
Ｖ. 言語教育部門所員会
評価活動の充実をベースにした小中連携～英語力向上をめざして～

水尾小学校 奥田 貴士

１．はじめに

小学校高学年において外国語活動が必修化されて３年が経過しようとしている。

平成２５年５月教育再生実行会議第三次提言では、「小学校英語の早期化、時間増、

教科科に向けた抜本的拡充」「中学校における英語による授業」「小・中学校を通じ

た系統的な英語教育の実施」が記され、英語教育の充実が大きな教育課題の一つと

なっている。

本市では、現在各校で様々な研究や実践が行われ、外国語活動の指導も充実して

きている。教育センター言語教育所員会でも、それに先駆けて外国語活動の指導に

ついての研究し、カリキュラムや指導案の作成、授業で使えるアクティビティ事例

集の作成などを行い、全市の教職員に発信をしてきた。

しかし、同じ中学校区内でも指導にばらつきがあるなどの課題も見られ、小中連

携が今後の大きな課題の一つとなっている。今後は小中の学習が円滑に効果的に繋

がるためにも、国や大阪府の動向を踏まえたうえで、小学校から中学校３年生まで

を見通した目標設定や授業作りが必要となってくる。

そこで今年度の言語教育所員会では、関西大学教授竹内理先生の指導助言のもと

「評価活動の充実をベースにした小中連携～英語力向上をめざして～」をテーマに、

外国語活動や外国語科の授業実践を検討し、その評価活動の方法や効果について研

究を進めた。

２．小中連携における評価の観点

外国語活動では、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことが目標の一つと

なっているため、授業においても「話すこと」「聞くこと」の評価の観点に繋がる

ような目標設定が必要である。

中学校外国語科の評価の観点の中でも、とりわけ小中連携をする上で小学校外国

語活動において重要となる事項を挙げる。

(1)聞くこと

・積極的に取り組んでいる。【関心・意欲・態度】

・聞き続けようとしている。【関心・意欲・態度】

・場面や状況に応じて英語を理解することができる。【理解の能力】

(2)話すこと

・積極的に取り組んでいる。【関心・意欲・態度】

・話し続けようとしている。【関心・意欲・態度】

・自分の考えや気持ち、事実などを英語で話す事ができる。【表現の能力】

・場面や状況に応じて英語で話すことができる。【表現の能力】

どの項目も英語を使って、進んでコミュニケーションをとることができているか

に関わる項目であり、コミュニケーションの素地を養うという外国語活動の目標に

も繋がっている。
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３．評価活動の重要性

では、それらの目標がどのように、どのくらい達成されたかを確かめるにはどう

すればよいか。その手立てとして評価活動が重要となってくる。評価活動を通して、

子どもたちは学習意欲を高めたり、よりよい表現の仕方に気づいたりすることがで

きる。

授業における評価活動には、大きく分けて「教師が行う評価」「子どもが行う自

己評価」「子ども同士の相互評価」の３つの評価活動がある。これらの評価活動を

授業の様々な場面で、様々な形で行っていくことで、より指導の効果を高め、子ど

もたちの学び合いも深まっていくと考えられる。

(1)教師が行う評価･･･発表等の活動中における形成的評価※、机間指導

※指導の途中でそこまでの成果を把握し、その後の学習を促すために行う評価

(2)子どもが行う自己評価･･･発表、振り返りシート

(3)子ども同士の相互評価･･･ペア･グループ学習等の交流場面

４．具体的な評価活動の実践事例

具体的な評価活動の実践事例を、次頁以降に紹介する。

(1)【V-1】What's do you like ? 友だちにインタビューしよう （小学校５年）

(2)【V-2】Hello to the world! いろいろな国の言葉を使って遊ぼう（小学校中学年）

(3)【V-3】病院へ行こう！！（小学校低学年）

(4)【V-4】できることを紹介しよう（小学校６年）

(5)【V-5】日本のもの（文化）を紹介しよう！（中学１年）

５．成果と課題

最後に、今年度の研究を通して見えてきた成果と課題についてまとめる。

小中連携をテーマに５年間を見通した目標設定を意識することの最も大きな成

果として、授業が変わったことが挙げられる。小中の校種間でお互いがどのような

授業をしているかを意識して取り組む様になり、児童生徒にとっても小中間の垣根

がなくなり、スムーズに中学の学習に取り組む事ができるようになった。そして、

どの学年でどの程度の力が付いていると良いかというゴールを明確に設定するこ

とで、一つ一つの単元のねらいも明確となり、目的意識をもった学習活動ができる

ようになってきた。

また、評価活動を充実することで、子どもたちの意欲がより高まり、積極的にコ

ミュニケーションをしようとする姿勢へと繋がった。そして、意欲を持って活動す

ることで、子どもたちの表現力も高まってきた。

一方で、先に述べたような状況は、まだまだ一部の研究校のある中学校区でのこ

とであり、これからいかにして全市的に広げていくかが課題であるといえる。教育

センターフォーラムをはじめとして、市内の外国語担当者の集まりや教職員の研修

の場を通じて、モデル校の成果を広く知らせ、共有していけるようにしていきたい

ものである。本所員会での研究成果をもとに、各中学校区でも小中連携の取り組み

が充実していくことを期待している。
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p13

p19

p23
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Ⅴ.言語教育所員会 研究紀要

評価活動の充実をベースにした小中連携

～英語力向上をめざして～

目 次

【V-1】 子どもたちのつながりをいかす外国語活動

野村 史華（春日丘小学校）

互いに、相手の好きな色やものを英語を使ってリサーチしながら、友だちのためにオリジナルＴシ

ャツを作った。自信のある子とない子の差が大きくなる外国語活動であるが、いかに友だちとのか

かわりの中で「話してみて楽しい」と感じられる授業をつくるかについて、実践をもとに報告する。

【V-2】 多文化学習を通してコミュニケーション力を育てるには
西野 佳奈（山手台小学校）

「いろいろな国の言葉を使って遊ぼう」と題し、英語だけでなくいろいろな言語を通して、中学年

の子どもたちが多文化体験を行った。アジア言語を中心に、あいさつしたりじゃんけんしたり・・・

最後には、お国紹介のお店を開いた。単元を通して多文化体験を深めていく様子を報告する。

【V-3】 低学年でもできる！生きている英語 授業実践

村岡 倫子（太田小学校）

楽しむだけの英語の授業ではない、積み上げのできる外国語の授業とは…場の設定を大切にした生

きている英語、バックワードデザインの方法など、学校全体で取り組んだ外国語活動の研究を、低

学年の具体的な実践事例をもとに報告する。

【V-4】 できることを紹介しよう

櫻井 香奈子・三木 歩（三島中学校）

「指導方法の工夫改善定数（加配教員）」を活用し、本市では３小学校の５、６年外国語活動に中学

校教員を小学校専科として配置している。中学校の英語の授業を見据えた小学校での実践を、「コミ

ュニケーション能力の育成」の視点を踏まえ報告する。

【V-5】 小学校からのバトンタッチ！使える英語実践

永井 卓也（太田中学校）

本校では、小学校での外国語活動を受け、バックワードデザインの手法を用いて各学年のゴールを

設定して授業を行っている。中学校外国語科の中でも、とりわけ小中連携をする上で重要となる「話

すこと」「聞くこと」の領域における英語実践を、「日本のもの（文化）を紹介しよう！」の単元を

もとに紹介する。
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子どもたちのつながりをいかす外国語活動

春日丘小学校 野村 史華

１． 前任校での初めての外国語活動

(1)担任だけの授業、ＮＥＴの先生の授業で感じたこと

(2)中学校区の連携として、中学校１年生の英語の先生が５．６年生の授業にかか

わってくれたこと

(3)言語所員会で学んだこと

２． 春日丘小学校の外国語活動

どの学年にもＮＥＴの先生と担任の授業があり、各クラスで給食や掃除の時間を

ＮＥＴの先生と過ごす機会がある。授業も楽しみにしているが、授業以外の時間

で「英語を使って話せる！」と楽しみにしている児童も多い。

３．「英語を話す必然性」とは

(1)ただ話すだけでなく、「どんなときに使えるか」を意識して単元や活動内容を

考える。

→今回の授業は、英語を使って話したり聞いたりすることを通して、目に見え

る形になっていくことが実感できるようにと考えた。

(2)子どもたちの「この言葉を英語で言いたい」という気持ちをひろいあげる。

４．授業づくりを通して感じたこと

クラスの友だちとの活動をする中で、ふだんの授業と同じように外国語活動も日

ごろの集団づくりの大切さを感じた。他の教科と同じように、英語に自信のある

子とない子の差があり、苦手意識を持つ子をどのように授業にまきこんでいくか

を考えさせられた。集団で活動したり話したりすることで「話してみて楽しい！」

と感じられる授業づくりをこれからも考えていきたい。そのためにも、担当学年

だから考えるのではなく、広く校内で考えていけたらと感じる。

How are you?

I!m ～

自分の体調に合わせて

Ｔシャツ作りで使いたい色は？

使いたいマークや数字は？

V-1
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AR Pゴシック体S

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

4時 友だちにＴシャツをデザインしてもらおう

1時

2時

色、形、果物など、自分の好きなものを伝えよう

友だちに好きなものを尋ねよう

自分の好きなＴシャツをデザインしよう3時

単元のふりかえり

小学校

５年生

ゴール・目標

●自分の好きな色や好きなものを伝えることができる
●友だちに好きな色や好きなものを尋ねることができる。
●自分の好きなＴシャツをデザインして、紹介することができる。
●友だちの好きなものを聞き取ってＴシャツを作ることができる。

あいさつ 単語 フレーズ

学
習
の
流
れ

学習の流れ

Lesson５ What's do you like ?

友だちにインタビューしよう

○Color

red,blue,yellow

green,purple

sky-blue,pink

black,blown

white,yellow-green

○Mark
heart,circle

triangle,square
rectangle,star

diamond,spade

What do you like?

What〜do you like?

I like〜

I don't like〜

How many?

Good morning everyone
Good morning

How are you?

I’m fine.

How’s the

weather？”

It’s ○○
What day is it today?

sunny,cloudy,

rainy,windy,

snowy,cold,hot

V-1
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本時の流れ（４/４）

指導者の活動・留意点児童の活動
第４時

導

入

展
開

ま
と
め

あいさつ

めあてを明示
「友だちのオリジナルＴシャツを
作ってあげよう！」

今の自分の体調に合わせて“Ｉ’ｍ～”と伝え、
教師からも“Ｇｏｏｄ”など返していく。
日付けや天気を尋ねて、答え方など定着す
るようにする。

☆既習の確認

☆友だちにインタビューリレー
好きな色、好きなものを尋ねて答

える。机の列ごとにどんどん後ろの
人に尋ねて答えて、リレーをする。

☆友だちにＴシャツを作ってあげ
よう！
モデル（見本）を見せる。
色や好きなものを尋ねながら、友

だちのデザインしたＴシャツをペア
の人が作る。“blue star”や
“red circle”など、聞き取ったものを
教室にあるボックスから探してくる。
“How many?”も使えたら数を尋ね
るときに使う。

☆できあがったＴシャツを何人かに
紹介してもらう。

黒板に色紙やカードなど絵やマークで示

したものをはりながら、しっかり声に出し

て話せるようにする。

Ａ：What color do you like?

Ｂ：I like yellow.

Ａ：What do you like?

Ｂ：I like star.

形成的評価

ふりかえり

つたわる声で はずかしがらずに
大げさにできたかどうか確認

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。
ことばがわからなくても、伝えようとする
気持ちが大切であることを確認する。

ふりかえり

ポイント

習った英語を使うことができたか

友だちの好きな色や好きなもの

が分かったか

聞き取ることのできる声の大きさ

で会話できたか

アイコンタクトをとれたか

※１

※２

※３

※４
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※１ めあての明示

「友だちのオリジナルＴシャツを作ってあげよう」

・本時のゴールや目的をしっかりと示す。

⇒目標を示すことで、教師自身も的確に声をかけられた。

子どもたちにとっても、「今日がんばること」が分かりやすくなった。

※２ モデル（見本）を示す

・会話の活動をはじめる前に、教師と子ども（あるいは子どもどうし）で会話

の流れを示す。

⇒会話の流れがイメージしやすくなる。

※３ 活動のとちゅうでの声かけ・評価

・英語を使って話せているか、声の大きさ、アイコンタクトなど、活動の内容

に合わせて全体に声をかける。

・“Ｇｏｏｄ！”や“Ｎｉｃｅ！”などのほめ言葉

⇒「ゲームが楽しい」になりがちなので、今日の目標をもう一度意識させるこ

とができた。

※４ 自己評価

・活動の終わりや単元ごとに、自己評価カードを使ってふりかえりをする。

⇒これからやってみたい活動なども自由に書くことができる。

⇒これからの外国語活動にいかせるように、「難しかった」などの意見もすくい

上げられる。教師のふりかえりにもなる。

V-1
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多文化共生の学習を通して コミュニケーション力を育てる

山手台小学校 西野 佳奈

１．山手台小の外国語活動の方向性

・3 年生までにできるだけいろいろな言語にふれ、

英語でのコミュニケーション能力の素地を養う。

・4 年生で英語を使って、相手とつながる楽しさを体感する。

・５・６年生で英語の学習を深めていく。

・中学校での英語学習へ

・将来、再び多文化（多言語）に興味をもち、自分の生き方に生かす。

２．実際の外国語活動

・1 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

・2 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

・3 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

6 時間 多言語（アジアを中心に） 担任

・4 年生 年間 3 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

6 時間 英語 担任＋地域ボランティア

『アメリカ コロンビア小４年生との文通』

・5 年生 年間 11 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

24 時間 英語 担任

・6 年生 年間 11 時間 英語 ＮＥＴ＋担任

24 時間 英語 担任

３．多文化共生のとりくみのねらい

・外国にルーツをもつ子どもが、自分に自信をもち

胸をはって生きられる土台づくりとする。

・多文化とプラスの出会いをし、いろいろな国に

ついて正しく知ろうとする。

・多文化に興味をもち、世界共通語としての英語の

学習につなげる。

V-2
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AR Pゴシック体S

1時

2時

3時

4時

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

5時

世界のいろいろな言葉であいさつしよう！

世界のいろいろな言葉でじゃんけんしよう！

国ごとのグループでお店の準備をしよう①

6時

単元計画時間

国ごとのグループでお店の準備をしよう②

国ごとのグループでお店の準備をしよう③

お国しょうかいのお店を開こう！

小学校

中学年

ゴール・目標

●いろいろな国の言葉で、簡単なあいさつが言える。
●じゃんけんで遊びながら、コミュニケーションをとろうとする。
●積極的に活動に参加する。
●いろいろな国に興味をもち、正しく知ろうとする。

全体 グループ 全体

学
習
の
流
れ

学習の流れ

Hello to the world!
いろいろな国の言葉を使って遊ぼう

○「こんにちは」

○じゃんけんの説明

○「じゃんけん」

○お国プレゼント

○「ありがとう」

店：「こんにちは」

客：「こんにちは」

店：じゃんけんの説明

いっしょ：

「じゃんけんほい」

店：プレゼント渡し

店：「ありがとう」

客：「ありがとう」

8ヶ国語で交流する。

Ｈｅｌｌｏ
ニーハオ（中国）
アンニョンハセヨ（韓国）
チャオ オン（ベトナム）

など8ヶ国語であいさつ

グー・チョキ・パー
シートウ、ジエンタオ、ブー

（中国）
バウィ、カウィ、ボ（韓国）

モッ、ハイ、バー
（ベトナム）

山手台小学校 西野 佳奈

V-2
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指導者の活動・留意点児童の活動

本時の流れ（６/６）

第６時

交
流
（
前
半
）

交
流
（
後
半
）

ま
と
め

前半準備（5分）

・言葉の確認・練習

・日本語をできるだけ使わず、ジェス
チャーも入れて、自分の調べた国の言
葉で交流すること。

・８ヶ国語すべてのお店を回り、その国の

前半 お店スタート（１５分）

８グループ お店

８グループ お客

前半 お店片付け

後半 お店準備

後半 お店スタート（１５分）

（前半と同じ内容）

・お客に伝わるように繰り返し、その国
の言葉で話しかけること。

・プレゼントをあげる・もらうことより、言
葉を使って、相手とコミュニケーション
をとること。

・いったん教室に子どもたちを戻し、前半
の様子から、進んでコミュニケーションを
とれているか、その国の言葉をできるだ
け使っているか、確認する。（形成的評価
を入れる。）

ふりかえり（5分）

・いろいろな国の言葉を使って、
あいさつやじゃんけん交流をした
かな？

・自分の調べた国以外でどれだけ
の国の言葉を覚えているかな？

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。

言葉がすぐに覚えられなくても、わかろう
とする気持ちが大切であることを確認す
る。

ポイント
自分の国の言葉を使えたか
声をはっきり出せていたか
お店の人の説明をよく聞いてい
たか
いろいろな国の言葉を進んで使
おうとしたか
国によっていろいろなじゃんけん
があることに気がついたか

（５分）
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低学年でもできる！生きている英語 授業実践

太田小学校 村岡 倫子

１．太田小学校のとりくみ

(1)平成２３～２５年度の３年間にわたり、大阪府、茨木市教育委員会の「使え

る英語プロジェクト」の実践研究校として太田中学校と連携し、関西大学竹内

理教授の指導のもと、取り組んできた。

(2)小学校では、簡易な外国語活動のカリキュラムを学校独自で作成し、系統性

のある活動ができるよう、各学年でおさえておく単語やフレーズを明示し、実

施している。

２．コミュニケーションの必然性

取り組みの中で一番大事にしてきたことが、活用場面を工夫することである。言

語習得が目的ではない、外国語を使ってコミュニケーション能力を高めるために、

「これを使いたい！」と思える場面を設定してやることを重視した。

３．バックワードデザイン

ゴールを設定し、そのために必要な学習を考え、その必要な単語や構文を獲得す

るための学習を逆行して考えて計画していく方法。

(1) Goal 最終場面で、子どもたちにつけたい力

(2) Situation イメージができて、実際にありそうな

シーンを活用場面にする

(3) Approach その場面で必要なやりとりを考え、使

う語彙をピックアップ。そこからどの

ように教えるかを考えていく。

４．小中連携の大切さ

小学校と中学校の教師が互いの授業を見合うこと、これだけでも大きく前進で

きたように思える。子どもの実態を小･中の教師同士で交流でき、何が必要か、

何が中学入学までに求められているのか、卒業時のゴールを知ることが大切であ

り、そこからバックワードデザインをしていくことが一番の連携であると考える。

成果としても、コミュニケーションの素地をしっかり小学校で身につけ、英語

を好きだという児童が、現在中学校で授業のモチベーションへとつながっている。

V-3

小道具

薬の絵カード

Head
→ひえぴた
shoulder
→サロンパス等

A)Who are you?

B)I’m～
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AR Pゴシック体S

4時

5時

英語で言おう「はいどうぞ！」

けがしたところをなおしてもらおう！フレーズの復習

各班の作戦会議6時

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

ロールプレイ

1時

2時

7.8時

あいさつしよう。天気を覚えよう！

からだのパーツを覚えよう！

あなたはだあれ？3時

小学校

低学年

ゴール・目標

●歌やゲームを通して、簡単なあいさつや体の部分の名前が言える。
●覚えたフレーズを使って、コミュニケーションをとろうとする。
●積極的に活動に参加する。

あいさつ 単語 フレーズ

学
習
の
流
れ

学習の流れ

病院へ行こう！！

○Body parts

head,
shoulders,
knees,toes,
eyes,nose,
mouth,ears

○Role

doctor,nurse ,mother,
father,sister,

brother

What’s wrong?

～～,ouch.

Who are you?

I’m ～.

～,please!
Here you are.
Thank you.

Good morning everyone.
Good morning Mr/Ms. ～

How are you?
I’m fine.

How’s the

weather?"

It’s ～.

sunny,cloudy,
rainy,windy,

太田小学校 村岡 倫子

V-3
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本時の流れ（８/８）

指導者の活動・留意点児童の活動
第８時

導

入

展
開

ま
と
め

1 あいさつ

♪Head shoulders,knees,and toes

ジェスチャーもつけながら、自分の体調を伝
えることで、はずかしがらずにできる空気を
つくる。

元気に歌を歌いながら、だんだん早くなって
いく曲に合わせて体を動かす。

2既習の確認(フラッシュカード

3 薬集めゲーム

Ａつらそうにしてる人に声を

かける役。（薬のカードを持つ。）

Ｂ具合の悪い人の役。(班毎に

痛い場所を指定しておく。）

英語を使って、薬を集める。

時間が来たらＡＢ交代

4 お医者さんごっこ

･役割分担（doctor /nurse /患者にわ

かれて）4グループずつ行う。

各グループ終了毎に、シェア班

にポイントの札を持たせできていたら、

上げる。

チャンツでジェスチャーをリズムに乗せてフ

レーズを確認。

A：Hi!

B：Hi!

A ：What’s wrong!

B：～, Ouch!

手持ちのカードに痛い部位の薬がある時

A ：Here you are.

B：Thank you!

手持ちのカードに痛い部位の薬がない時

A：Take care.

B: Thank you.

小道具は好きなものを利用してよい

ペア班で見合う。

各々にポイントの札を持たせできていたら、

上げさせる。

5 ふりかえり

つたわる声で はずかしがらに
大げさにできたかどうか確認

積極的に活動に参加できていたことをほめ
る。
ことばがわからなくても、伝えようとする気持
ちが大切であることを確認する。

ポイント

ならったえいごをつかえたか

みんなかつやくできていたか
おくすりをもらえていたか
大きな声

ジェスチャーをしていたか

めあて 大きな声で はずかしがらず 大げさに ジェスチャーしよう！

Who are you？ I'm Ken.
What's wrong? Head ,Ouch!
Here you are. Thank you.
Good bye,doctor.Good,bye
Good bye,nurese.Good,bye

※１

※２

※３ ※４

※５
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※１ あいさつ

今日の体調について各班ごとにジェスチャーで答えてい

く。大きな声で、はずかしがらずに、大げさにジェスチャ

ーできていれば、他の班の児童たちは拍手をする。教師も

小さな変化をほめることを大事にしてきた。

※２ テンションバロメーター

曲やチャンツのときに、声の大きさやからだの動かし方

をみながら、バーの横の矢印を教師が前で上げ下げする。

児童たちは、にっこりマークの方に矢印をあげようと、

声や動作を大きくし、はりきっていた。声を大きく出そう

として、叫んだり、奇声を出したりしたときは、矢印を

下に下げるだけで、間違えに気付くことができていた。

※３ ポイント

ロールプレイを見るときに、どの点を重

視して行うかを、ポイントとして示した。

(1)英語を使えていたか、

(2)グループみんなが活躍できるように行う

ことができたか、（全員が何か一言でも

声を出せたか。）

(3)自分のグループが痛いと伝えた部位の薬

や手当てを相手のグループに伝えることが

できるようにできたか。

(4)声は相手にとどいていたか。

(5)ジェスチャーをつけることができたか。

上記の内容を簡略化して黒板に掲示した。

ロールプレイするときはそのポイントにそって行えるように意識付ける目的であ

る。

教師は、ロールプレイが終わるたびに、児童たちにどこがよかったかをポイント

にそって発表させる時間を設けた。また、教師は劇の途中でもいいところをどんど

んほめ、次の班に積み上げられるよう形成的評価を加えていった。

V-3
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※４ 相互評価の札

ロールプレイを見ている子ども側は、

ポイントにそって評価をする。各班で

分担し、ポイントをクリアできていたら、

手持ちの札をあげる。これによって、演

じる側も見る側も、どのポイントを重視

すればいいかがわかるようになった。

※５ ふりかえり

めあてにそって、大きな声で、はずかしがらずに、おおげさにジェスチャーでき

たかをふりかえり、挙手をする。また、活動を楽しめたかどうかを、ふりかえる。

成果と課題

成果としては、すべての授業で、大げさにはずかしがらずにジェスチャーをする

ことに重きを置いて、前の時間よりもできたときはみんなで認め合うことを大切に

した。子どもたちが互いを認め合うことで自信を持ち、日をおう毎に積極的に活動

に参加できていた。声の大きく出せない児童も 表情豊かに皆の前で発言していた

ことが印象的であった。意欲の面でも図書館で英語の本をかりてきたり、担任にき

きにきたりして自分たちで知っているフレーズを増やしている班もあった。やる気

がそのまま評価につながるということもあって、他の教科ではあまり目立たない児

童が活躍でき、外国語の授業で自信をつけた子も数人いたように思う。

課題としては、子どもたち同士で評価しあう場面で札をあげるとき、こちらが示

したポイントよりも厳しく評価していたように思う。
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できることを紹介しよう

三島中学校 櫻井 香奈子

三木 歩

１．中学校教員による小学校専科指導

「指導方法の工夫改善定数（加配教員）を活用し、中学校教員が小学校で教科指導

を行うことで、小学校における専科指導の充実を図るとともに、小・中連携、小・小

連携を一層推進し、子どもたちの確かな学力をはぐくむ。」ことを目的として、本市で

は小学５、６年の外国語活動に加配教員を１名配置している。

H24 年度より、三島小、庄栄小、西河原小５、６年全クラスの外国語活動の授業を

(１クラスあたり週１回、年間 35 時間 )担当している。

２．教材観

本単元では「できること」や「できないこと」について表したり尋ねたりする表現

や、動作を表す表現について扱う。自己紹介は、5 年生時から様々な形で取り扱って

きた題材ではあるが、改めて自分のできることやできないことを考えることは、自分

を見つめなおすことであり、それを通して自己肯定感につなげさせたい。また、「でき

ること」「できないこと」を紹介しあい、友だちどうしで互いの理解を深めることにつ

なげてほしい。

３．児童観

学習に対して意欲的な児童が多い。中には、学習を苦手だと感じている子どもたち

や英語を「難しい」と思っている子どもたちもいるが、途中で投げ出すことなくじっ

くりと取り組み、教えあったり学びあったりすることのできる子どもたちである。ペ

アやグループで意見を交流したり、活動を行ったりすることにも積極的である。昨年

度からの外国語の取り組みの中でも、英語を使っての活動は好きで楽しんでいるだけ

ではなく、英語をつかうことそのものや、中学校の英語の授業に対する興味・関心も

あるようだ。さまざまな教材や活動を通して、自分の意見を相手に伝えることや、お

互いのよいところを見つけ・認め合うことを今後も続けていってほしい。

４．指導観

本単元で扱う I can～. I can’t～. という表現は、中学生が理解しやすい文法事

項でもあり、小学生にとってもそれほど難しくはならないと思うが、それに続く動詞

は、Hi, friends！2 に出てくるものだけでもかなり多く、慣れさせるために繰り返し

使っていく必要がある。自分の思いや考えをみんなの前でわかりやすく伝えることを

苦手とする子どもは多いが、自分のことについて十分考える時間をとり、得意なこと

や苦手なことについて自己表現ができるよう支援する。また、友だちの発表を聞いて、

共感したりもっと知りたいと思ったりできるように、相手とのやりとりも楽しめるよ

うにしたい。

V-4
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AR Pゴシック体S

2時

動作を表す単語や、「できる」「できない」という表現を知る

自己紹介に使う表現を確認し、「できること」「できないこと」を
伝える表現に慣れ親しむ

「できること」や「できないこと」を聞きあって積極的に交流する
（班での発表練習）

自己紹介の発表をする（班のメンバーとは別のグループで）

単元計画時間

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

3時

4時

1時

小学校

6年

ゴール・目標

●積極的に友だちに「できること」をたずねたり、自分の「できること」や「できない
こと」を答えようとする。

●動作を表す語や「できる」「できない」という表現に慣れ親しむ。
●動作を表す語について、日本語と英語の共通点や相違点に気づく。

単元１ 単元２ 単元３

単
元
３

の
流
れ

単元３までの流れ

できることを紹介しよう

・日本や世界の行事を
知ろう

・月の名前や日付を英
語で言えるようになろう

・友達と誕生日を聞きあ
いながら積極的に交流
しよう

● When is your
birthday?
● My birthday is～.

できることを紹介しよう

・Can you～？
・Yes, I can.
・No, I can't.
・I can ～. / I can't ～.

・動詞
play+スポーツ,
play＋楽器
cook, swim,
ride＋乗り物 など

・あいさつをしよう

・アルファベットで遊ぼう

● Hello. How are you?

（復習）

●数字 ０～１００

● How many～?

（復習）

●アルファベット

大文字・小文字

三島中学校 櫻井 香奈子

V-4
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指導者の活動・留意点児童の活動

本時の流れ（４/４）

第３単元

第４時

導

入

展
開

ま
と
め

あいさつ

Good morning/afternoon.
How are you?
I'm fine/ happy / hungry / sleepy /

tired / sad. など
What day is it today?
What's the date today?
How is the weather?

チャンツ１

アルファベットフォニックス

チャンツ２

絵本 From Head to Toe

あいさつとともに、体調や曜日・日付・天気
など毎回くりかえし、やりとりをして定着を
図る。

文字と音とをつなぐため、アルファベットの
名前読みと音読みとをリズムに合わせて
発音する。

ジェスチャーをつけ、体を動かしながら、児
童とともに絵本を読む。

めあての確認
「相手に伝わるように工夫して
自己紹介を発表しよう」

チャンツ３
既習の動詞確認

(ピクチャーカード)
I can play the piano. など

Activity3( p13)
音声を聞いて、自己紹介の発表方
法を確認する

発表の最終練習（班で）

一人が発表の練習をし、ほか
のメンバー聞きあう。
聞いているメンバーはアドバ
イスをする。

自己紹介の発表
いつもの班のメンバーとは違う４つ
のグループに分かれて、お互いの
自己紹介を発表しあう。
一人の発表が終わったら、聞いて
いるメンバーは質問や感想を必ず
いう。

チャンツでジェスチャーをリズムに乗せて
フレーズを確認。

音声を聞いて、内容を理解できているか
確認する。

Big voice, Eye contact, Smileを意識させる。
ジェスチャーをいれるなど、相手に伝える
ための工夫を必ず入れることも意識させ
る。

一人の発表が終わったら、発表に対する
感想や意見を必ず言い合う。英語でも日
本語でもよい。自信を持てない子にはそ
ばに行って声をかける。
自分なりに工夫して伝えたいことを表現し
ようとしているか見ておく。
早く終わったグループには、アドバイスを
参考に、どうすればより良い発表になる
かをグループで話し合わせ、もう一度発
表をやってみるように言う。

ふりかえり
ほかのメンバーのよかったところ
や、自分が工夫したところ、もっと
改善できるところを振り返る。
クラス全体で、感想を交流する。

あいさつ

積極的に活動に参加できていたことをほ
める。
ことばがわからなくても、伝えようとする
気持ちが大切であることを確認する。

指導者からも、気づいたことを伝え、評
価する。

※１

※２

※３

※４
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※１言語や文化についての知識・理解

「読むこと」に評価観点を置く。（行動観察）

絵本を読むときに教師側が大きくジェスチャーを

することで、児童が恥ずかしがらずに大きくジェ

スチャーができる環境を整える。

※２理解の能力

「聞くこと」（行動観察）

チャンツを聞きながら I can play the piano.のよう

なモデルを示し、さまざまなピクチャーカードを掲

示する。

そうすることで、既習事項の復習にもつながり、い

つもと違う動作を選ばせる等、たくさんの単語を使

わせることもできる。

※３外国語表現の能力

「話すこと」（発表観察）

Big voice, Eye contact, Smile をしっかり意識させる。そしてジェスチャー等の相手

がよりわかりやすくするための工夫を入れること。班で行う際は他のメンバーが良い

点、悪い点を挙げることで相互評価になる。また、異なる班での発表を行う際は恥ず

かしがらずに発表しているか、工夫を入れているかなどを評価素材として取り入れた。

※４コミュニケーションへの関心・意欲・態度

「聞くこと」「話すこと」（発表観察・自己評価・児童の相互評価…ふりかえりカード記入

確認）

あいての発表を聞くことで、自分の悪い点が見える事を理解させる。そして言葉が詰まっ

てもジェスチャー等を取り入れることでも相手が理解してくれるというプラス面を認識

させる。そして最後に振り返りカードを書くことで授業全体の振り返りができ、自分の良

かった点悪かった点を再確認することができる。

V-4
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小学校からのバトンタッチ！使える英語実践

太田中学校 永井 卓也

１．太田中学校のとりくみ

(1)平成２３～２５年度の３年間にわたり、大阪府、茨木市教育委員会の「使え

る英語プロジェクト」の実践研究校として太田小学校と連携し、取り組んでき

た。

(2)中学校では、小学校での外国語活動を受け、バックワードデザインの手法を

用いて各学年の※①ゴールを設定して授業を行っている。

２．必然性のある場の設定（コミュニケーションの必然性を考える）

中学校における「場の設定」は小学校においての「場の設定」を日常の授業や打

ち合わせ、カリキュラムの交流において情報交換することによって、その設定を参

考にしてさらに深めることを目指している。一方で場を設定することが、思春期の

子どもたちには「わざとらしい」と感じることもまた現実なので、日常の授業が「場

の設定」になるように、自然な会話、授業を意識している。

３．共通教材

本校では２００９年度（平成２１年度）まで１年生～３年生まで完全分割での

外国語授業をおこなっていた。さらに新学習指導要領で外国語が週４時間になる

以前（２００９年度（平成２１年度））から「選択英語」として３年生では週４時

間の外国語授業を展開していた。以前の教科書は週３時間の授業を想定してつく

られていたので、どういった方向性でやっていこうかと教科担当で話し合い、で

きるだけ今の時代にあった「使える英語」を身につける素地をつくるような教材

を考えた結果、正進社の『Talk and Talk』という教材を選んだ。

学年が上がり担当教員が退職や転勤などで交代し、状況が変わって生徒が戸惑わ

ないように、他の副教材も全学年で統一し、３年間を通して全学年が同じ方向性

をもつようにしていった。「使える英語プロジェクト」の実践校に選ばれてからも、

この形は崩さなかった。

４．小中連携

最初は教師がお互いの授業を見ることから始まった。お互いがどんな教材を使

いどんな授業をしているのかを知ることが重要と考えたからだ。小学校で学んだ

ことを中学校で学ぶとしても、「小学校でやったし」という生徒の声をなくし、

さらに発展させたうえでつなげていくことを心がけた。

これはお互いのゴールを理解できているからできることであり、小中連携の重

要性をさらに認識した。
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※①ゴールを設定

中学１年生 中学２年生 中学３年生

Goal（到達目標）

・wh-の質問に対し

て、主語・動詞を使

っ て 答 え る こ と が

できる。

・典型的な１日を英

語 で 説 明 す る こ と

ができる。

・ 既 習 の 表 現 を 使

い、発表することが

できる。

・自分のことについ

て１分間スピーチを

することができる。

・自分の考えや意見

を中学校３年生段

階の語句を使って

伝えることができ

る。

Input

・３桁までの数字を

理解することがで

きる。

・日常の場面での英

語の意味がわかる。

・接続詞を含む英文

を聞いて答えること

ができる。

・日常の場面での英

語の意味がわかる。

・不定詞、動名詞、

助動詞を含む文をき

いて答えることがで

きる。

・未習の語句の意味

を文の前後関係か

ら推測することが

できる。

・関係代名詞を含む

文を聞いて理解す

ることができる。

Output

・be 動詞を使って自

己紹介、他人紹介を

することができる。

・一般動詞を使って

自己紹介、他人紹介

をすることができ

る。

・過去、未来のこと

を英語で説明するこ

とができる。

・理由を説明するこ

とができる。

・英語劇をすること

ができる。

・日本の紹介をする

ことができる。

・尊敬できる人物を

紹介することがで

きる。

・関係代名詞を使っ

て人やものを説明

することができる。

Others

・班活動で教えあい

や話し合いをしな

がら、コミュニケー

ション能力を磨く。

・班活動で教えあい

や話し合いをしなが

ら、コミュニケーシ

ョン能力を磨く。

・班活動で教えあい

や話し合いをしな

がら、コミュニケー

ション能力を磨く。
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AR Pゴシック体S

病院へ行こう

Where do yo go ?

気持ちを伝えよう

How are you ?

5時

2時

発表へつなぐ。日本のもの（文化）を説明するための考え方を学ぶ。

6時

単元計画時間

班で協力し、さまざまな表現を使い、クラブ紹介ができる。

1時

発表。日本のもの（文化）についてｵﾘｼﾞﾅﾙ文の作成。班で発表。

4時

既習表現の復習（形容詞・動詞）、３人称単数現在形を理解する。

既習表現の復習（疑問詞）、３人称単数現在形の疑問文を理解する。

疑問詞を使った３人称単数現在形の疑問文を理解する。3時

中学校

１年生

ゴール・目標

●習得した表現を使って、日本のもの（文化）について班のメンバーと協力して発表することができる。

●発表を聞いて、内容を理解することができる。

●発表を聞いて、内容に関する質問に答えることができる。

●情報をマインドマップでイメージにしてその情報を英語で説明することができる。

単元１ 単元２・３ 単元４

単
元
の
流
れ

単元４までの流れ

日本のもの（文化）を紹介しよう！

○ペアで「何が好きか」
「いつするのか」「どこで
するのか」などのスキッ
トを作る。
○Does～? を使った会
話を完成させる。

○ペアで「何をするの
か」「どこでするのか」
「いつするのか」につい
て質問し解答する。
（日本のものについての
例も紹介）

○教師の用意したクラブ

活動、８クラブ（８班分）に

ついて各班で協力し紹介

文を作る。

○班員で分担して覚え発

表する。

※３時で学んだ表現を使

う。

○自分の好きなこと、得
意なことを説明する。

○「典型的な１日」を英語
で相手に説明できる。（１
人称と３人称）

ex) Miki gets up/
eat breakfast/
usually eats/
leave home for..

太田中学校 永井 卓也
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本時の流れ（５／６）

指導者の活動・留意点生徒の活動
第５時

導

入

展
開

ま
と
め

１．あいさつ

Good afternoon.

I'm happy/ full/ sleepy/

nerous/ etc...

Good afternoon.
How are you?
Who is absent today?

英語の授業が始まる雰囲気にし、リラッ
クスできるように。

２．「本日の目標」の確認

動詞・形容詞の復習

３．マインドマップのイメージを

知る。

４．マインドマップを作る。

５．イメージをつなげ、英文を

作る。

６．発表をする。

７．(４．５．６．)をもう１題

「本日の目標」の提示

use/play/see/show/eat/cook/wear/
put/ hang/ make/ give/ call/ get/

traditional/heavy/light/expensive/
beautiful/colorful/delicious/popular/fa
mous/ great/ difficult/ easy/
interesting/old/cool/fast/exciting/

本日の目標を全員が意識するような
声かけをする。

マインドマップの提示

イメージを具体化できるように支援す
る。

困っている班には答えをいわないよう
にヒントを出す。
他班の作品を確認する時間をとる。

８．ふりかえり

他班の発表の内容を確認
する。

前向きなコメントをする。

次につながる目標や改善点を確認す
る。

評価規準

※１

※２

※３

※４
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※１．あいさつ

主語 /動詞 /形容詞の語順の「形容詞」の部分（受け答え）がそのとき自分の状況

を的確に表現できるように日頃からさまざまな気分を表す形容詞を学んでいる。

※２．「本日の目標」の提示

「その日にすること」、「その日のゴール」を

明らかにする。ゴールを授業の最初に提示する

ことにより、授業の展開を子どもたちが理解し、

指示を待つだけでなく、自ら動き出すことがで

きるようになってきた。

※３．マインドマップのイメージを知る。

マインドマップにより５W１H が整理され、

情報を視覚化できるため文章表現がしやすくなる。

※４．単元の評価規準

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの

意欲・関心・態度
外国語表現の能力 外国語理解の能力

言語や文化に関する

知識・理解

間違いを恐れず、話を続け

ようとする。

さ ま ざ ま な 工 夫 を し て 相

手に伝えようとする。

習 得 し た 表 現 を 使 い 場 面

に 応 じ た 英 語 を 話 す こ と

ができる。

ク ラ ス メ ー ト の 発 表 を 聞

き、内容を理解する。

１人称・２人称・３人称が

主語の文を理解し使う。

疑 問 詞 を 用 い た 疑 問 文 を

理解し使う。
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