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研究課題 

 

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，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，指導方法等の工夫改善に関する実

践研究 

○子供が積極的にコミュニケ－ションを図ろうとする態度を育てるための指導方法

とその評価方法の研究 

指定年度 平成 27年度～平成 28年度 
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A（273 人） 

所在地（電話番号） 京都府京都市左京区吉田上阿達町（075－771－0384） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=107204 
研究のキーワード Teacher Talk・昼学習（短時間学習） 

研究結果のポイント 

○児童の主体性の高まり：英語を聞くことへの意欲や自信の高まりが見られ，曖昧さに耐えなが

ら主体的に英語を聞こうとする児童が増えた。 
○Teacher Talk の充実に向けた指導者の意識の高まり：研究授業や授業分析，事後の協議を通

して，Teacher Talk の充実や指導力向上に向けた研修を重ねたことで，指導者の意識が高まった。 
○意図的・計画的な短時間学習の必要性：効果的な短時間学習の在り方について検討を重ねたこ

とで，意図的・計画的な短時間学習の重要性が明らかになった。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自他を認め，進んで人とつながり合おうとする子の育成～外国語活動・英語活動を核として～ 
※「人とつながり合う子」の定義 

様々な立場の人の思いに耳を傾けたり自分の思いを伝えたりして，互いに分かり合おうとする子 

（２）研究主題設定の理由 

本校の児童は，与えられた課題や役割については，やり遂げようと取り組むが，自ら進んで課題を

見つけて活動したり，自分の思いを自信を持って伝えたりする点に課題がある。そこで，外国語活動・

英語活動を核として，非言語的コミュニケ－ションも活用しながら，相手意識を持って互いの思い

をやり取りする活動を通して，自尊感情を高め，自信を持って主体的に人と関わろうとする児童の

育成を図ろうと考えた。そして，児童が今後のグロ－バル社会を生き抜くために，異なる国や立場

の人の意見に耳を傾け，共に力を合わせて課題解決に取り組もうとする態度の育成を目指し，本研

究主題を設定した。 
（３）研究体制 

 
 
 
 
 



 
（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

4 月  研究の概要の提案，昼学習（短時間学習）のワ－クショップ，年間計画作成 
5 月~  校内授業研究会（年 7 回），児童アンケ－ト実施及び分析（年 3 回） 

教育委員会・研究会等実施の研修会等への参加 
10 月  直山木綿子教育課程調査官 実地調査 
1 月  研究発表会 

2~3 月 外部講師を招聘した校内研修会，研究のまとめ 

平

成

28

年

度 

4 月  研究の概要の提案，昼学習（短時間学習）のワ－クショップ，年間計画作成 
5 月~  校内授業研究会（年 6 回），児童アンケ－ト実施及び分析（年 3 回） 

教育委員会・研究会等実施の研修会等への参加 
8 月   外部講師を招聘した校内研修会 

12 月  研究発表会 
2~3 月 研究のまとめ 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 ①Teacher Talk の在り方の検討  ②短時間学習のさらなる充実 
（２）具体的な研究活動 

①Teacher Talk の在り方の検討 
Teacher Talk を「指導者が学習者に話す時に使う，理解しやすく調整された言葉」と定義づけ，

「Teacher Talk を充実させ，児童が耳にする英語を増やしたり，児童の発話を引き出したりする

ことは，児童が英語を使って主体的にコミュニケ－ションを図ろうとする態度の育成につながる

だろう」という仮説のもと，研究を進めてきた。 
a)授業研究 研究主任が授業の様子を観察し，授業後，授業内容や使用した英語表現について

Reflection sheet を基に，指導者と 10 分～30 分程度の振り返りの時間をもち，授業改善に向け

た話合いを行った。Reflection sheet には，指導者が授業の中で使用していた主な英語表現を記

録し，どのような表現を使って授業を進めることができるようになったか，さらに必要な表現は

どのようなものかについて，指導者が認識できるようにした。また，授業記録を基に，授業で使

用されている主な表現を整理し，それらを基にして指示表現を中心とした低・中・高学年別の指

導者の表現例を作成し，各段階での指導者の努力目標として活用した。 
b)校内研修 Teacher Talk の充実を目指して，表現面と音声面の視点から校内研修を行った。 
b-1)表現面に重点をおいた研修 
主に教員が児童の発話を引き出す表現を習得することをねらいとして，絵本の読み聞かせを中

心とした 20 分程度のワ－クショップを 6 回行った。進行は，担当学年の教員と研究主任が中心

となって行い，一人でも多くの教員が研修の中で英語を使うようにした。ワ－クショップでは，

担当教員が読み聞かせのモデルを示し，その後，他の教員がペアを作り，例示した児童の発話を

引き出す表現を使い読み聞かせの練習をした。事前に研究主任が簡単な台本を作り，担当学年の

教員と打ち合わせの時間を持ち，進行の役割を分担したり，使用する表現を確かめたりする中で，

その都度どのような表現を使うのがよいのかを一緒に考えながら準備を進めるようにした。 
b-2)音声面に重点をおいた研修 
音声面に関する教員の知識不足が漠然とした不安につながり，指導に自信を持ちにくい本校の

現状を改善することが指導力向上につながると考え，ALT や外部講師の支援を得ながら，英語の



 
音声に関する基本的な内容を扱ったワ－クショップを行った。英語特有のリズムや発音に関する

基本的な知識を体験的に理解することを大切にし，教員が自身の英語力向上に向けた視点を得る

ことができるようにした。 
 ②短時間学習のさらなる充実 

児童の発達段階や学級実態に応じた効果的な短時間学習の実現に向け，カリキュラムや指導資

料について検討を重ねた。 
a)カリキュラムの検討 

a-1)「単元の授業と授業をつなぐ短時間学習」 
1 単元の中で表現に慣れ親しむことをねらいに，授業と授業をつなぐ短時間学習を設定した。

児童の実態に応じて，1 単元の中に組み込む短時間学習の回数や活動内容を決め，児童が無理な

く段階を追って表現に慣れ親しむための短時間学習の在り方について検討を重ねた。 
a-2)「英語への興味・関心を高める短時間学習」 
慣れ親しんだ表現に更に慣れ親しんだり，様々な表現に触れ，英語への興味・関心を高めたり

することをねらいに，単元と単元をつなぐ短時間学習を設定した。すでに慣れ親しんだ表現を採

り入れたり，これから学習する単元につながる活動を行なったりすることで，児童の英語への興

味・関心を高めるようにした。教材は，歌や絵本，本校教職員が登場する映像等を組み合わせた

短時間学習専用のものを活用した。また，京都市教育委員会の短時間学習指導案を参考にして作

成した短時間学習指導資料も併せて準備し，学級担任が教材を活用しながら学級の実態に応じて

指導できるようにした。 

b)校内研修 

新年度の開始と共に全学級担任が短時間学習の指導を始めるため，年度初めの春季休業中にワ

－クショップ形式の校内研修を行い，指導の具体について体験的に理解できるようにした。ワ－

クショップでは，研究主任が指導者役，他の教員が児童役になり短時間学習で扱う絵本の読み聞

かせやゲ－ムを行い，全教員が指導の具体的なイメ－ジを持つことができるようにした。 
 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○Teacher Talk のさらなる充実に向けて 
授業研究や研修に取り組んできたことで，第 3 回指導者アンケ－ト(1 月)では，授業を進行す

るための基本的な表現や児童の理解を促すための繰り返しの表現などについて，学級担任 13 人

全員が使う(とても使う＋少し使う)と答えた。また，ワ－クショップで扱った児童の発話を引き

出す表現についても使うと答えた教員が増えた。教員の指導力やニ－ズを見極めながら研修を行

うことを大切にしてきた結果，自身の指導に生かそうとする教員が増え，授業改善につながった。

また，学校組織として取り組むことで，研修中はもちろん，その他の時間にも教員同士がよりよ

い指導について互いの考えを交

流しあう姿が増えた。 
指導者が授業の中で英語を使

う機会が増えたことで，第 2 回

児童アンケート(10 月)では，「先

生の話す英語は，だいたいわか



 
る」(図 1)と答えた児童が減り，「授業中，もっと日本語の説明が欲しい」(図 2)と答えた児童が

増えた。指導者が授業の中で英語を使う機会が増えたことにより，指示や発問の内容を捉えにく

いと感じている児童が増えたと考え，指導者は，引き続き英語を使って授業を進めることを心が

けながら，理解しやすく調整された言葉であるかという点を更に意識し，児童に届く英語につい

て更に検討し，実践を重ねた。その結果，第 3 回児童アンケート（1 月）では，「先生の話す英

語は，だいたいわかる」と答えた児童が増え，「授業中，もっと日本語の説明がほしい」と答え

た児童が減った。児童に届く英語について指導者が意識し，授業を進行する表現を中心に，一貫

性のある表現を繰り返し意図的に使用したことで，「先生の英語を聞いてわかる」と感じる児童

が増えたと考えられる。 
また，指導者が授業の中で英語を使うことが増えた 1 月の時期でも，「授業中にもっと英語を

聞きたい」と答える児童が約 70％おり，英語で話される内容を推測しながら聞くことへの意欲

がうかがえる。さらに，約 90％の児童は，「英語を一生懸命聞いたり言ったりしている」「授業

のめあてを達成している」と答えており，活動に意欲的に取り組んでいることが分かる。しかし，

「英語で話したり聞いたりするのは，自信がある」と答えた児童は約 70％に留まった。このこ

とから，多くの児童は，「先生の英語を聞いてわかるようになった」と感じ，「授業にも一生懸命

取り組んでいる」が，「英語で話したり聞いたりすることへの自信には十分つながっていない」

ことが分かる。それでも，「もっと英語を話せるようになりたい」という思いを約 90％の児童が

持っており，英語を使ってコミュニケーションを図ろうとする意欲については，高いことが分か

る。 
○意図的・計画的な短時間学習の必要性 
 単元に組み込む短時間学習を単元に関連した内容で実施した A 学級と関連していない内容で

実施した B 学級を比較したところ，児童の自己評価や表現への慣れ親しみの度合いに差が見られ

た。第 2 時終了後の児童の自己評価を比較すると，A・B 学級では約 30％の差が，第 3 時終了後

でも約 20～30%の差が見られた。短時間学習を授業と効果的に組み合わせて単元を構成するこ

とが，児童が表現に慣れ親しむ過程で支援になることが分かった。短時間学習の効果を高めるた

め，意図的・計画的な短時間学習の指導の重要性が明らかになった。 

（２）今後の取組 

○Teacher Talk のさらなる充実に向けて 
児童に届く英語について指導者が意識し，Teacher Talk を充実させることで，児童の「英語を

聞いてわかる」という意識が高まった。しかし，児童の英語を話そうとする意欲は高いものの，

まだ十分に自信を持ちにくい状態である。今後は，児童の発話を引き出し，英語を話すことへの

自信へとつながる Teacher Talk の在り方についてさらなる検討を重ねていきたい。また，小中

連携の視点から，小学校から中学校へとつながる Teacher Talk の在り方についても検討したい。 
Teacher Talk のさらなる充実のためには，校内研修や指導者の継続した英語力のブラッシュア

ップがこれまで以上に必要になる。全教員が自信を持って外国語教育に携わることができるよう

な教員研修の在り方について更に検討を重ねる。指導者の実態に応じたねらいを設定し，計画的

に研修を行っていくことで，段階的な指導力の向上につなげたい。 
○短時間学習の効果的な活用に向けて 
今後，短時間学習を効果的に活用していくうえで，45 分授業のカリキュラムと効果的に連動

した短時間学習のカリキュラムの在り方についてさらなる検討を重ねていきたい。 


