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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ー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 
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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 

教室英語・昼学習（短時間学習）・振り返り・他教科等との横断型授業・ユニバーサルデザイン 

研究成果のポイント 

○教室英語の充実：授業研究や授業分析，事後の研究委員会での協議を通して，教室英語の活用に

当たっては，児童の実態に合わせた段階を意識する必要があることが明らかになってきた。 

○昼学習（短時間学習）の充実：英語に慣れ親しむための短時間学習の設定の在り方や活動の進め

方について方向性が明らかになってきた。 

○「振り返り」の充実：児童がコミュニケーション活動において自信をもって取り組めるように，

慣れ親しみを目標とした授業に，CAN-DO リスト形式の学習到達目標を参考にした児童用の振

り返りの視点を取り入れたことで，児童の自信につながる「振り返り」の在り方が明らかになっ

てきた。 

○他教科等と関連した授業の工夫：他教科等や行事等と関連させた活動を行うことで，児童がより

意欲をもって活動に取り組むことができた。 

○全ての児童に届く指導を実現する指導方法の充実：外国語活動の特性を踏まえたユニバーサルデ

ザインの視点を意識して授業を構成したことで，児童が安心して活動し，主体的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度を育むことにつながった。 

 

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，自分の思いを堂々と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ーションも活用しながら，相手意識をもって互いの思い

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

を育てたい。児童が今後のグロー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，

研究を進めてきた。 

 



（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

（４）１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）のワークショップ，年間計画作成 

5 月~  校内授業研究会（年 7 回），児童アンケート実施及び分析（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 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

Ⅰ教室英語の充実    Ⅱ「昼学習」（短時間学習）の充実 

Ⅲ「振り返り」の充実  Ⅳ 他教科等との横断型授業の工夫   

Ⅴ ユニバーサルデザインの視点を意識した全ての児童に届く指導を実現する指導方法の充実 

a)音声表現から視覚支援の一つとしての文字の導入  b)工夫された教師発話  

c)系統的な教室英語                d)方略的な表現への慣れ親しみ 

 

（２）具体的な研究活動 

Ⅰ 教室英語の充実 

授業の中で指導者が使用する英語表現を充実させ，児童が触れる英語の量を増やすことは，児

童が積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養うために大変重要である。そのために，

校内研究会で，教室英語のワークショップを行い，指導者の英語力向上を図っている。今後は，

ALT の協力を得て作成した動画資料の活用も通して，指導者の英語力向上をさらに図っていく。 

Ⅱ 「昼学習」（短時間学習）の充実 

主に英語に慣れ親しむための昼学習（短時間学習）に取り組んだ。主な活動として，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ものとして設定した。また，慣れ親

しんだ表現にさらに慣れ親しんだり，様々な表現に触れ，英語への興味・関心を高めたりするこ

とをねらいとして，単元と単元をつなぐものとして，活動を設定した。また，全学年共通の教材

や学年に応じた教材を作成し，取り組んだ。 

Ⅲ 「振り返り」の充実 

毎時間の最後に「振り返り」の時間を設け，学年に応じて Reviewing card にマークや記述で

その 1 時間を自己評価するようにした。3 年生以上については，慣れ親しみを目標とする授業の

最後に CAN-DO リスト形式の学習到達目標を基にした児童用の振り返りの視点を試行的に取り

入れ，児童が単元終末のコミュニケーション活動に向けて，より意欲をもってやり取りができる

よう，指導者が支援を講じる手立ての一つとして活用した。 

Ⅳ 他教科等との横断型授業の工夫 

児童の知的好奇心を高め，主体的な学びをつくるために，やり取りの必然性を大切にし，他教

科等の内容を取り入れるなど，他教科等と関連した授業を工夫してきた。また，全校で外国語活

動・英語活動に取り組んでいるよさを生かし，異学年間の交流を取り入れた授業や取組を行った。 

 

Ⅴ ユニバーサルデザインの視点を意識した全ての児童に届く指導を実現する指導方法の充実 
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全ての児童が安心して，主体的に活動に取り組むことができるよう，外国語活動の特性を踏ま

えて，以下のようなユニバーサルデザインの視点を意識し，研究を進めてきた。 

a)音声表現から視覚支援の一つとしての文字の導入 

音声だけではなく視覚的な手掛かりを得ることで，理解が進み安心して活動に取り組むことができ

るようになると考えた。そこで，全学年の授業において，たっぷりと音声に慣れ親しむ時間を保証し

た。その上で，発達段階に応じて，イラストや絵などを効果的に配し，段階的に使用表現を文字で示

したカードを活用する等，音声を支えるものとして文字を効果的に導入し，無理なく文字と出会った

り慣れ親しんだりするようにした。 

b)工夫された教師発話 

児童の類推しながら聞く力を伸ばすために，指導者がジェスチャーや表情，実物や映像などを用い

たり，児童の反応を見ながら発話のスピードや抑揚を調整したりした。さらには，各学年に応じた効

果的な教師発話を意識して授業に取り組んだ。 

c)系統的な教室英語 

児童が段階的に教室英語を理解できるように，指導者がどのような場面でどのような教室英語を用

いることが効果的であるかについて，今年度は，研究授業の記録を分析し，調べているところである。 

d)方略的な表現への慣れ親しみ 

児童が分からない時や困った時にも，聞き返したり確かめたりしながら，主体的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする姿勢を育むため，授業や昼学習（短時間学習）の中で，指導者が意図的に方略的

な表現を使用したり，それらを必要とする場面を意図的に設定したりして，児童が繰り返し表現に慣

れ親しめるようにしてきた。  

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○教室英語の充実 

研究授業やその授業分析，事後の授業部会での協議を通して，教室英語の在り方について研究を

深めることができた。2 月に実施した教室英語に関する指導者アンケートでは，「挨拶をする」表現

は学級担任 13 人中 12 人が，「必要に応じて表現（の一部）を繰り返す」表現は 13 人中 11 人が，

「とても使う」と答えた。授業を進行するための基本的な表現や児童理解を促すための繰り返しの

表現などは，全学級で意識して使うよう重点的に取り組んできたため，ほとんどの学級担任が普段

から使うようになった。このことから，教室英語に対する指導者の意識が高まり，主に簡単な指示

や褒め言葉について英語を使って授業を進める教員が増え，授業改善につながったと考える。 

○昼学習（短時間学習）の充実 

児童の英語への興味・関心を高め，英語に慣れ親しむために短時間学習の効果的な設定，指導法

や教材について少しずつ明らかになってきた。また，１単元の中で授業と短時間学習を効果的に組

み合わせることが，児童が表現に慣れ親しむ過程で大きな支援になることがわかってきた。 

○「振り返り」の充実 

児童の自信につながる「振り返り」の在り方を検討し，Reviewing Card の改良とその活用を試

みた結果，指導者が単元を通してつけたい力をより明確に意識して指導するようになった。また，

授業中の児童の様子と併せて，Reviewing Card を点検・分析し，その結果を基に，児童に必要な

支援を明確にしたことで，有効な支援や指導につながった。 

○他教科等との横断型授業 

生活科や社会科，学級活動のほか，学校行事等と関連させながら，児童の活動への意欲や達成感・

成就感を高め，地域人材も生かした小学校ならではの授業の構築を図ることができた。2 月に実施

した児童アンケートでは，全校の 97%の児童が 1 年間の学習を振り返り，「英語を一生懸命聞いた

り言ったりした」について「とてもそう思う」「ややそう思う」と答えた。また，「授業のめあてを

達成できたか」という問いに対しては 95％，「友達や先生と英語を使ってやり取りすることができ

たか」という問いに対しては 96%の児童が，「とてもそう思う」「ややそう思う」と答えた。他教科

等との横断型授業を工夫し，やり取りの必然性を大切にしてきたことが，児童の主体的な学びにつ



ながった。 

○ユニバーサルデザインの視点を意識した全ての児童に届く指導を実現する指導方法の充実 

外国語活動の特性を踏まえたユニバーサルデザインの視点を意識したことで，配慮を要する児童

を含む各学級の実態を踏まえた手立てを細かに設定することができた。研究を進める中で，音声だ

けでなく視覚支援もあわせて提示することが児童の理解につながることが明らかになり，指導者の

全ての児童に届く授業づくりへの意識が高まった。先述の指導者アンケート（2 月実施）では，13

人中 10 人の学級担任が授業や昼学習で「デモンストレーションでやり取りを示す」方法を「とて

も使う」と答えた。授業や昼学習の中で指導者がやり取りのモデルを示すことで，児童の理解が進

み安心して活動することにつながった。 

 

（２） 課題 

○教室英語の在り方のさらなる検討 

 指導者アンケート（2 月実施）では，前述の通り，授業を進行するための基本的な表現や児童理

解を促すための繰り返しの表現などは，多くの教員が自信をもって使っていることがわかった。し

かし，「児童の発話に対してさらに発問する」「児童の言った日本語表現を英語に換えて言う」の項

目では，「とても使う」と答えた学級担任は 1 人もいなかった。つまり，児童の発話を引き出すよ

うな表現については，十分に使えていない教員が多いことがわかった。また，児童アンケート（2

月実施）では，「授業中，もっと英語を聞きたい」の項目に「とてもそう思う」「ややそう思う」と

全校の 79％の児童が答えていた。これらのことから，児童が進んで英語を使い，積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度を育むために，授業で指導者が使う英語を充実させ，教師発話の

質をさらに向上させていくことが必要であると考える。 

○昼学習（短時間学習）のさらなる充実 

 指導者アンケート（2 月実施）で，昼学習の時間設定や内容によって児童の表現への慣れ親しみ

の度合いや活動への意欲が異なると，学級担任 13 人中 10 人が答えた。また，児童アンケート（年

間 3 回）の結果から，同じ活動を繰り返すだけでなく，児童の実態を見極めながら，活動内容を工

夫していくことが大切だということがわかった。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，さらに有効なカリキュラムの構築が必要である。 

○効果的な評価方法の検討 

振り返りの時間の活用や CAN-DO リスト形式の学習到達目標を参考にした児童用の振り返りの

視点を取り入れたReviewing Card等について，今後の小学校外国語教育の方向性を踏まえながら，

短時間学習の評価を含めた，小学校の実態に合った評価について引き続き研究する必要がある。 

○全ての児童に届く指導を実現するための指導力向上 

児童が安心して活動し，主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育むため，より効果

的な指導方法を追究する。そのためには，指導者の英語力・指導力の向上が必要である。そこで，

指導者の実態を踏まえ，効果的な研修や研修用資料の在り方についてもさらに検討が必要である。 

 

（３）研究２年目へ向けての取組 

本年度の取組の中でも，特に指導者の英語力・指導力向上に向けた取組をさらに充実させる。

指導者の英語力・指導力をより向上させるため，ALT による研修用動画資料の活用や絵本の読み

聞かせのワークショップを研修に取り入れるなど，効果的な研修の在り方についてさらに検討を

重ねていく。 

また，昼学習（短時間学習）の在り方については，今年度の取組に加え，来年度も引き続き，

年間カリキュラムや内容・教材の改善を進め，2 年間の取組をまとめた本校の実践事例集の作成

に本格的に取り組んでいきたい。 


