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６ 効果的な指導内容と指導方法に関する調査研究          

 
 （１） 目的 

本節では，実地調査をした研究協力校の中から５校を抽出し，それぞれの学校の指導内容

や指導方法から，小学校における英語活動の効果的な指導の在り方について考える。 
 
 （２） 抽出校の選定 

実地調査をもとに，学習指導要領の目標に照らし合わせ，特に第２「内容」及び第３「指

導計画の作成と内容の取扱い」の項目を抽出観点として学校を選定した。 
 

【小学校学習指導要領 第４章 外国語活動】 
 第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。 
第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 日本と外国の言葉や文化について，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。 

 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

  １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

（４） 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。 

（５） 指導計画の作成や授業の実施については，学級担任の教師又は外国語活動を担

当する教師が行うこととし，授業の実施に当たっては，ネイティブ・スピーカー

の活用に努めるとともに，地域の実態に応じて，外国語に堪能な地域の人々の協

力を得るなど，指導体制を充実すること。  

（６） 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。  
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（日詰小学校ＨＰより） 

（日詰小学校ＨＰより） 

以上の項目に従い，次の５校を抽出した。 

 １ 岩手県紫波町立日詰小学校 

 ２ 長野県塩尻市立塩尻西小学校 

 ３ 岐阜県美濃加茂市立下米田小学校 

 ４ 福岡県大牟田市立明治小学校 

 ５ 佐賀県多久市立東部小学校 

 

 （３） 抽出校の取組 

① 岩手県紫波町立日詰小学校 

  ア 学校の概要 

   平成 17 年度より町の指定を受けて，第３学年より年間 30 時間の英語活動に取り組む。

カリキュラムは市販教材を使用している。 

 英語活動担当の教師を中心に英語活動研修を,ワークショップ形式で平成 19 年度に１回

行った。教材は，市販教材に添付されているイラスト CD より絵をプリントアウトし，ラミ

ネートをして学校に蓄積している。英語活

動は視聴覚室で行い，ここに教材と電子黒

板を設置している。また，この教室の壁に

は，クラスルームイングリッシュやアルフ

ァベットカードが掲示されている。 

   紫波町には，日詰小学校を含め 11 小学校，

３中学校がある。平成 17 年度より，全町で，

第３～６学年において，年間 30 時間程度の

英語活動に取り組んでいる。その際，学校

ごとに指導内容において差が出ることを避

けるため，全小学校で統一したカリキュラ

ムを作成し，英語活動を進めている。町の

全小学校において英語活動を開始するに当

たって，保護者からの反対はなかった。 

平成 19 年度は町で研修会を１回行った

だけだが，町の指定を受けている３小学校

（古館小学校，赤石小学校，日詰小学校）

には英語担当教師がいるため，個人的に他

の小学校の授業を参観したり，相談をして

いる。 

町の三つの中学校には，JET プログラム

の ALT１名が巡回指導に当たっている。ま

た，毎年 10 月にアメリカ，２月にオーストラリアに，希望者から８名ずつを選抜し，派遣

している。その費用は８割が町費であり，２割を保護者が負担している。また，紫波第二

中学校が学力向上推進プランを受けており，平成 20 年度より小中連携に取り組んでいる。 

   紫波町では，英語活動以外にも食育にも取り組んでおり，地域で採れた野菜，米等を食
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材にしている。岩手県には，35 市町村があるが，統一教材で英語活動に取り組んでいるの

は紫波町のみである。 

  

イ 指導目標 

   ・国語や我が国の文化を含め，言語や文化に対する理解を深める。 

   ・外国人との交流をとおして，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

を図る。 

 

ウ 「英語活動等」（英語に関する内容等）の年間実施時間数 

   平成 19 年度 第５学年次 30 時間 

   平成 20 年度 第６学年次 30 時間 

 

エ 年間指導計画の作成者 

民間企業が作成したものをもとに，学校内で作成。 

 

オ 主な指導形態 

毎回，ALT とのティーム・ティーチングによる授業である。 

 

カ 英語活動における指導例（見学授業の概要） 

対 象 学 年：第５学年（男子 12 名，女子 16 名，計 28 名） 

ト ピ ッ ク：「スポーツをしよう！」 
言 語 材 料：A: Do you like tennis /baseball /basketball /volleyball /soccer /ping pong 

/dodge ball? 
B1: Yes, I do.  
B2: Not really. 
A: Let’s play tennis /baseball /basketball /volleyball /soccer /ping pong 

/dodge ball /Oh, no. 
活動の展開：① あいさつ 

全体に対して指導者があいさつをする。 

T: Good morning. 
S: Good morning. 
T: How are you? 
S: I’m fine, thank you.  How are you? 
T: I’m fine, thank you. 
  How is the weather? 
S: It’s snowy. 
T: Very good. 

② ペア探しゲーム：大文字小文字アルファベットカード並べ 

児童は，グループごとにアルファベットの大文字・小文字のカード

を１セットもらい，床に円になって座り，それらのカードをそれぞれ
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（日詰小学校ＨＰより） 

アルファベット順に並べる。並べ終えたら，“Finish.”と言って，指導

者を呼び，指導者に点検してもらう。    

         ③ ビデオ視聴と口頭練習 

            本時の言語材料を使った対話のビデオを見て，その後，口頭練習を

する。 

         ④ インタビューゲーム「スポーツをしよう！」 

ビデオで視聴した会話を，ペアになって行う。一人一枚ずつスポー

ツの絵カードをもらい，相手を見つけてじゃんけんをする。勝った児

童が A のせりふを言う。その際，自分が持っている絵カードのスポー

ツの名前を言う。負けた児童は，B のせりふを言うが，その際，自分

が持っている絵カードが尋ねられたスポーツと同じ場合は，B1 のせ

りふ，Yes, I do.を言う。違う場合には，B2 のせりふ，Not really.を
言う。同じスポーツの絵カードを持っている友達を探し当てた場合に

は，二人がそろって ALT のところへ行き，新しいスポーツのカードに

替えてもらう。時間内に，同じスポーツをする仲間を何人見つけたか

を発表する。 
特 記 事 項：・見学したのは年度 後の英語活動であり，今までのまとめ活動という位

置付けであった。市販教材の付属

ビデオを効果的に使いながら，与

えられた単語やフレーズ，文を児

童に繰り返し言わせることで表現

に慣れ親しませていた。しかし，

児童に自己表現力を身に付けさせ

ることを求めるのであれば，学習

した言語材料を使って，自己表現

をさせる活動を取り入れる必要が

あると思われる。 

・また，学級担任が主導となったティーム・ティーチングの授業であった

ため,発音練習等は ALT がモデルを示し，学級担任はそれを児童と一緒に

発音したり，クラスルームイングリッシュを積極的に使って児童に英語

で指示を出したりと役割分担がなされていた。ゲームや活動の手順につ

いては，担任が日本語で説明を行っていた。 

  

キ まとめ 

 ・ALT と担任とが役割分担を明確にしたティーム・ティーチングを行うことで，担任は

英語を使う負担感が少くなる。 

英語使用については，ALT が言語材料の言い方のモデルを示し，担任が簡単なクラ

スルームイングリッシュを使って指示を出すといった，二人の役割を明確に分担する

ことで，担任の心理的負担を軽くしていた。 
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（日詰小学校ＨＰより）

   ・ビデオ等，視聴覚教材を積極的に使うことで，指導の効果を高めているとともに，児

童に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させることができている。 

 言語材料の使用場面やゲームの説明等を提示

する際には，教材の付属ビデオを使っており，

児童は関心を持って熱心に画面を見つめていた。

その後，ALT と担任とが説明を補足する際には，

再度デモンストレーションを行うなど，児童の

活動がスムーズに進むように配慮されていた。 

 ビデオを有効に活用することで，児童は活動

の内容と手順をよく理解し，活動中にとまどう

こともなく，英語を使って楽しく友達とコミュ

ニケーションをしているように思われた。 

 

② 長野県塩尻市立塩尻西小学校 

ア 学校の概要 

当該小学校は，平成 18 年４月から平成 19 年３月まで，塩尻市の小学校英語活動研究指

定を受け，「外国への興味を広げ，一人一人が積極的にコミュニケーションしようとする意

欲を高めるための英語活動」をテーマに研究を行ってきた。 

英語活動におけるコミュニケーションの具体的な姿や，発達段階を踏まえた英語活動で

の児童の姿について，次のような目標をもって指導をしている。 

① 聞く・理解する 

・見つめる，うなずく，など相手の話に関心を持って聞く。 

・聞いたことについて反応し，行動をする。 

・分からないことがあっても，知っている単語や表現，身体表現，表情等から推測して

聞き続ける。 

・分からないことがあったら，教師や友達に質問する。 

② 話す・伝える 

・自分の思いを様々な手段を使って伝える。 

・自分が知っている単語や表現を使って話す。 

③ かかわる 

・ゲーム，クイズ，チャンツ，歌等の活動を楽しむ。 

・グループやペアで協力し合う。 

・困ったときなど友達と相談する。 

・相手に対して失礼のない態度でかかわる。（笑顔，アイコンタクト， 後まで聞く，お

礼等） 

 

イ 指導目標 

簡単な英語の文章を組み合わせて，それらを使って仲間や外国の人とコミュニケーショ

ン活動を楽しむことができる。 
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ウ 「英語活動等」（英語に関する内容等）の年間授業時間数 

平成 19 年度 第５学年次 35 時間     

平成 20 年度 第６学年次 35 時間 

 

エ 年間指導計画の作成者   

学校内（個人，研究部会等）で作成。主に英語指導担当教師が作成。 

 

オ 主な指導形態 

毎回，学級担任，英語指導担当教師及び ALT とのティーム・ティーチングによる授業。 

 

カ 英語活動における指導例（見学授業の概要） 

対 象 学 年：第６学年 

ト ピ ッ ク：「１年間のまとめ」  

本時の目標：ゲームをしながら１年間に学習した内容を

振り返る。 

活動の展開：① ウォームアップ（曜日，月名，天気） 

② ALT による短いスピーチとその理解度

チェック 

③ 自己紹介（３名の児童） 

・名前，年齢，誕生日，好きな教科，将

来の夢 

④ グループ対抗によるクイズ大会 

・トピックは，insect（昆虫，理科），country（国，社会），occupation
（職業，「総合的な学習の時間」），number（数字，算数） 

⑤ まとめ 
   特 記 事 項：・学級担任は児童の支援にまわっており，英語指導担当教師と ALT は，ほ

ぼすべて英語で授業を進めていた。低学年からこの授業形態で行ってい

るため，英語を聞くことへの抵抗感はほとんど見受けられない。 
・自己紹介をしたどの児童も，活動の目標である「５文程度での自己紹介」

を堂々と行っていた。 
・クイズ大会では，どの児童も一生懸命問題を聞いて，何とか答えようと

する姿が印象的であった。また，クイズの質問内容も児童の興味や関心

を引くために，教科横断型で既習の内容を扱ったものが多かった。ゲー

ムは 25 分間続いたが，児童は授業によく集中していた。 

・学級担任と英語指導担当教師，及び ALT の３人が，活動の中で児童の良

いところを見付けては，適宜肯定的な評価を行っていた。 
 

キ まとめ 

・教育目標では「伝え合う力の育成」が明確に授業の中で生かされている。 

「伝え合う力の育成」を校内共通の教育目標とし，その目標に向けて，すべての学
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習活動が展開されている。児童は積極的に自分の思いを伝えようとする態度で，他者

の話を積極的に理解しようとしており，聞く態度が日々の学習の中でも大切にされて

いることがわかる。英語活動の中で，自己紹介等自己表現活動をする際にも，どの児

童も笑顔で堂々と発表している。聞き手になっている児童も，友達の発表に対して「間

が取れていて聞きやすかった」などと，適切なフィードバックをするなど，児童が効

果的なコミュニケーションの取り方についてよく理解していると思われた。 

 

・児童に「伝える内容」を持たせている。 

パターン・プラクティスや対話文の暗唱等の繰り返しに終始するようなスキルに偏

重した指導は見られない。児童が進んでコミュニケーションを図りたいと思うような

題材をつくり出すため，理科や社会，算数，「総合的な学習の時間」等で学習した内容

を幅広く取り扱い，クイズ大会のような楽しむ活動をとおして，英語を用いてコミュ

ニケーションを図る楽しさを味わわせる工夫がなされている。そのため，児童は活動

によく集中しており，自分が持っている知識を十分に活用しながら，自分の考えを英

語で積極的に発表しようとしている姿が印象的であった。 

 

・ティーム･ティーチングでの役割分担が明確である。 

指導体制では，学級担任と英語指導担当教師，及び ALT の３人で授業を進め，その

３人の役割分担が明確であり，児童が安心して活動に取り組むことのできる体制を取

っている。第６学年の授業では，英語指導担当教師と ALT とが，ほぼすべて英語で授

業を進めており，児童に英語を聞くことへの抵抗感はほとんど見られない。また，児

童は英語指導担当教師と ALT の英語を一生懸命に聞いて,それに反応しようとしてい

た。学級担任は積極的に英語を聞いたり話したりする上で，英語指導担当教師,ALT と

児童の間の橋渡しをする大きな役割を担っていると思われた。 

 

・英語活動の中で，日本と外国との違いについて知る機会を多く設けている。 

授業以外でも，外国人とコミュニケーションができる場面を設定している。年に６

回，海外の学校と「環境教育」「遊び（けん玉等）を教え合う」「ことばを教え合う」

等をテーマに TV 会議を行っている。こうした機会をとおして，言語や文化について体

験的に理解を深めさせるとともに，言葉を用いてコミュニケーションを図ることの大

切さを実感させていた。 

 

③ 岐阜県美濃加茂市立下米田小学校 

  ア 学校の概要 

当該小学校は，平成 12 年度より「総合的な学習の時間」を利用し，国際理解教育として

英語活動（E タイム）を始めた。 

学校の教育目標として，①自分の考えを持つ②自信を持って，分かるように自分の考え

を伝えることができる③相手の意見にじっくり耳を傾けることができる児童を育てること

としている。 

この教育目標を実現するため，これまで以上に国語力が必要となったため，国語科の研
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究と英語活動とを関連付けて，研究主題を「自分の考えを伝え合い，いきいきと学び合う

子の育成」と定めた。 

また，転勤してきた教師でも分かりやすいように，英語指導案集を年次改定するなど，

学年間の系統性を見直し，できるだけ単純な様式にしている。 

英語活動の基本的な考えとして， 

① 耳からの英語活動：単調なパターン・プラクティス

ではなく，ゲームをとおして人とのかかわりの大切さ

や楽しさを味わわせるようにしている。 

② コミュニケーションの喜びを感じ取る：保護者の参

観日にも英語活動を実施し，保護者と英語をとおした

交流を楽しむなど，仕掛けに創意工夫を凝らしている。 

③ 質の高い英語活動に向けて：深まり，高まりのある

状況を設定し，探究的な活動をとおして，異文化への

関心を高めるようにしている。 

また，授業中の活動では①クリアボイス（はっきり

とした声）②アイコンタクト③イン・イングリッシュ

④コーポレーション（協力）を四つの約束として定め，

毎回これらを確認して活動に入る。③を除いた三つの

約束は，すべて他の教科でも有効と考える。 

英語活動の成果としては， 

①意欲的な学習姿勢が見られるようになってきた。 

②活動内容に工夫が凝らさせるようになってきた。 

③活動の積み重ねを生かした指導ができるようになってきた。 

また，課題としては， 

①ALT の確保と打ち合わせ時間の確保が難しい。 
②発達段階に応じた活動内容の一層の充実を図らなくてはい

けない。 
③英語活動を円滑に実施するために学級経営力を育成する必要がある。 

などが挙げられる。 
  

  イ 指導目標 

   簡単な英語を聞いて，相手の伝えたいことをつかみながら，進んで英語での対話を図ろ

うとする。 

 

ウ 「英語活動等」（英語に関する内容等）の年間実施時間数 

平成 19 年度 第５学年次 35 時間     

平成 20 年度 第６学年次 35 時間 

 

エ 年間指導計画の作成者   

学校内（個人，研究部会等）で作成している。第１～６学年まで，年間指導計画及び各
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授業の指導案が作成されており，それが冊子化されている。 
 

オ 主な指導形態 

毎回，学級担任と ALT，あるいは外部支援者とのティーム・ティーチングによる授業。 

 

カ 英語活動における指導例（見学授業の概要） 

対 象 学 年：第５学年  

ト ピ ッ ク：「日本を紹介しよう」 

本時の目標：英語で質問したり，答えたりする表現に慣れ親しませながら，日本各地の

有名なものを紹介する。 

言 語 材 料：What’s famous in ～? /… is famous in ～. /I don’t know. 
特 記 事 項：・言語材料にやや不自然さが見られたものの，社会科で児童が地元の名物

や日本各地の名産物等について調べた題材を元に教材が作られており，

他の児童にとっても多くの発見があった。 
・インタビューや発表する際には，学級担任が①クリアボイス②アイコン

タクト③ イン・イングリッシュをしっかりと確認して指導していた。 
・学級担任と外部支援者とのティーム・ティーチングの授業であった。役

割分担が明確なため，自然な流れでティーム・ティーチングが進められ

ており，安定感のある授業であった。 
 

キ まとめ 

・コミュニケーションへの積極的な態度を育成する指導が適切になされている。  

第６学年では，既習の表現を使い，自分の将来の夢を自信を持って語らせる活動を行

っていた。“What do you want to be? I want to be a ～. ”という表現を使いながら，

自分の夢を語り，なぜその職業に就きたいのか，そ

の理由を付けて説明させていた。児童は自分の思い

を友達に伝えるのが難しいと感じられる場面では，

自作の絵を使うなど，それぞれ工夫を凝らした発表

をしていた。コミュニケーションへの積極的な態度

を身に付けさせるには，苦労をしながらも工夫をし

て何とか自分の思いを相手に伝える経験を積ませる

ことが大切であると考えられる。 
 

・調べ学習をとおして，児童に伝える内容を持たせて

いる。 

下米田小学校では，英語活動の基本的な考えとし

て，活動の質を高めるために，調べ学習をとおして

深まりのある状況の設定を心掛けている。 

第５学年の「日本を紹介しよう」の活動では，社

会科における調べ学習や探究的な活動をとおした成
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果を英語で発表するものであった。第５学年の児童は，日本の各地の漁業や農業，工業，

産業等を既に学習している。児童の興味や関心を高めるために，身近な美濃加茂市で有

名なものを紹介することからはじめて，岐阜県の有名なもの，各都道府県の有名なもの

といった順に，調べ学習の範囲を広げていくような計画がなされていた。 

このように，地元の名物等を調べ，それを英語で発表させる活動をとおして，外国と

の違いだけではなく，日本の中における多様性にも気付かせることが期待できる。 

 

④ 福岡県大牟田市立明治小学校 

  ア 学校の概要 

平成 12 年，当時の教育長が，教育の特色化や学校の

特色化，また，市教育委員会の特色化のために，小学

校への英語教育の導入を指示した。これにより，大牟

田市教育委員会が『英会話実践事例集』を作り，市内

全 24 小学校で，第６学年を対象に，「総合的な学習の

時間」で，年間 35 時間英語活動を実施し始めた。（第

１・２学年は年間 10～15 時間） 

導入時の課題として，①誰が（学級担任中心）②どのような内容（身近な具体的な題材）

を③どのように指導（体験的活動中心）をしているかが挙げられていた。現在も学級担任

中心を指導上のキーワードとしている。 
英語活動の基本的な考え方（平成 12 年度より）は，①児童と教師が共に楽しめる活動を

工夫する②「聞く」「話す」を基本の活動とする③コミュニケーションを図ろうとする意欲

や態度を大切にする④遊びやゲーム等の体験的な活動，交流活動をとおして英語に慣れる，

親しむ，楽しむ活動を行う⑤国際理解の一貫として行い，中学校の英語科の前倒しとなら

ないように配慮する⑥各学校の実態に応じた学習計画で，各学校において工夫をしながら

行うことであった。 
研究実践の内容としては，①教師の指導力向上のための取組②指導方法の工夫改善③ALT

等の効果的な活用④児童に対して実施したアンケートをとおして，興味や関心等における

変容の把握⑤市内の各小・中学校との連携⑥ICT の効果的な活用等を考えている。 

年間指導計画は，スパイラルに段階的・発展的になるように配慮している。低学年の実

践は，「新しい言語に対応」を基本に全身を使って元気よく活動を楽しませ，中学年の実践

は，「文レベルでの発話」を基本に自分の気持ちを表現する場面の設定に配慮し，高学年の

実践は，「互いにコミュニケーションを楽しむ」を基本に，英語を使ったという達成感を感

じさせる具体的な場面を設定している。 

週に一度（水曜日），朝 15 分間の時間を設定して，

①予習的な活動②繰り返す活動③英語の歌を歌ったり，

既習表現を使ったりする活動等を実施している。 

また，地域イントラネットで英語活動コンテンツを

充実させ，①実践編（授業展開案）②単語・フレーズ

集（教師編，児童編）③クラスルームイングリッシュ

編 ④TV 会議等に活用している。 
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イ 指導目標 

・英語を聞いたり話したりすることに対する興味・関心・意欲を高め，英語に慣れ親し

み，自分の気持ちや伝えたい事柄について簡単な英語を使ってコミュニケーションを

する楽しさを味わわせる。 

・第６学年では，多様な活動を仕組むことで知的好奇心を高め，主体的活動を促す。 

 
ウ 「英語活動等」（英語に関する内容等）の年間実施時間数 

   平成 19 年度 第５学年次 38 時間 

   平成 20 年度 第６学年次 35 時間 

 

エ 年間指導計画の作成者 

教育委員会が作成したものに基づき，研究部会が学校用を作成。 

 

オ 主な指導形態 

毎回，学級担任単独による授業。 

 

カ 英語活動における指導例（見学授業の概要） 

対 象 学 年：第５学年 
ト ピ ッ ク：「クエスチョン１・２・３」（イントラネットを使った TV 会議） 

 言 語 材 料：(first, second, third) question /(first, second, third) hint /special hint 
/Who am I? /Answer, please. /I am ～. /I like ～. /That’s right. 
/Congratulations. /Thank you. /See you. 

活動の展開：・大牟田市立川尻小学校の児童との，イントラネットを使ったTV会議であ

った。 
・グループで動物に関するスリーヒントクイズを作り，ピクチャーカード

やジェスチャー，スキット等を交え，活発に同市内の川尻小学校の児童

と交流していた。 
特 記 事 項：・休み時間には各自でイントラネットを使

い，パソコンの画面に表示されるネイテ

ィブ・スピーカーの口の形に注意しなが

ら発音練習をしており，そのコンテンツ

は豊かなものであった。 
・調べ学習の要素を取り入れ，TV会議の際

に相手に伝える内容を豊富に作っていた。 
・学級担任による単独の授業であったが，

どの学級担任も積極的にクラスルームイ

ングリッシュを使っているのが印象的で

あった。 
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キ まとめ 

・学級担任が積極的にクラスルームイングリッシュを使

うことで，児童に積極的に英語を聞いたり，話したり

する態度が身に付いている。 

見学したどの授業においても，英語の堪能な地域人

材やネイティブ・スピーカーがおらず，学級担任が一

人で授業をしており，いずれの学級担任も間違いを怖

れずクラスルームイングリッシュを使っていた。その

姿勢が教室に英語使用の雰囲気を醸し出し，児童のコ

ミュニケーションへの積極的な態度を育てているので

はないかと思われた。 

・イントラネットや電子黒板等，ICT を積極的に活用す

ることで，指導の効果を高めるとともに，児童に外国

語を用いてコミュニケーションの楽しさを体験させることができている。 

イントラネットや電子黒板を活用することで，英語の堪能な地域人材やネイティ

ブ・スピーカーの支援がなくても，児童が英語を積極的に使って活動するような授業

が展開されていた。このことから，ICT の効果的な活用は，小学校における英語活動

に大きな効果があると思われる。 

また，イントラネットによる TV 会議では，二つの小学校の児童が自分たちの興味や

関心に基づき，調べたり練習したりしてきたことを相互に英語を使って交換すること

で，英語を使う実感や，英語によるコミュニケーションの楽しさを味わっているよう

である。このような体験の積み重ねが，学習指導要領で求められているコミュニケー

ション能力の素地を作っていくのではないかと思われた。 

 

⑤ 佐賀県多久市立東部小学校 

  ア 学校の概要 

    当該小学校は，現在，国（当研究），県（「学力向上」研究指定校），市（「『確かな学力』

をつなぐ９年間」）等の研究指定事業を受けており，学校全体で学力の向上を目指してい

る。その前提として，友達の話をしっかり聞いたり，自分の考えを分かりやすく述べた

りする態度を身に付けさせるなど，「見えない学力」の向上に力を入れている。 
    児童は，友達にも親切で寛容な態度で接しており，特別支援の必要な友達に対しても

ごく自然に温かく接するなど，共生の心が育っている。 
    児童の中には，みんなの前で堂々と自分の考えを話すなどの意思表示や自己表現が苦

手な児童もおり，こうした実態から，国語科では，「話す・聞く」に重点を置いて研究に

取り組んでいる。その成果として，児童は様々な場面で話すことに自信を持ち，聞くと

きには話し手に対して積極的にかかわろうとする意欲が高まっている。 
    当該小学校は多久市の英語活動推進校であり，多久市が７小学校に派遣している地域

ボランティア（１名）の協力を得て研究を推進している。地域ボランティアは３年目と

いうこともあり，徐々に学級担任も授業に積極的にかかわることができるようになって

きた。 
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    PTA による学校評価のアンケートから，保護者には英語活動の内容について十分には

理解されていないことが分かった。そこで，保護者への説明責任という観点から，授業

参観を積極的に行っている。 
 
  イ 指導目標 

   ・英語活動をとおして，他者と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。 

   ・ALT や地域ボランティアに親しみを持って接し，何とか聞き取ろうとする態度や，自

分の思いを伝えようとする態度を育てる。 

   ・他国の文化に関心を持たせ，それぞれの文化を尊重していくことの大切さに気付かせ

る。 

 
  ウ 「英語活動等」（英語に関する内容等）の年間実施時間数 

   平成 19 年度 第５学年次 30 時間 

   平成 20 年度 第６学年次 30 時間 

 

  エ 年間指導計画の作成者 

   学校内（個人，研究部会等）で作成。 

 

  オ 主な指導形態 

   ティーム・ティーチングによる授業と学級担任単独の授業が同じ程度の回数である。 

 

カ 英語活動における指導例（見学授業の概要） 

対 象 学 年：第５学年 
ト ピ ッ ク：「友達の好きな食べ物を知ろう」 
本時の目標：食べ物に関する表現を使って，友達の好

きな食べ物を尋ねたり，自分の好きな食

べ物を伝えたりして英語でコミュニケー

ションを図ろうとする。 
言 語 材 料：Do you like ～? /What do you like? /I 

like ～. 
活動の展開：① 上記の言語材料を使い，名刺交換を

しながら友達の好きな食べ物を知り，５

年１組の好きな食べ物ランキングを作成

することを伝える。 
② 学級担任と地域ボランティアとのデ

モンストレーションで，名刺交換の仕

方等を分かりやすく例示する。 
③ 全体での練習からペアでの練習へと流れ，ペアでの練習の時には，顔

を見合せながら会話を行うように指導する。 
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④ 時間内にできるだけ多くの友達と名

刺交換をすることを伝える。名刺交換

も男子どうし，女子どうしならば１ポ

イント，異性の友達どうしならば２ポ

イントをもらう。活動終了後，箱から

児童の名前が書かれた紙を取り出し，

その名前の児童とインタビューしてい

た児童は３ポイントをもらう。 
特 記 事 項：・地域ボランティアがモデルとなる英語

の言い方を示し，学級担任は簡単なク

ラスルームイングリッシュを使って指

示を出す，などの英語の使用の役割が

決まっていたため，学級担任の英語使

用に対する負担感も少ないように思わ

れた。 
・教室の後方に座っている児童が発音する時には，前方の児童も後方の児

童の顔をしっかりと見て発音を聞くことができるなど，友達の話を聞く

態度が身に付いていた。このことからも，学校の重点指導である「話す・

聞く」指導が普段の学習の中で活かされていることが分かった。 
 

   対 象 学 年：第６学年 

   ト ピ ッ ク：「学校にある教室を案内しよう」 
   本時の目標：学校にあるものや教室を英語で尋ねたり案内したりする活動をとおして，

友達と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を身に付ける。 
   言 語 材 料：Where is the piano? /It’s in the music room. /Where is the music room? 

/Turn right (left). /Go straight. /Go up (down) stairs. 
   活動の展開：① 体育館で授業を実施する。椅子を利

用して体育館内に学校の各教室を模

式的に作る。ペアでインフォメーショ

ンギャップの手法を用い，校内図を使

って尋ねられた教室へ案内する。 
② 尋ね役（Ｂチーム）は， “Where is 

～?”とパートナーに尋ねる。教えられ

たルートに沿ってたどり着けた場合は，その教室にあるもののシールを

貼る。 
③ 案内役（Ａチーム）は，相手に尋ねられた教室まで案内できた場合に，

その教室のシールをワークシートに貼る。目的の教室にたどり着いたら，

お互い握手をして別れる。 
   特 記 事 項：・まだ経験年数の少ない学級担任単独による授業であった。ただし，英語

が堪能であり，しかも，活動中すべての児童へ十分に目配りがされてい
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るなど，他の教科の授業においても授業規律は確立されているものと推

察された。 
         ・学級担任単独での授業のために，活動内容を説明するデモンストレーシ

ョンができず，一方的な説明だけで，児童の予想される動きの見通しを

立てることなく活動が始められた。そのため，活動の当初何をしてよい

か分からずにとまどう児童がいるなど，スムーズに活動に入ることがで

きなかった。活動の前に，児童と指導者とのデモンストレーションや児

童どうしでのデモンストレーションを行えばよかったと思われた。 
         ・学級担任は授業の振り返りにおいて，

児童に，もし実際に外国の人に校内で

教室の位置を尋ねられて分からない

場合，どうしたらよいのかを考えさせ，

話し合わせた。“I don’t know.”と言う

など，いくつかのアイデアが児童から

出された。そこで学級担任は，「英語

で何と言ってよいか分からないときでも，逃げてはいけない。Come on.
等，知っている語を使い，手を引いてその教室まで連れて行ってあげる

のがよいのではないか」と児童に投げかけ，児童もその考えに大いに賛

同していた。これもコミュニケーションへの積極的な態度を育成する指

導ではないかと思われた。 
         
  キ まとめ 

・言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さに気付かせる活動が展開されてい

る。 

    コミュニケーションの基礎になる他者を積極的に理解しようとする態度の育成に向け

て，学級担任が適切に「話すこと・聞くこと」の指導を行うことで，当該小学校におけ

る英語活動が目指している「言葉をとおして豊かな人間関係を築く」活動が展開できる

ことが分かった。 
・学級担任が中心となり，英語に堪能な地域のボランティアの協力のもと，指導体制が充

実している。  

指導力のある学級担任と，学校が目指す英語活動をよく理解している地域のボランテ

ィアが役割を分担しながら機能的に指導しているため，２人のティーム・ティーチング

によって醸し出される温かな雰囲気の中，児童は積極的に活動していた。また，学級担

任が時には児童と同様に，大きな声で英語を発音することが，児童に安心感を与えてい

るのではないかと思われた。 
 

 （４） 考察（抽出校の取組から見える効果的な指導内容・指導方法の在り方について） 

 抽出校の取組から，効果的な指導内容や指導方法の在り方について，抽出観点とした学習指

導要領の目標や，第２「内容」及び第３「指導計画の作成と内容の取扱い」に基づいてまとめ

る。 
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外国語を用いてコミュニケーションの楽しさを体験すること。 

（岩手県紫波町立日詰小学校，福岡県大牟田市立明治小学校） 

 英語活動においては，既習の言語材料を駆使して，クラスの友達をはじめ，様々な人達と互

いの思いを伝え合い，コミュニケーションを図ることの楽しさを実際に体験させることが大切

である。 

 日詰小学校では，ビデオや視聴覚教材を活用することで，児童が活動の内容や手順を十分理

解し，活動中にとまどうことなく友達とコミュニケーションを楽しんでいた。 

 明治小学校では，イントラネットによる TV 会議で，二つの小学校の児童が，相互に英語を使

って情報等を交換することで，英語を使う実感を味わわせながら，英語によるコミュニケーシ

ョンの楽しさを体験させていた。視聴覚教材や電子黒板，イントラネット等，ICT を積極的に

活用することが，指導方法において効果を上げていることが分かる。 

 また，明治小学校では，イントラネットを活用し，休み時間に児童にパソコンの画面に映る

ネイティブ・スピーカーの口を注視させながら発音の練習をさせていた。この活動を繰り返す

ことで，児童の柔軟な適応力を活かしつつ，英語特有のリズムやイントネーションを体得させ

ている。これは，学習指導要領の「内容」で求められているような，外国語の音声やリズム等

に慣れ親しむとともに，音声における日本語との違いを知り，言葉の面白さに気付かせる活動

につながると考えられる。 

 

積極的に外国語を聞いたり，話したりすること。 

 英語活動において，コミュニケーションへの積極的な態度を児童に身に付けさせることが求

められている。そこで，抽出校の取組から，コミュニケーションへの積極的な態度を養うこと

に向けた効果的な指導内容，及び指導方法を取り上げる。 

 

① 学級担任が積極的にクラスルームイングリッシュを使うことで，児童に積極的に英語を

聞いたり，話したりする態度が身に付いている。（福岡県大牟田市立明治小学校） 

児童の中には，英語に自信が持てず，友達と積極的に英語でのやりとりができない児童も

いる。しかし，学級担任の間違いを怖れずに積極的に英語を使う姿が，児童にとってのモデ

ルになるとともに，教室に安心して英語を使おうとする雰囲気を醸し出すものと思われる。 

 

② 他教科での学習内容の活用や，調べ学習をとおして，児童に「伝える内容」を持たせて

いる。（長野県塩尻市立塩尻西小学校，岐阜県美濃加茂市立下米田小学校） 

コミュニケーションへの積極的な態度を養うためには，児童が興味・関心を示す題材を取

り扱い，やってみたいと思うような活動をとおしてコミュニケーションを体験させる必要が

ある。その点からも，他教科で学習した内容や，調べ学習等をとおして得た知識や情報等を

扱うことで，児童の知的好奇心を刺激するとともに，友達にも伝えたいと思う内容を持たせ

ることが大切であると思われる。 

塩尻西小学校では，児童が１年間に様々な教科で学習した知識を活用しながら，クイズ大

会という活動をとおして積極的に自分の考えを発表させていた。 

下米田小学校では，児童の興味・関心に基づいて，地元の名物や日本各地の名産物につい

て調べた内容を簡単な英語を使って発表させたり，自作の絵等を使い，工夫を凝らしたショ
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ー・アンド・テルで自分の将来の夢を発表させたりするなど，コミュニケーションへの積極

的な態度を身に付けさせる指導がなされていた。 

 

③ 「伝えたい内容」を的確に伝える指導がなされている。（長野県塩尻市立塩尻西小学校） 

相手に自分の思いを的確に伝えるためには，適切な声量で間を取り，表情やジェスチャー

等も交えながら話すことが大切である。 

塩尻西小学校では，「伝え合う力の育成」の目標に向けて，英語活動においても，児童にど

のように話せば相手に自分の思いが的確に伝わるかが指導されていた。児童は自己紹介をす

る時も，笑顔で堂々と発表しているなど，児童の発表に対する積極的な態度は，自己紹介の

みならず，他の活動の中でも見られた。このように，適切に自分の思いを伝える経験を繰り

返すことで，人前で話すことへの抵抗感も少なくなり，児童にコミュニケーションへの積極

的な態度が養われると考えられる。 

 

  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。 

（長野県塩尻市立塩尻西小学校，佐賀県多久市立東部小学校）   

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児童に気付かせるためには，英語活

動の中で，普段は使っていない外国語である英語を用いることでコミュニケーションのハード

ルを高くし，その難しさを実感させ，コミュニケーションが図れた時の喜びを味わわせること

も必要であると思われる。   

塩尻西小学校では，年に６回，「環境問題」や「遊び」をテーマに海外の小学校と TV 会議を

行っている。これは，学習指導要領の「内容」で求められているような，日本と外国との生活，

習慣，行事等の違いを知り，多様なものの見方や考え方があることに気付かせる活動であり，

英語でコミュニケーションを図る難しさや大切さを体験させるとともに，言語や文化に対する

理解を体験的に深めさせるものである。 

東部小学校では，英語活動の中で，他者を積極的に理解しようとする態度の育成に向けた指

導が行われており，英語によるコミュニケーションをとおして豊かな人間関係を築く場面が見

られた。 

   

学級担任が中心となり，ネイティブ・スピーカーや英語に堪能な地域のボランティア

の協力のもと，指導体制を充実させている。 

（岩手県紫波町立日詰小学校，佐賀県多久市立東部小学校） 

学級担任とネイティブ・スピーカーや地域のボランティアが役割を分担して機能的にティー

ム・ティーチングが行われている教室では，児童が安心して活動に取り組む姿が見られている。

ネイティブ・スピーカーや地域のボランティアに任せきりの授業では，児童のコミュニケーシ

ョンへの関心・意欲は高まらず，積極的な態度を養うことも難しいのではないかと考えられる。 

学校が目指す英語活動を理解しているネイティブ・スピーカーやボランティアの協力のもと，

一人一人の児童の性格等を もよく知っている学級担任が中心となって授業を展開していくこ

とが，今後の英語活動の指導に求められている。学級担任に も必要なものは，高度な英語力

ではなく，他の教科においても重要となる，授業マネジメント力であると考えられる。 

 


