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研究のキーワード 

・移行措置期間のカリキュラム・マネジメント  ・言語活動設定の 4つの視点 

・6 年生卒業前における小中連携アプローチカリキュラム 

研究結果のポイント  

○移行措置期間のカリキュラムを，他教科等と関連付けた単元構成で作成し広く発信 

〇1 年目の研究を通して導き出した,4 つの視点【必然性】【本もの】【相手意識】【コミュニケー

ションの意義や楽しさ】を取り入れた言語活動の設定とその効果検証 

〇新学習指導要領「解説」及び「研修ガイドブック」を基にした理論研修及び,新教材を活用した

模擬指導体験研修を組み合わせた校内研修の実施とその効果検証 

〇教師の英語力向上を図るために【Small Talk】や「絵本の読み聞かせ」を活用した研修の実施

とその効果検証 

〇6 年生卒業前におけるアプローチカリキュラムの作成,実践による小中連携の推進 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

自分を信じて，地域や世界とつながり，未来へ向かう子供の育成 
～他教科等と関連付けた外国語活動の実践を通して～ 

（２）研究主題設定の理由 

本校の児童は，規範意識が高く指示されたことや与えられた役割についてやり遂げようと取り

組む。一方で，自ら課題を見つけて活動したり，自分の思いを表現したりすることに課題があ

る。また，目標に向かって取り組む際に，困難な状況に出合うとそこで意欲を失い，その結果，

自己肯定感をもてないという傾向も見られる。そこで，児童が楽しみながらコミュニケーション

を体験できる外国語活動を核にして，積極的に自分の思いを表現しようとする態度を育てよう

と，指導方法の工夫改善を進めてきた。本年度はその研究の二年次にあたる。 

本研究では,児童がふるさとへの愛着をもつとともに広い世界を意識し,自信をもって自分の夢

や目標に向かおうとする意欲的な姿勢の育成につなげたいと考え,この主題を設定し,実践研究に

取り組んできた。取り組むにあたり,今年度は，昨年度の研究の成果と課題を踏まえ，総合的な学

習の時間に限らず他教科等と関連付けることで,言語活動の幅を広げ，児童が主体的に学ぶ外国語

活動の授業をつくるために，単元の構成やゴールに向かう言語活動の設定についても研究を進め

ることとした。加えて，このような授業づくりを支えるために,新教材を活用した来年度の移行期

二年目のカリキュラムを作成したり，教師の指導力向上を目指した校内研修の工夫にも取り組ん

だりした。 



 
（３）研究体制 
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 研究推進部  

 

カリキュラム検討部  授業実践部    校内研修部 
 
（４）２年間の主な取組 

平

成

29

年

度 

5 月・研究課題の共有化・年間計画作成 
6 月・短時間学習実践（1年）・児童英語力実態調査（聞く･話す）・外国語活動提案授業（4年） 
7 月・クラスルーム･イングリッシュ研修①②③・児童及び教師の意識アンケート実施 
8 月・英語力向上研修①②・教師の英語力実態調査（高等学校入試リスニング問題）実施 
9 月・移行措置期間カリキュラム作成開始・グラッドストン市学生と交流実施 

10 月・公開研究発表会に向けて模擬授業による指導案検討 
11 月・公開研究発表会（2 年 3年 5年外国語活動・1 年 4 年 6 年短時間学習公開） 
12 月・児童及び教師の意識アンケート実施     
 2 月・移行措置期間カリキュラム完成  ・国研指定研究協議会発表 

 3 月・一年次のまとめと次年度の研究計画作成 

平

成

30

年

度 

4・5月・研究課題の共有化・年間研修計画詳細を作成 
6 月・提案授業①（学年部互見授業）・提案授業②（県，市教委参観授業）・新教材活用研修 
7 月・Small Talk 研修・児童及び教師の意識アンケート実施 
8 月・9 月公開授業指導案作成 ・11 月研究発表授業指導案作成 ・新教材活用研修実施 
9 月・公開授業（第１学年～第６学年・直山調査官招聘研修）  

・テレビ会議システム活用遠隔授業実践 
10 月・公開研究発表会に向けて模擬授業による指導案検討・児童英語力調査（聞く）実施 
  ・児童及び教師の意識アンケート実施 
11 月・公開研究発表会（第３学年～第６学年提案授業・研究発表及び協議・直山調査官講演） 
12 月・公開研究発表会のまとめ ・テレビ会議システム活用遠隔授業実践 
 1 月・小中連携アプローチカリキュラム作成 
 2 月・移行措置二年次カリキュラム完成  ・国研指定研究協議会発表作成 
  ・小中連携アプローチカリキュラムの授業実践（6 年生を中学校英語科教員が中心に指導） 
3 月・まとめと今後の研究の方向性検討 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
① 移行措置期間のカリキュラム・マネジメント 
・新教材を活用し，他教科等との関連を図り，学校内外の資源を活用した，単元計画を作成・

作成した単元計画をもとに授業実践をしながら，ＰＤＣＡサイクルで工夫改善を加え，次年

度のカリキュラムを作成 
② 児童が主体的に取り組む外国語活動を目指した指導の工夫 

  ・言語活動の設定について，下記のキーワードに係る工夫 
   「必然性」「本もの」「相手意識」「コミュニケーションの『意義』や『楽しさ』」 

 ・児童が学習のめあてを明確にとらえ，見通しをもちながら学習に取り組む工夫 
   「単元計画の掲示」「本時の流れの提示」「振り返りの設定」 

研究内容の共有・普及 

地域のひと・もの・ことの提供協力 

研究内容の共有・活用 

研究内容の共有・普及 



 
 ③ 教師の指導力向上を目指した取組 

・単元構成の手順を知り，単元構成力を向上 

・新学習指導要領の理論研修を複数回実施 

・【Let’s Listen】や【Let’s Watch and Think】等の模擬指導を取り入れた研修実施 

・【Small Talk】と絵本の読み聞かせを毎週 1回校内研修時に実施し，教師の英語力を向上 
 ④ 小中連携の取組 
  ・第６学年卒業前の小中連携アプローチカリキュラム作成と実践 
 
（２）具体的な研究活動 

◇授業実践を通した研究   《例》 単元名   第５学年「My エンブレム」 
教材名 『We Can! 1』 Unit 1 アルファベット・自己紹介 

単元目標 ・自己紹介する際に他者に配慮することの大切さに気付く。【言語や文化に関する気付き】 

・好きなものと尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。アルファベットを読むことに慣

れ親しむ。【外国語への慣れ親しみ】 

・名前のスペルを含めて，進んで簡単な自己紹介をしようとする。【コミュニケーション

への関心・意欲・態度】 

ゴール 児童のめあて「Myエンブレムの Show and Tell で自分のことを知ってもらおう」 

★１ 

教科等関連 
社会科「自動車作りにはげむ人々」 

     ・自動車メーカーが自社の企業理念を表すために作ったエンブレムについて調べ学

習を行っている。それを素材として活用する。 

    学校行事「明治夢わく祭」・自分の『My エンブレム』をロビー展示する。 

★２ 

言語活動 
【４つの視点】 

「My エンブレムで自己紹介」 

   ・Show and Tell で，自分のことを印象深く知ってもらう。【必然性】 

   ・自分のことを表した「My エンブレム」を見せ，Show and Tell を行う。【本もの】 

  ・スペルをはっきり言ったり，聞き手としてリアクションしたり，笑顔で気持ちよく

お互いのことを知り合おうとする。【相手意識】 

 ・「My エンブレム」をもとに Show and Tell で自己紹介し合うことで，互いのことを

分かり合える喜びを共有する。【コミュニケーションの意義や楽しさ】 

★３ 

単元構想 
【評価】 

第 1 時「好きなものインタビューで尋ねたり答えたりしよう」【気・慣】 

第 2 時「アルファベットパズルでアルファベットを楽しもう」【慣】 

第 3 時「自動車エンブレムクイズでアルファベットを楽しもう」【慣】 

第 4 時「My エンブレムで自己紹介の Show and Tell をしよう①」【コ】 

第 5 時「My エンブレムで自己紹介の Show and Tell をしよう②」【コ】 

単元ゴール＝「My エンブレムの Show and Tell で自分のことを知ってもらおう」 

★４ 

第 3 時授業 
Warm up 【Let’s Listen 2】p.5  「Alphabet Jingle」 

Activity  「自動車エンブレムクイズ」 「自動車エンブレム記憶スケッチ」 

 ★１ その単元で扱う語彙や表現に合う，他教科等から関連できるものを探す。この場合は，社
会科で児童が興味をもった車のエンブレムを題材に，自己紹介の Show and Tell の活動を
設定した。（他教科等と関連した単元計画の作成） 

 ★２ 児童が主体的に取り組む言語活動を目指して，【必然性】【本もの】【相手意識】【コミュ
ニケーションの意義や楽しさ】の４つを視点として Show and Tell による自己紹介を設定
した。（4つの視点を踏まえた言語活動） 

 ★３ バックワードで単元構想を練ることにより，児童にとっても指導者にとってもゴールま
での見通しがもてる単元計画となる。また，単元計画は表にして教室掲示をし，毎時間確
認する。（バックワードデザインでの単元構想力・単元の見通し） 

 ★４ 1 時間の授業を「1Greeting → 2Warm up → 3Activity → 4Reflection → 5Ending」
というパターンでデザインする。1，4，5 は常に設定されており，2Warm up と 3Activity
の内容を考え設定すれば 1 時間の授業案ができる。毎回授業の流れが同様のため，児童も
授業の見通しがもてる。黒板左にプレートで授業の流れを示す。（パターン化された授業
構成力・授業の見通し） 

 



 
 ◇校内研修時の研究 
   平成 31 年度カリキュラムの作成 
   ・平成 30 年度に実践した単元（教科等 

と関連付けたもの）を元に，31 年度 

の 5年・6年生それぞれ 70 時間分のカ 

リキュラムを作成した。 

   ・単元配列や教材の選択は，平成 29 年 9 

月に文部科学省より示された「移行措置 

期間における学習内容例」を基に編成し 

た。 

   新学習指導要領の理論研修 
   ・旧学習指導要領との比較や，3・4 年生の外国語活動と 5・6 年生の外国語科との比較を通して，

新教育課程への理解を深めた。年間 3回の理論研修を実施。 
   新教材の活用研修 
   ・主に「We Can ! 1・2」を扱い，【Let’s Watch and Think】【Let’s Listen】【Story Time】等の

活動の指導方法について研修した。②や，これらの新教材の活用研修の後に模擬指導を実施し，

実践に即つながる研修を行った。 
   英語力向上研修 

・【Small Talk】と「絵本の読み聞かせ」を毎週 1 回の校内研修時に取り入れたり，ALT を講師に

Classroom English を使う研修に取り組んだりした。 

  ◇小中連携の推進 
    6 年生卒業前の小中連携アプローチカリキュラムの作成と実践 

・中学校英語科教員が卒業前の 6年生を中学校の授業スタイルで,「We Can! 2」を活用して既習内

容を指導するカリキュラムを作成した。 

・2 月に中学校英語科教員と学級担任が一緒に,即興的な会話や対話を続けること,書く活動等を,

小中連携アプローチカリキュラムの授業計画を基に実践した。 
 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○単元のゴールにおける言語活動の設定について，他教科等と関連付けながら４つの視点をもたせ工夫したことによ

り，児童の変容が英語リスニング力調査（29 年 6月→30 年 11 月）や意識調査（29 年 6月→30 年 12 月）の結果に

表れた。 

 【英語リスニング力調査】（平成 20 年国立教育政策研修所実施調査問題を活用） 

    全体 24 問正答率 77.7％ → 90.1％（国研調査時の全国平均 86.7） 

    問題別全問正答者割合 単語 39.3％ → 93.1％（70.3） 会話 39.3％ → 84.5％（63.8） 

 【児童意識調査】 英語が好き 84.5％ → 92.2％   外国語活動が好き 93.8％ → 97.1％ 

          英語で会話するのが楽しい 55.7％ → 71.6％ 

〇新学習指導要領についての理論研修が進み，教師が新教材の活用に積極的に取り組むことができた。単元をバック

ワードデザインで考えたり，授業をパターン化する方法を学んだりしたことで，実践力向上と教師の意識変容につ

ながった。 

 【教師意識調査】 外国語の授業が楽しい 87.5％ → 100％ 指導に自信ある 22.5％ → 62.5％ 

〇平成 30，31 年度の移行措置期間におけるカリキュラムを作成し，本校ＨＰで広く配信できた。また，9月に授業公

開，11 月に公開研究発表会を実施した他，県内及び市内の教職員を対象とした各種研修会においても本校の取組を

発表し，地域全体における小学校外国語教育の充実に努めることができた。 

〇小学校 6年生をゴールと考えるのではなく，中学校への外国語教育の縦軸のつながりを図る必要があると考え,6 年

生から中学校 1年生の入門期へのつなぎを，中学校英語科担当教師と連携しながら小中連携アプローチ・カリキュ

ラムとして設定し,授業実践できた。 

●「話すこと（やり取り）」の領域において，5・6年の外国語科ではその単元で扱われる語句や表現にとどまらず，

それまでに学んだ語句や表現を生かして，自分の考えや気持ちを伝え合える力を身に付けさせたい。そのために

は，学んだ語句や表現を活用する場を多く設けたり，学級担任とＡＬＴの会話でモデルを示したりしながら，「決

められたやり取り」から脱却し，「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を目指したい。また,他教科等

の授業においても,話し合い活動を充実させることにより,児童に質問力を身に付けさせ,外国語活動での対話に生

かすような指導を工夫していきたい。 
 

４ 今後の取組 

・「話すこと（やり取り）」領域における，「既習事項を生かして自分の言いたいことを伝え合う」活動でその
場で質問したり答えたりして伝え合うことができる「即興性」の基礎を育成するための指導方法の工夫 

・小中連携アプローチカリキュラムの工夫改善による小中連携の推進 

１単元で 1枚。単元の目標や評価規準

の他，扱う表現・語彙，また，各時の主

眼や評価，Warm up や Activity での活

動内容と留意点を具体的に示している。 


