのより積極的なコミュニケーションにつながる指導・支援のさらなる工夫

③子供たちの「聴く力 「伝える力」のさらなる指導充実」

④子供たちに寄り添った具体的なコミュニケーション活動のさらなる指導充実

⑤教師と子供たち双方からの「振り返りカード」の効果的な生かし方

⑥クラスルームイングリッシュの効果的な活用

さらには，上記の内容を解決していくための前提条件が次の４点あると考えている。

①指導する教師（学級担任）の指導力の専門性を高めていくこと

②日本語によるコミュニケーション能力を高める全校体制

③ をはじめとした外部人材のさらなる導入と効果的活用ALT
④デジタル教材を含めて，子供たちの実態に応じた教材・教具の充実

（３）指定期間終了後の取組

研究指定校事業による成果を，日々の外国語活動の指導に生かしていくとともに，新たな課題を解

決していくための研究を継続していくことはもちろんのこと，高学年の教科化及び中学年への拡大と

いう学習指導要領改訂の動きに注視して，先行的な試行を含めて，前向きに取り組んでいきたいと考

えている。そのためには，まず，研究活動の中で自然に設定された「外国語活動コーディネーター」

を，分掌校務に正式に位置付け，外国語活動だけでなく，様々な関係機関との交渉や行事計画策定の

中核として機能させていきたいと考えている。また，外国語活動を中心にした他教科等との関連につ

いては，カリキュラムマネジメントの考え方を導入し，さらなる充実を図っていき，より本校独自の

年間計画の作成にあたりたい。そして，それを年度途中も年度末も見直しを図り，常に計画改善と授

業改善に努めていきたい。子供たちが外国語活動を楽しみ，互いに関わり，いろいろな次元でつなが

り，コミュニケーション能力を高め自己肯定感を高めていきたい。さらに，これらの成果を他教科等

にも広げていきたい。


