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５ 目標別による指導内容と指導方法に関する調査研究 

 
（１） 目的 

 本節では，平成 18 年度から３年間にわたり研究協力校 53 校から提出された学校用質問紙調

査（「小学校における英語教育の在り方に関する調査研究」調査票及び報告書）を基に「指導目

標」を分類し，その結果から学習指導要領で示された「外国語活動」の目標・内容との関連を

分析した。また，併せて研究協力校を訪問した際に実施されていた効果的な指導の在り方や指

導内容について考察した。 
 

（２） 指導目標 

① 研究協力校の指導目標 

 平成 18～20 年度に実施された学校用質問紙調査を基に，それぞれの研究協力校がどのような

指導目標を掲げ，英語活動を進めているかを内容別に分類し，学習指導要領の内容との関連を

分析した。なお，学習指導要領で示された「外国語活動」の目標及び内容は以下のとおりであ

る。 
 

【学習指導要領 小学校外国語活動】 

 

１ 目標 

  外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しませながら，コミュニケーション能力の素地を養う。 
 
２ 内容 

１ 外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう，次

の事項について指導する。 
（１）外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。 
（２）積極的に外国語を聞いたり，話したりすること。 
（３）言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。 
２ 日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができるよ

う，次の事項について指導する。 
（１）外国語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日本語との違いを知

り，言葉の面白さや豊かさに気付くこと。 
（２）日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見方

や考え方があることに気付くこと。 
（３）異なる文化をもつ人々との交流等を体験し，文化等に対する理解を深め

ること。 
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  ア 学習指導要領の内容との分類結果 
調査対象児童：第４学年次（平成 18 年度）（複数回答可） 
 
研究協力校 
対象校数 

１ ２ 
（１） （２） （３） （１） （２） （３） 

52 校 
（1 校未提出） 

 46校  30校  4校   4校 15校   6校 

88.5% 57.7% 7.7% 7.7% 28.8% 11.5% 

 
○その他の指導目標 
 ・身振りや手振り等の身体表現を使った英語でのやりとりができる。（２校） 
 ・英語の歌や劇の上演。（１校） 
 ・アルファベットを読むことができる。（１校） 
 
調査対象児童：第５学年次（平成 19 年度）（複数回答可） 
 
研究協力校 
対象校数 

１ ２ 
（１） （２） （３） （１） （２） （３） 

53 校 
47校  35校  16校   5校 31校   6校 

88.7% 66.0% 30.2% 9.4% 58.5% 11.3% 

 
○その他の指導目標 
 ・アルファベットを書くことができる。（３校） 
 ・自己評価や相互評価を通して互いに認め合い，自信を持たせる。（１校） 
 ・簡単な英語を読むことができる。（１校） 
 ・ジェスチャー等を使って伝える。（２校） 
 
調査対象児童：第６学年次（平成 20 年度）（複数回答可） 
 
研究協力校 
対象校数 

１ ２ 
（１） （２） （３） （１） （２） （３） 

53 校 
  36校  46校  40校  3校 29校  11校 

67.9% 86.8% 75.5% 5.7% 54.7% 20.8% 

 
○その他の指導目標 
 ・英語の文字に触れる。（５校） 

・アルファベットを書くことができる。（１校） 
 ・ジェスチャー等を使って伝える。（３校） 
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イ 考察 
 平成 10 年に改訂された学習指導要領により，「総合的な学習の時間」が設けられるとともに，

学習指導要領の総則において，「総合的な学習の時間」の取扱いの一項目として，「国際理解に

関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは，学校の実態等に応じ，児童が外国語に

触れたり，外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な

学習が行われるようにすること」と規定された。これにより，全国の小学校において，英語活

動が広く行われるようになった。 
 研究協力校 53 校は，平成 18 年度から「小学校の英語教育の在り方に関する調査研究」の指

定を受け，英語活動の研究協力を行っているが，中には平成 13 年度から英語教育に関する様々

な研究指定を受け，学校の実態に応じた研究を進めている学校もある。 
 研究協力校の「指導目標」は，どの学校も地域の状況や児童の発達段階に応じて，具体的に

掲げてはいるが，小学校に「外国語活動」が導入されたことにより，各学校の「指導目標」が，

より学習指導要領に則ったものとなってきている。研究協力校 53 校の調査結果から次のような

ことが言える。 
第一は，研究協力校の多くは，「積極的にコミュニケーションを図る楽しさを体験すること」 

を目標としているということである。研究協力校の調査報告では，平成 18 年度（第４学年次）

は 88.5%，平成 19 年度（第５学年次）は 88.7%，平成 20 年度（第６学年次）は 67.9%の学校で，

「外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること」を目標としている。小学

校における外国語活動の実施に当たっては，児童が学んだ外国語を駆使し，様々な相手とお互

いの思いを伝え合い，コミュニケーションを図る楽しさを体験することが大切であることから，

多くの研究協力校の指導目標となっていると考えられる。 
 第二は，「聞くこと」「話すこと」など，音声を中心とした活動をする学校が増えたというこ

とである。研究協力校の調査報告では，平成 18 年度は 57.7%，平成 19 年度は 66.0%，平成 20

年度は 86.8%の学校で，「積極的に外国語を聞いたり，話したりすること」を目標としている。

平成 20 年度は，平成 18 年度に比べると，29.1 ポイントの増加である。あいさつや自己紹介等，

音声を中心とした活動が小学校段階に適しているものと考えられることから，指導目標の一つ

としたものと考えられる。 
 第三は，「言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること」を目標とする学

校が増えたことである。研究協力校の調査報告では，平成18年度は 7.7%，平成 19年度は 30.2%，

平成 20 年度は 75.5%の学校で「言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知るこ

と」を目標にしている。平成 20 年度は平成 18 年度から比べると，大幅な増加である。研究協

力校を訪問した際の聞き取り調査において，「現代の子どもたちは相手の気持ちを受け止めたり，

自分の思いを伝えたりすることが苦手なため，人間関係を築くことが難しい」という報告を受

けた。英語活動を中心に，実際に言語を用いてコミュニケーションを図る体験をとおして，そ

れらの大切さに気付かせることが大切であることから，多くの研究協力校で指導目標として掲

げられたものと考えられる。 
 第四は，「日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見方や考え方が

あることに気付くこと」を目標とする学校が増えたということである。研究協力校の調査報告

では，平成 18 年度は 28.8%の学校が目標としていたが，平成 19 年度は 58.5%，平成 20 年度は
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54.7%の学校で目標として掲げている。外国語活動では，外国の文化のみならず我が国の文化を

含めた様々な国や地域の生活，習慣，行事等を積極的に取り上げていくことが期待されている。

そして，こうした事項は知識として指導するのでなく，体験的な活動をとおして具体的に気付

かせていくことが大切であることから，多くの研究協力校で目標として掲げられたものと考え

られる。 
 

（３） 学習段階を考慮した実践例 

 学習指導要領では，「児童の学習段階を考慮して各学年の指導に当たっては，次のような点に

配慮するものとする」とあり，具体的な配慮事項が示されている。 
 

① 学習指導要領における学習段階の配慮事項 

 
ア 第５学年における活動 
  外国語を初めて学習することを配慮し，児童に身近で基本的な表現を使いながら，

外国語に慣れ親しむ活動や児童の日常生活や学校生活にかかわる活動を中心に，友

達とのかかわりを大切にした体験的なコミュニケーション活動を行うようにするこ

と。 
イ 第６学年における活動 
  第５学年の学習を基礎として，友達とのかかわりを大切にしながら，児童の日常

生活や学校生活に加え，国際理解にかかわる交流等を含んだ体験的なコミュニケー

ション活動を行うようにすること。 
 

②実践例 

ア Ａ小学校の実践例 
 Ａ小学校は，コミュニケーション活動重視の英語活動を行っており，自分の思いや考えを伝

えたり，相手の考えを受信したりする力，互いに理解し合い，ともに高まろうとする態度の育

成を目指して研究を進めている学校である。Ａ小学校の現６学年の児童が第１学年から英語活

動を行う際には，次のような指導目標で進められていた。 
 

【第１～３学年】 
・「聞くこと」「話すこと」の活動を中心としながら交流の技能としての英会話に慣

れ親しむ。 
・身近な外国や自分の国に関する情報を学ぶ。 
・多くの人との交流をとおして協調したり，協力したりしようとする態度を育成す

る。 
【第４学年】 

・身近な英語に慣れ，友だちと一緒にコミュニケーション活動を楽しもうとする。

・身近な英語に慣れ，大まかな話の内容を聞き取る。 
・身近な英語に慣れ，自分の伝えたいことを進んで話す。 
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・自国と他国の生活や文化の違いにふれ，関心をもつ。 
・積極的に外国の人と関わる。 

【第５，６学年】 
 ・英語によるコミュニケーションに親しみ，相手を意識した活動を通して進んでコ

ミュニケーションを図る。 
 ・英語によるコミュニケーションに親しみ，大まかな話の内容を理解する。 
 ・英語によるコミュニケーションに親しみ，相手を意識して自分の思いを伝える。

 ・自国と他国の生活や文化の違いを認め，理解しようとする。 
 ・思いやりの心をもって外国の人と交流する。 

  
Ａ小学校では，小学校段階における英語教育の目標と内容を整理し，各学年の学習段階を考

慮ながら，学習指導案づくりを行っている。高学年では，主に友達とのかかわりを重視し，体

験的な活動を多く盛り込んでいる。また，国際理解にかかわる交流等を年４回実施している。

具体的には，「国際理解集会」を年４回実施し，チャンツや歌を楽しむとともに，保護者を対象

とした授業参観や学習発表会を企画し，英語劇などを上演している。 
 児童用質問紙調査の結果では，Ａ小学校の児童に「英語が好きですか」との質問に，平成 19

年度は 90.2%，平成 20 年度は 91.7%の児童が，「好き」あるいは，「どちらかといえば好き」と

回答している。同様に，「英語の授業が好きですか」との質問に，平成 19 年度は 96.1%，平成

20 年度は 91.7%の児童が「好き」あるいは「どちらかといえば好き」と回答している。 
  

イ Ｂ小学校の実践例 
 Ｂ小学校は，第４学年から英語活動を始めた学校である。低学年では，英語活動が０時間で

あったが，第３，４学年では 60 時間，第５，６学年では 35 時間の設定であり，コミュニケー

ション活動重視の英語活動を行っている。Ｂ小学校の現６学年が第３学年から英語を学ぶ際に

示された４年間の指導目標は次のとおりである。 
 

【第３学年】 
・英語を楽しむ。英語に親しむ。 
  英語を聞こうとする。 
  英語を聞いて判断して動くことができる。 
  英語の質問にジェスチャーで答えることができる。 
  英語の質問に，単語を使って答える。 

【第４学年】 
・英語を使う。 
  身振り，手振り，絵などをまじえ外国人講師とコミュニケーションする。 
  英語の質問に簡単なフレーズで答えることができる。 
  英語を使って質問することができる。（語尾上げでの問いかけ） 

【第５，６学年】 
 ・世界の国の言葉や文化について興味・関心を持つ。 
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 ・知っている単語や簡単な文で身近な人とコミュニケーションを取ろうとする。

 ・ひとかたまりのフレーズで答えたり尋ねたりしようとする。 

 
児童用質問紙調査の結果では，Ｂ小学校の児童に「英語が好きですか」との質問したところ，

平成 19 年度は 58.0%，平成 20 年度は 80.8%の児童が，「好き」あるいは，「どちらかといえば好

き」と回答している。同様に，「英語の授業が好きですか」との質問に，平成 19 年度は 72.0%，

平成 20 年度は 88.5%の児童が「好き」あるいは「どちらかといえば好き」と回答している。 
 

（４） 年間指導計画・学習指導案の作成 

① 年間指導計画の作成者（複数回答可） 

研究協力校 

対象校数 

53 校 

学校内（個人，研

究部会等）で作成 

教育委員会が 

作成 

民間企業が 

作成 
その他 

平成 19 年度 77.4% 26.4% 7.5% 3.8% 

平成 20 年度 79.2% 30.2% 7.5% 7.5% 

 
 研究協力校における英語活動の年間指導計画の作成者について，学校内，教育委員会，民間

企業，その他のいずれかのうち当てはまるものすべてについて回答を求めた。年間指導計画の

作成については，学校内（個人，研究部会等）で作成している学校が平成 19 年度は 77.4%であ

ったが，平成 20 年度は 79.2%である。平成 19 年度には民間企業が作成していた学校のうち１

校が，平成 20 年度には学校内で作成するようになった。同じく平成 19 年度に学校内で作成し

ていた学校のうち２校が，平成 20 年度には教育委員会の協力も得て作成するようになった。ま

た，教育委員会が作成している指導計画を活用している学校は，平成 19 年度は 26.4%であった

が，平成 20 年度は 30.2%である。民間企業が作成しているケースは平成 19 年，20 年ともに 7.5%

である。 
 その他としては，次のようなケースがある。 

・市内の英語活動部会等で協力して作成している。 
・中学校教師が小学校で指導を兼務しており，その教師と協力しながら作成している。 
・市費で，外部講師が作成している。 

 年間指導計画の作成に当たり，学校内で作成するケースが多くなった理由としては，各学校

の児童の実態に応じた指導計画を作成することの必要性を感じている学校が増加していること

が考えられる。 
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② 学習指導案の作成者（複数回答可） 

研究協力校 

対象校数 

53 校 

教師個人又は

教師同士で作

成したものを

使用 

学校内又は研

究部会が作成

したものを 

使用 

教育委員会が

作成したもの

を使用 

民間企業が作

成したものを

使用 

その他 

平成 19 年度 58.5% 49.1% 20.8% 11.3% 3.8% 

平成 20 年度 60.4% 43.4% 26.4% 5.7% 5.7% 

 
研究協力校における英語活動の学習指導案の作成者について，教師，学校内，教育委員会，

民間企業，その他のいずれかのうち当てはまるものすべてについて回答を求めた。その結果，

学習指導案の作成については，教師個人又は教員同士で作成したものを使用している学校が，

平成 19 年度は 58.5%，平成 20 年度は 60.4%であった。学校内又は研究部会が作成したものを使

用している学校は，平成 19 年度は 49.1%，平成 20 年度は 43.4%であった。教育委員会が作成し

たものを使用している学校は，平成 19 年度は 20.8%，平成 20 年度は 26.4%であった。 
 その他としては，次のようなケースがある。 
 ・民間企業が作成したものを，児童の実態に合わせ，学校内で作成して使用している。 

・市内の英語活動部会等で協力して作成している。 
・中学校教師が小学校で指導を兼務しており，その教師と協力しながら作成している。 
 

（５） 指導形態 

研究協力校 

対象校数 

53 校 

毎回 TT 
単独の授業 

より TT 

TT と単独 

同じくらい 

TT による授業

より単独 
毎回単独 

平成 19 年度 69.8% 11.3% 5.7% 11.3% 1.9% 

平成 20 年度 67.9% 15.1% 5.7% 9.4% 1.9% 

 
 研究協力校における英語活動の指導形態について回答を求めた。選択肢は，「毎回ティーム・

ティーチングによる授業」「単独の授業よりティーム・ティーチングによる授業の方が多い」「テ

ィーム・ティーチングによる授業と単独の授業が同じくらい」「ティーム・ティーチングによる

授業より単独授業の方が多い」であり，そのうち１つを選択させた。 
主な指導形態としては，毎回ティーム・ティーチングで授業を行っている学校は，平成 19

年度は 69.8%，平成 20 年度は 67.9%である。単独の授業より，ティーム・ティーチングによる

授業の方が多い学校は，平成 19 年度は 11.3%，平成 20 年度は 15.1%である。平成 19 年度には，

37 校の学校が毎回 ALT 等とティーム・ティーチングで授業を行っていたが，平成 20 年度には，

そのうち２校が，単独の授業の形態も入れるようになり，他の１校はティーム・ティーチング

による授業と単独の授業が同じくらいの回数行うようになっている。 
ティーム・ティーチングによる授業より，学級担任単独で行う授業が多い学校は，平成 19

年度は 11.3%，平成 20 年度は 9.4%である。毎回学級担任単独で行う学校は，53 校中１校であ

る。この学校では視聴覚教材等を活用しながらネイティブ・スピーカーの発音を実際に聞くこ

とで，英語を聞く力を育てている。しかし反面，教師側は英語力や発音指導への不安から児童
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への指導にとまどいがあるという課題も報告されている。 
 毎回学級担任単独で英語活動を行っている学校で，児童に「英語の授業は好きですか」と質

問したところ，平成 19 年度（対象児童第５学年）は，「好き」又は「どちらかといえば好き」

と答えた児童が 89.7%であり，平成 20 年度に同様の質問したところ，93.1%の児童が，「好き」

又は「どちらかといえば好き」と答えていた。 
 

（６） 使用教材・教具 

① 他教科と関連させた授業 

 学習指導要領では，他教科と関連させることについて，「３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１(4)」の中で次のように示されている。 
 

指導内容や活動については，児童の興味・関心にあったものとし，国語科，

音楽科，図画工作科などの他教科等で児童が学習したことを活用するなどの工

夫により，指導の効果を高めるようにすること。 

 
ア 社会科との関連 
  ～群馬県高崎市立城南小学校～ 

（対象学年：第５学年） 
 今までに習った英語表現を活用して，日本の有名

なものを ALT に伝えて，皆で情報を共有し合って楽

しむ授業である。日本の地図を黒板に貼り，有名な

ものがどの地域のものであるかを説明する場面では，

意図的に「社会科」の内容と合わせた。児童は社会

科の授業で学んだ内容を思い出しながら，授業に臨

んでいた。 
                      【高崎市立城南小学校】 

（例） Where is Mt. Fuji? 
ゴーヤ・金閣寺・りんご・雪まつり・桃太郎等，日本の有名なものについて，日本地図 
を使って説明する。 

 
イ 家庭科との関連 

～三重県津市立北立誠小学校～（対象学年：第５学年） 
 指導者が見せる食べ物の絵カードを見て，それが何色か答える。はじめは，食べ物の色を答 
えていたが，指導者が質問している色が「栄養素」（赤：タンパク質，黄：炭水化物，緑：ビタ 
ミン）だと理解すると，栄養素の色を答え始める。家庭科で学習する三大栄養素と関連したト 
ピックで授業を進めており，高学年児童の知的好奇心を満足させる活動であった。児童も積極 
的に活動に参加していた。学級担任は活動の要所で日本語を使用し児童の理解を深めていた。 
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② 音声を取り扱うための視聴覚教材の事例 

音声を扱うことについて，学習指導要領では「３ 指導計画の作成と内容の取扱い １(6)」

の中で次のように示されている。 
   

音声を取り扱う場合には，CD，DVD などの視聴覚教材を積極的に活用するこ

と。その際，使用する視聴覚教材は，児童，学校及び地域の実態を考慮して適

切なものとすること。 

  
 今後，小学校外国語活動を行うに当たっては，ALT 任せにならず学級担任が中心的な役割を

担っていくことが重要である。それを可能にするのが視聴覚教材や ICT の有効な活用と言える。

今後，文部科学省から高学年の児童に『英語ノート』が配布され，それに伴い『英語ノート』

の内容に沿った電子黒板用ソフトがすべての小学校に配布されることになる。併せて電子黒板

を活用するなど，ICT 教材をうまく利用することで，児童が興味を持って授業に取り組むこと

ができると考えられる。実践例として今後の参考のために研究協力校の一つである福岡県大牟

田市立明治小学校の実践例を示したい。 
 

ア 電子黒板の活用（対象学年：第６学年） 
 明治小学校では「オリジナルの劇を作ろう」というテーマを掲げ，電子黒板を活用しながら

効果的な授業を実践していた。まず，電子黒板を活用して『英語ノート』６年生の 52 ページに

おける６種類の場面絵を提示し，あらすじを聞かせる。その後何回か読み聞かせを行いながら

せりふを聞いて，物語の順番を『英語ノート』６年生に記入し，発表させるという授業である。

見学したのは学級担任単独の授業であったが，電子黒板を活用することでネイティブ・スピー

カーの発音を耳にすることができるとともに，イラストを何度も提示しながら児童の興味・関

心を引くことができる授業であった。電子黒板の活用のためには準備等で機器の使用に慣れる

必要があるが，文部科学省から配布される『英語ノート』を効果的に活用するためにも，こう

した電子黒板をうまく利用していくことで，効果的な外国語活動の授業が行われていくものと

考えられる。 
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写真は学級担任が「大きなかぶ」のストーリ

ーについて，電子黒板を利用して児童に読み聞

かせをしている様子である。６つのイラストを

何度か提示しながら内容を理解させていく。児

童は電子黒板から流れる英語を聞きながら，あ

らすじの順番を『英語ノート』６年生に記入す

る。 後に何人かの児童にパネルをタッチさせ

ながら解答させる。教師はマル等をペンで付け

ることができる。 
 

 
  イ 電子黒板の機能と利点（大牟田市立明治小学校の資料から） 

 
  ウ 電子黒板を利用した授業に臨んだ児童の感想（大牟田市立明治小学校の資料から） 

 
 
 

○電子黒板の機能と利点 
電子黒板の機能 
・ワンタッチ操作     ・画像（絵，写真，図）の提示 
・音声（CD）の提示    ・文字の提示（書く，消す） 
・関連ソフトの充実    ・拡大，縮小，回転 
・動画の提示等        
学級担任から見た利点 
・カード提示や視聴覚機器の操作が簡単にできる。 
・子どもの反応を見ながら進めることができる。 
・電子黒板の機能を生かすことで，内容の強調や焦点化を図ることができる。 
・テンポよく授業を進めることができる。 
子どもから見た利点 
・文字や画像が動いたり，また瞬時に出たり消えたりするので，興味を持ちながら学習

に取り組める。 
 ・音声と映像が組み合わさることで理解しやすい。楽しく活動ができる。 
 ・子どもでも操作が簡単にできるので，主体的に活動できる。 

・電子黒板を使って授業をすると，今まで以上に英語が楽しくなってわかりやすくなりま

した。機能がたくさんあっていいと思いました。タッチすると音声がでるから，発音が

よくわかりました。 
・電子黒板は，文字を書いたり消したりできるので，すごく便利です。それに音も出るし，

色をぬったり画面が動いたりするので，とても楽しいです。 
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（７） 学校環境づくり  

① 学校環境 

 学習指導要領では，「２ 内容 2(2)」の中で，次のように示されている。 
日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見方や考え方がある

ことに気付くこと。 
  
 外国語活動では，様々な国や地域の生活，習慣，行事等を積極的に取り上げていくことが期

待される。そのためにも，学校の中で，児童に興味・関心を持たせる環境づくりをしていくこ

とは大切である。ほとんどの研究協力校においては，玄関，職員室入口，教室入口，教室内，

階段等の掲示物や，英語や国際理解教育に関する環境づくり等に工夫が見られた。特に多かっ

たのは，校長室や職員室をはじめ，教室や特別教室の入口に英語とイラストで場所の表示をし

ている例である。廊下や階段には，外国の国旗や食べ物，色，数，体の部分の名前，世界の時

刻等が掲示され，児童の興味・関心を引き付けていた。また，毎朝の放送で英語の歌を流した

り，昼の放送で英語による読み聞かせ等を行っている学校もあった。図書室に英語の絵本を揃

え，自由に閲覧できるコーナーを設けている学校もあった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【北九州市立門司海青小学校】        【群馬県高崎市立城南小学校】 
校長室，職員室，教室等の入口に      教室掲示の様子である。英語活動を 

様々な外国語の掲示物が貼られている。   行う教室には様々なピクチャーカード 
                     が掲示されている。 

 
 【福岡県大牟田市立明治小学校】 
   廊下にある「英語活動コーナー」である。 

担当の児童が，毎日「曜日」と「天気」の 
カードを貼り替える。児童の興味・関心を 
引く掲示である。 
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② 教室環境 

○教材の整理 
   
 【岡山県浅口市立鴨方東小学校】 

英語活動で使用する教材を，教室内に整理して 
いる例である。色，体の部分，数，職業，国旗等， 
それぞれの単元で使う教材を整理しておくことで， 
学級担任や ALT がいつでも使用することができる。 
 

 
 

 
 【大分県日田市日隈小学校】 

 カード類が数種類用意され，グループ活動がで 
きるようになっている。「仕事・楽器」「色」「季節」 
「職業」等，テーマ別に授業で活用できるように 
分類しておくことで，指導者がすぐに活用ができる。 
 

   
③授業での工夫 

○様々なピクチャーカード 

【福井県坂井市立高椋小学校】  
  授業では，趣向を凝らした様々なピクチャーカード 
 が使われており，児童の興味・関心を引いていた。自 
 作のカードも作成し，色や形にも工夫を凝らしている。 
 
 
 
 

○ワークシートの工夫 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【香川県三豊市立仁尾小学校】   授業の振り返りで活用しているワークシートの例 
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（８） 校内研修会 

① 研究協力校の聞き取りから 

 平成 20 年度の報告書で校内研修会の在り方について回答を求めた。研究協力校で実施された

校内研修会の年間の回数や内容についてまとめた結果は次のとおりである。 
 
○年間の校内研修会の回数 

年間回数 学校数 
０回 5 校 

１～３回 15 校 
４～６回 14 校 
７～９回 8 校 
10～15回 5 校 
16～18回 3 校 

21回 1 校 
25回 1 校 
31回 1 校 

 
○校内研修会の内容（複数回答可） 

内容 学校数 
授業についての検討会 36 校 
研究授業・公開授業 34 校 
ワークショップ・実技研修会 24 校 
年間計画・カリキュラム検討 18 校 
まとめ・次年度に向けての検討 14 校 
外国語活動についての課題検討 6 校 
中学校との連携（幼も含む） 5 校 
『英語ノート』の使用法 4 校 
アンケートの実施 3 校 
視聴覚機器の学習会 1 校 
地域人材の活用 1 校 
教材開発 1 校 
研修ガイドブック活用 1 校 
外国人との交流 1 校 

 
 研究協力校のうち月１回のペースで校内研修会を実施し，指導力の向上を目指している学校

があった。53 校のうち 36 校で，英語活動の授業に関する学習指導案等の検討会が行われてい

る。また 34 校では，研究授業や公開授業を実施して，課題を出し合い次の授業に活かしている。 
 指導力の向上のために，児童に興味・関心を持たせ，楽しい授業が展開できるように，ワー

クショップ等を実施している学校が 24 校あった。中には，外部講師を招いて講義を行ったり，
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ALT から話を聞いたりしながら研修会を行っている学校もあった。年度の初めに，年間指導計

画やカリキュラムの検討をしている学校が 18 校あった。また，年度の終わりに次年度に向けて

課題を出し合うなどのまとめを行っている学校が 14 校あった。その他，地域の幼稚園や中学校

と連携しながら意見交換を持つ場を設定している学校もある。また，文部科学省が配布した『英

語ノート』や『外国語活動研修ガイドブック』等を利用した研修会を実施している学校もある。 
 

② 校内研修会の事例 

ア Ｃ小学校【研究授業を中心に校内研修会を実施している例】 
 第１回 本年度の研修の内容，計画，組織等の確認について 
 第２回 教育委員会計画訪問代表授業指導案検討（第１回研究授業） 
 第３回 教育委員会計画訪問代表授業，授業研究会 
 第４回 第１回授業研究会での課題について 
 第５回 第２回研究授業指導案等検討 
 第６回 第２回研究授業，授業研究会 
 第７回 第３回研究授業指導案等検討 
 第８回 第３回研究授業，授業研究会 
 第９回 第３回授業研究会での課題について 
 第10回 本年度のまとめ及び評価，来年度の方向性 
 第11回 来年度の研修内容，組織等について 
 

イ Ｄ小学校【学校長が自ら先頭に立ち，ALT 等を活用して指導力を目指している例】 
 第１回 英語活動の基本的な指導方法（英語活動主任と ALT による模擬授業） 
 第２回 英語活動に活用できる資料の活用法（講師 英語活動主任） 
 第３回 市教育委員会が行った「英語に関するアンケート」の集計結果を用いて，児童の実

態及び分析検討会（講師 校長，ALT） 
 第４回 第１回研究授業（助言者 校長，教頭） 
 第５回 第２回研究授業（助言者 校長，教頭） 
 第６回 第３回研究授業（助言者 市教育委員会指導主事，市教科等指導員） 
 第７回 教育委員会作成冊子の活用法について（講師：英語活動主任及び ALT） 
 第８回 授業実践についての反省会及び検討会 
 第９回 市主催研修会の伝達講習会 
 第10～15回 授業法研究（ALT との TT での指導について） 
 第14回 市主催研修会の伝達講習会 
 第15回 児童の活動状況についての評価・まとめ 
 

ウ Ｅ小学校【幼稚園・保育園・中学校と連携を行っている例】 
 ・授業研究（事前・事後研究） 
 ・公開授業（学級担任単独授業） 
 ・実技研修（絵本や『英語ノート』を活用しての表現活動） 
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 ・基本研修（基本的な授業の展開） 
 ・カリキュラム連携（幼保小，小中カリキュラム） 
 ・幼稚園教員，中学校英語科担当教員との協働授業 
 ・各幼保小中との連携交流（実態・取組交流・連携の方法） 
 

（９） 小学校英語活動等についての課題 

 平成 19 年度に実施された学校用質問紙調査において，それぞれの研究協力校の「英語活動等」

における自校の課題（時間数，カリキュラム，指導者等）について尋ねた。研究協力校から出

された課題は以下のとおりである。 
 

「英語活動等」における自校の課題 学校数（複数回答可） 
年間指導計画等の作成（カリキュラム） 29 校 
ネイティブ・スピーカーとの打合せの時間の確保 22 校 
教師自身の指導力の向上 20 校 
指導体制の充実 10 校 
評価の在り方について 10 校 
教材・教具の整備 10 校 
地域人材の活用 10 校 
児童の個人差 9 校 
中学校との連携 5 校 
学習の場の確保 3 校 
教員の意欲向上と共通理解 3 校 
授業時間数の確保 3 校 
児童，保護者向けのアンケートの実施 3 校 
外国への興味・関心を持たせるための学校環境 2 校 
『英語ノート』の使い方 1 校 
文字指導について 1 校 
視聴覚機器の使用について 1 校 
 
 調査結果で特に多かったのは，各学年の発達段階に応じた年間指導計画の作成についてであ

る。53 校中 29 校（54.7%）の学校が課題として取り上げていた。中でも，高学年になるにつれ，

個人差が出てくるため，英語への興味・関心を高めるよう個人差に配慮した指導の工夫が必要

であることが課題となっているとの回答が多かった。またネイティブ・スピーカーとの打合せ

時間の確保を課題に挙げている学校も 22 校あった。十分な打合せの時間が取れないために，学

級担任等とのティーム・ティーチングの授業において，互いの良さを活かしきれていないとい

う課題があると回答した学校もあった。 
一方，20 校は小学校外国語活動が導入され，学級担任を中心に英語に対する苦手意識を解消

するために，指導者の指導力向上が必要であることを挙げている。 
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 （10）考察 

 平成 10 年度に「小学校学習指導要領」が告示され，平成 14 年度から，「総合的な学習の時間」

で国際理解に関する学習の一環としての英語活動等が行われてきた。こうした中で，授業時間

数や内容の違いはあるが，英語活動を実施している学校は 97%以上に及んでいる。 
 平成 20 年３月に，新しい学習指導要領が告示され，いよいよ小学校に「外国語活動」が導入

されることとなった。今まで行われてきた英語活動の目標にはばらつきが見られたが，研究協

力校 53 校の調査研究をまとめたところ，学習指導要領の目標を踏まえた軌道修正が図られ，い

わゆる「コミュニケーション能力の素地」を目標とする学習指導要領に則った目標を掲げた小

学校が増えた。 
 研究協力校を訪問すると，学校環境，教室環境，教材づくり等に学校全体で取り組んでおり，

他の小学校に参考になる実践が多かった。とりわけ，拠点校となっている学校では『英語ノー

ト』をうまく活用するなど，児童の興味・関心を引く実践を見ることができた。これから外国

語活動を指導するに当たっては，教材・教具等の環境づくりに取り組む必要があるが，教育委

員会も含めた担当者が外国語教育の今後の見通しをしっかりと持ち，学級担任を支え，児童の

ために必要な環境を整備していく必要があるだろう。今後の外国語活動においては，研究協力

校の実践が参考になると考えられる。 


