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１ はじめに 
１．言語教育部門所員会について 

本市の英語教育には、学習指導要領の次期改訂に向け、今後国や大阪府の動向を注視しながら、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づくりが必要となってくる。そこで今年度は、中学校

区ブロック単位で６名の所員が小中連携をベースに各ブロックの実態に合わせた研究テーマで、授業づ

くりや教材開発に取り組み、関西大学外国語学部教授竹内理先生の指導助言のもと研究を進めた。 

２．テーマ 

今年度の言語教育部門所員会の全体テーマとして、「外国語活動と英語教育の充実と連携 ～英語力の

向上をめざして～」を設定した。 

各所員の研究テーマは下記のとおりである。 

祝原 望美 
「小学校教育をより豊かにする外国語活動」 

～１年間の専科指導から～ 

八納 幸代 「使う喜びを感じる“Ａ小版英語村”の活動」 

岡本 健太郎 
「Can-Doリスト作成前にしておきたいこと」 

～校内統一指導の開発が CAN-DOリストを支える～ 

潟見 夏 
「学級担任あっての外国語活動」 

～よりよい外国語活動にするために～ 

石田 知香 「教科化を見据えた外国語活動」 

野口 直美 「教科化にむけて だれもが取り組める外国語活動にするには」 

３．活動概要 

言語教育所員会 

月に１回程度集まり、竹内先生からの助言のもと研究を進めていった。 

第１回：言語教育部門所員会について 

第２回：各中学校各ブロックで決まった今年度の目標（ゴール）及び所員としての今年度の目標（研究

テーマ）の設定を報告

第３回：各所員の研究テーマ及び進捗状況の報告 

第４回：外国語活動・英語教育の現状と展開について 

第５回：教育センターフォーラムミニリハーサル 

第６回：教育センターフォーラム最終リハーサル 

第７回：教育センターフォーラム 

第８回：１年間のまとめ 

教育センターフォーラム 

 平成 28 年２月 12 日（金）に開催された第３回茨木市教育センターフォーラムにおいて、４名の所員

が発表を行った。 
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２ 「小学校教育をより豊かにする外国語活動」 

（祝原 望美）  

１．１年間の専科加配教員として 

   １学期・・・専科教員 

  ２学期・・・学級担任とのＴＴ 

  ３学期・・・学級担任  

 

２．目標 

指導力向上の為、チームとして取り組む 

   

３．強固な指導体制の為に 

 (1)プログラム 

担任が全教科を教える小学校では、教科間につながりができる。 

 

 (2)教材 

プログラムを具体化したもの。 

 

 (3)教師力 

 教材を効果的に活用する力が必要。１つの教材を学年、学校がチームとなり作成する

ことで労力が減る。助けあいながら取り組むことで授業改善にもつながる。 

 

 (4)環境 

  よりよい教材に必然性を設ける。 

 

４．外国語を使える言葉にする 

 (1)２校同じ指導案・教材 

  児童の実態にあったもの 

 

 (2)英語表現 

  教員が使用する英語表現は 

指示英語等短く 

ジェスチャーをつけて 

見せながら行う。 

児童がもっと話したいと意欲がでるものに。 

 

５．連携から接続  

 小学校外国語活動で、使用している表現を知った上で、中学校教員が授業展開をする。

小学校で使用している、ピクチャーカード等を中学校でも使用することで、つながりが

できると考え、次年度実践できることを検討中。 
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～振りかえりシート～ めあて：行きたい国を言ったり、尋ねたりすることができる 

 

６年１組  Where do you want to go?  

11 月 10 日  A B C 

はっきりした声で話すことができましたか 24 7 0 

相手の方を見て話したり聞いたりすることができましたか 25 6 0 

ジェスチャーをつけて発話することができましたか  11 11 9 

今日のめあてを達成することができましたか 28 1 0 

いろんな人に英語で話せた 

人に好きな国を聞いたのが楽しかった 

ジェスチャーをつけてやると表現力があがると思った 

行きたい国のインタビューが楽しかった 

ギリシャとエジプトの英語の言い方がわかった 

男女関係なくみんなで話せた                             等  

 

６．カルテ 

 

 
①使用単語 

 
 

 

 
clap/fly/run/dance/watch TV/skip/jump/swim/ 
eat lunch/read a book 

 
②表現 
 
 
 
 

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

 
③アクティビティ 
 

 
 
 
  

 
①キーワードゲーム 
 
②クラッシュゲーム 
 
③ジェスチャーゲーム 

 
④使用場面 
 

 
クイズ（Who am I?） 

 
⑤評価方法 

 
○自分ができることを積極的に発話しようとしているか。 
 
○相手にできるか尋ねようとしているか。 

 
○振りかえりシートから。 
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７．指導案  

小６ 外国語活動指導案  

１ 単 元 I can swim.（３時間）＜Lesson３＞  

２ 主 題 「何ができるかな？」（１／３）  

３ ねらいと評価のポイント  

○自分のできることを紹介したり，友だちに「できること」を尋ねたりする方法を知る。（言語や文化）  

○ “Can you ～ ?” “I can ～ .” “I can't ～ .” の表現を発話しながら，英語の音声やリズムに慣れ親しむ。                                                                                       

  （慣れ親しみ）  

４ 準 備 教科書，動作の絵カード，クラッシュゲーム用のカード , 振り返りカード  

５ 展 開  

子どもの活動  ＨＲＴ  

〔Warming up〕 

１ はじめの挨拶をする。 

  Hello,～.     

  I'm fine, thank you.  How are you?  

２ ABC song♪を歌う。 

３ 今日のめあてを確認する。 

 

 

○笑顔で楽しい雰囲気をつくり，挨拶をする。 

  Hello, everyone.  

  How are you today?  I'm fine, thank you.  

○楽しく歌わせる。 

○めあてを確認させ，できること、できないことを発話しようと

する意欲を高めさせる。 

  めあて できるかできないかを考えながら，聞いてみよう。  

〔Main activities〕 

４ Can you ~?/ Yes, I can./No, I can’t. 

 

 

 

○けんだま、おてだま、ヨーヨー、漢字etc 

  途中から生徒に変わる。 

○自然な形で“can”を理解できるよう促す。 

○答える時は、はっきりと大きな声で。 

 

○ 単 語 カ ー ド の 提 示  

できること、できないことを言ってみる 

 

○I can ~./ I can’t ~.の表現を繰り返し発話しているか子どもの様

子を見る。 

 

 

＜行動観察＞ 

≪ Ｐ １ １ － L e t ’ s  p l a y  2 ≫  

○音声を聞かせ，内容を考えさせる。 

 

  A:Can you ~? 

 

 B:Yes,I can. /No,I can’t.  

 

 

≪キーセンテンスゲーム≫  

 

≪クラッシュゲーム≫  

①  黒板に使用する語を掲示し練習する。  

②  ③の活動のデモンストレーションを行う。  

③  ２つの班でグループ対抗。この時早く言うのではなく大

きな声ではっきりと言うことが大切であることを伝える

。  

④  ２つの班にカードを渡す。時間を設定し開始。  

 

≪listening≫ 

 I can~. / I can’t ~.の表現に慣れ親しむ。  

 

〔Looking back〕 

５ 本時の学習を振り返る。 

 ○振り返りカードに，会話の楽しさや，「できること」「できないこと」を発話

できたか等を書く。 

６ 終わりの挨拶をする。 

  

  Thank you very much.                       

  Good-bye ～.  See you. 

 

 

○自分や友だちのがんばりに気づかせる。 

 

○終わりの挨拶をする。 

 

 That's all for today.                  

 Good-bye, everyone.  See you next time.  
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３ 使う喜びを感じる“Ａ小版英語村”の活動 

  （八納 幸代）  

１．中学校ブロックの１年間のあゆみ 

  今年度は、外国語活動だけでなくさまざまな行事や研究授業等で交流をしてきた。  

(1) 外国語活動３ヵ年計画の進捗  

２年目の今年度は、学校ごとに学習を系統立てる。  

(2) 小中連携  

①  お互いの授業を見合う  

②  ６年生の体験入学、クラブ見学  

③  いきいきスクール  

(3) 小小連携  

①  連合運動会の合同練習  

②  学校訪問  

③  お祭りの参加  

   

２．ＮＥＴを効果的に活用するために 

  昨年度末、ＮＥＴをどのような方法で効果的に活用していくかを校内で論議した。昨

年度までのＮＥＴの授業は、どうしてもＮＥＴに任せっきりになっている部分があった。

このような状況を打破するため、今年度の取り組みを以下のように決定した。 

(1)担任主導のＮＥＴとの授業の指導案作成（各学年１年に１回以上）  

 (2)６学年中３学年が、授業の公開 

 (3)“英語村”を参考にした“Ａ小版英語村”の活動 

  

３． “Ａ小版英語村”の活動内容  

  “Ａ小版英語村”とは、他教科やさまざまな活動等に関連付けて、英語とジェスチャ

ーのみでコミュニケーションを図る活動である。低・中・高学年に分かれて以下のよう

な活動内容を考え行った。  

(1) 活動内容  

１・２年 「Let’s play “fukuwarai”」 ３・４年 「Let’s play “wanage”」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５・６年 「Let’s make cakes」  
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(2) ５・６年の授業の流れ (児童の活動) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．成果と課題  

  今年度は、ＮＥＴとの活動の充実を図るために上記に述べた取り組みを行った。昨年

度までは、ＮＥＴに任せきりだった授業が、ＮＥＴとともに作る授業になったように感

じる。また、取り組みを進めるに当たりＮＥＴとの打ち合わせを通して、教師自身がＮ

ＥＴと今までよりコミュニケーションを取るようになってきた。一方、“Ａ小版英語村”

では、児童は、英語とジェスチャーだけを使う環境の中、「どうにかして相手に伝えよう。」

「ＮＥＴが話していることを理解しよう。」と意欲的に取り組む姿が見られた。また、Ｎ

ＥＴが話す言葉を理解したり、自分が話す言葉が通じたりしたときは、嬉しかったと感

想を述べていた。 

  学習のはじめに英語とジェスチャーのみでコミュニケーションを取るように伝えては

いるが、自分がわかり、友達に説明するときに、日本語になってしまったところがあっ

た。それについても知っている単語やジェスチャーで伝えることができたら、なお充実

した“Ａ小版英語村”になったように感じる。やはり日頃の積み重ねや言葉かけが必要

だと思う。来年度は、日頃の授業からできるだけ英語とジェスチャーのみでコミュニケ

ーションを図ることを意識させて外国語活動を行っていきたい。そして、これからも、

通じ合える喜びを大切にした外国語活動を校内そして中学校ブロックで行っていきたい。 

①  あいさつをする。  

How are you? I’m~ 

②  ＮＥＴの自己紹介を聞く。自分の名前を言う。  

   My name is~. 

③  ケーキの材料の単語の復習。  

  flour,egg,suger,cocoa powder,milk,oil  

④  材料を取りに行く。  

  What do you want? I want ~. 

⑤  ＮＥＴが言う作り方を聞いて、作業を進める。  

  Ok,good,mix,nice 

⑥  後片付けをする。  

  聞き取る  

⑦  焼きあがるまでの時間にＮＥＴを学校案内する。  

 Go straight,Turn right(left) It is here. 

⑧  みんなでケーキを食べる。楽しく英語で会話をする。  

  What ~ do you like? When is your birthday? etc… 

⑨  ふりかえり  
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４ 「Can-Do リスト作成前にしておきたいこと」 

～校内統一指導の開発が CAN-DO リストを支える～ 

（岡本 健太郎）  

１．なぜ校内統一指導？ 

  多人数化しやすい教科性 － 学年間の指導の連続性の困難さ  

  中学校の英語科は多人数化しやすい教科である。また、大規模校になると、その  

 年の担当の教師が必ずしも持ち上がる訳ではない。その結果積み上げ教科の割に学  

 年間の授業内容に連続性を持たせにくい特性がある。本校でも計９名の英語科教員  

 が在籍しており、必ずしも現在担当している学年を持ち上がるわけではない。９名  

 の「持ち味」がそれぞれ生かされ、なおかつ教科として一貫性のあるカリキュラム  

 構成を考える上で、校内統一指導項目の開発がブレイクスルーになり得ると考えた。  

 

 

２．統一指導項目開発過程  

  夏休みと週１回の英語科会議を活用。担当割り振り後、以下を開発している。  

 新しく作成するものもあるが、多くは各教員が過去実際に行ったことがあるものを  

 使うことで負担を少なくしている。  

 統一指導項目  

  (1) フリートーク 生徒が与えられた条件下でＮＥＴやペアとフリートークを行う  

  (2) 単語リスト  必修単語をリスト化し帯活動等で使えるもの  

  (3) 英文日記   書くことに慣れ親しむことを目的としたジャーナル活動  

   (4) 初見文音読    初めて見た英文でも読めるようにする音読テスト  

  

 

３．生徒の苦手意識から考えるライティング活動  

  以下のグラフを見て欲しい。  

 本校２年生へのアンケート結果である。サンプル数

が少ないので大局的な視点が必要だが、この結果から

も生徒の「英語を書くこと」に関しての苦手意識が明

らかになった。  

分析としては、  

以上を達成するためにも、ジャーナル活動導入の必要

性があった。  

「授業の中で書く指導が不十分であること。  

意見や考えをまとまった英文で書く活動が更に必

要であること。」  
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４．ジャーナル活動の目的  

  大きな目的としては前述した「書く活動」の量

的確保による「書くことに関する苦手意識の克服」

が挙げられる。現在週に１度程度の帯活動で施行

中である。 

 

 (1)活動を通じて 

  句読点（カンマやピリオドなど） の使い方、

単語の綴り（スペル）文の書き方（語順や文法） 

などの重要な基本事項、さらには文章全体の構 

成や展開などを、子供たちに身に付けさせる。  

 

 (2)添削指導方法 

   「間違いを気にしないで、 自由にたくさん書

かせる」という方法を導入。スペルミスや文法

の間違いの指摘や訂正は最低限にして、子供が

自分で考え、自由に発想した内容の文章を、時

間を定めできるだけたくさん書かせる。 

 

 (3)指導工夫 

   書かせるだけでなく、①文章をペアで読み合い内容にコメントをする。(スピーキ 

  ング、リスニング) ②内容に関するクイズを出題する。(リーディング) ③名前を 

  隠し、誰の作品か当てる。(リーディング)等、４技能を統合した活動に発展できる。 

 

 

５．成果 

 ５分間ジャーナル活動(毎月曜実施)を継続 

することで、全体の約 50％が 35 語以上達 

成。(最大 87 字) また、書くことに関して 

多くの生徒に意欲の向上が見られている。 

 

６．統一指導のメリット 

 統一指導項目の開発、履行は、 

①英語科として一貫性のある指導ができる 

②学年が上がるにつれステップアップした課 

題を設定できることにより、成長がわかり 

やすい 

③CAN-DO リストの下支えになる 

  これらのメリットを享受することが可能

であると考える。 
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５ 学級担任あっての外国語活動  

～よりよい外国語活動にするために～ 

（潟見 夏）  

 

１．はじめに                  

  Ｂ中学校区におけるＣ小学校とＤ小学校での外国語専科教員による初めての授業の

取組みが本年度より始動した。この取り組みの中で、英語に慣れ親しみ英語嫌いをつく

らないためには、学級担任の協力が如何に大切か。いうなれば学級担任の存在なくして

授業は成立しないという見解に至った。 

本来学級担任が担っている外国語活動に対して、あるいは外国語活動の将来的な教科化

を見据えて、専科教員が両小学校において何を意図してどのような位置づけで関わって

いけばよいのか、ある方向性を示すことがきた。その過程とこれからについて報告する。 

 

２．盛り込み過ぎた授業  

１学期は専科教員が全て単独で授業を 

行い、２学期からは専科教員が主導で進 

め、少しだけ学級担任の協力を得ながら 

授業を行った。いずれにしても授業内容 

や構成それに準備等も全て専科教員が担 

い進めていくなかで、ある疑問に突き当 

たった。 

それは児童にとって本当に意義ある外国 

語活動になっているのかどうかというこ 

とである。そして、いくつかの問題点が 

浮かび上がってきた。 

それは以下の４点である。 

 

①展開部分のアクティビティが多く、ひ 

 とつ一つの活動を児童が理解できないまま進んでいく。 

②学年やクラスの実態からかけ離れた内容 になっている。 

③準備した内容が時間内に終わらないためふり返りの時間が持てず、児童にとって何を

学んだのかが分からない。 

④Hi,friends!を使用せず、ひとつの単元について数時間に分けて積み上げて学んでいく

ような体系的な構成になっていなかったため、単語や表現の定着ができていない。 

 

  以上４つの問題点の結果から、児童にとっては分かりにくく、何を学んだのかがよく

理解できない外国語活動になっていた。このことは、アンケートの結果からもいえる。

指導方法の工夫改善を行うために、これまでに１学期と２学期の２回に渡りアンケート

・表(1) 授業構成 

ウォームアップ   

導入   

展開  

①  

②  

③  

・  

・  

 

まとめ   

ふり返りシート記入   
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を実施した。１回目は１学期の始めに行っており、２回目は２学期後半に行っている。

それによると、Ｃ小学校の六年生では、１番目の「英語の勉強は好きだ」と２番目の「外

国語活動の内容は良く分かる」の質問項目につて、肯定的に捉えている児童が減少して

いることが分かる。１回目は学級担任が行っていたころであり、専科教員が入ってから

は低くなるという結果になってしまった。一方、Ｄ小学校の６年生では逆の結果がでて

いる。Ｄ小学校はＣ小学校よりも後に授業を行うため、ある程度内容を絞って行ったこ

とが影響したと考える。  

   

・表(２) アンケート結果より(6 年生より) 

 

 肯定的(%) 

Ｃ小学校 Ｄ小学校 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 

(1)英語の勉強は好きだ 89 85 75 87 

(2)外国語活動の内容はよく分かる 92 88 86 94 

 

３．授業改善のきっかけは学級担任の関わりから 

  児童にとり分かりにくい外国語活動から分かりやすいものにするために、授業構成、

とりわけ展開部分のアクティビティについての精選を行うとともに、その活動内容その

ものについて検討する必要がでてきた。そのためには、児童の実態を最もよく把握して

いる学級担任の協力を得ないわけにはいかないとの思いを強く持つようになった。 

 ２学期から少しずつ学級担任の役割が増え、ペアワークやグループワーク等のアクティ

ビティに入る前のデモンストレーションを共に行うなかで、学級担任の一所懸命な姿を

見て児童たちも一所懸命活動に取り組んでくれた。 また、状況に応じて学級担任が補足

説明を付け加えたり、活動に対する児童の気持ちをうまく引き出しのせてくれたりして、

児童の理解がより進むということもあった。児童ひとり一人の性格や思考傾向を理解し

ているからこそ、適切な支援を行い励まし勇気づけることができる学級担任の存在とい

うものは非常に大きいとの結論に至った。  

  これらのことから、学校や学年、クラスの実態にあったものとするために授業に改良を

加えていくべき舵をきった。 

 

４．学級担任と共に作る授業  

児童の実態に適したよりよい外国語活動を目指して、３学期から両小学校の先生方の協

力のもと、以下の６点について新たに取り組んでいる。 

 

 (1)授業前日までに打ち合わせを行う 

   ・Ｃ小学校・・・・毎週金曜日の放課後 

   ・Ｄ小学校・・・・授業前日までの放課後 

  ＊打ち合わせについては以前からの懸案事項であったが、担任の先生方が大変お忙し

いなか無理をいって了解して頂いている。 

11/19



 

   

(2)教材は“Hi,friends！”に絞り、学級担任が予習しやすいようにする。 

 

(3)ひとつの単元を数時間構成にし、繰り返し練習するなかで単語や表現の定着をはかる。 

 

(4)授業構成や内容については専科教員が案を考え、それをたたき台に学級担任から意見

をもらって練り直し、児童の実態にあったものへ改良する。例えば５年生の

Lesson8“I study Japanese.”の単元であれば４回のレッスンにわけ、３回目のレッ

スンのアクティビィティについて A 案と B 案を用意し、どちらの案がより児童にとっ

て相応しいのかを考えてもらい、進め方についても共に検討している。またアクティ

ビティの一部を学級担任に考えてもらい実践することもある。 

 

(5)学級担任の授業での役割を 50％以上にし、授業進行の主導は学級担任が担う。 

     

(6)ＮＥＴの授業では、専科教員が調整役を担い、ＮＥＴ＋学級担任＋専科教員の３人で

協力し授業案を検討することもある。 

 

５．両小学校で学級担任による外国語活動のスタンダードを作る 

公開授業を実施し、校内で実践例を紹介する。略案や教材のデータを蓄積し共有化を

図ることも検討している。 

 

６．次年度はセカンドステージへ 

このように、本年度は授業案を考える段階から共に協力して取り組み、学級担任が中

心となって授業を行うという形にまでなった。この実践を次年度以降も積み重ね、次年

度は表(３)のような流れで、３学期は学級担任が完全に一人で授業を行えるようにして

いきたい。 

・表(３) 次年度の学級担任と専科教員の役割 

１学期  学級担任＋専科教員  5：5 

２学期  学級担任＋専科教員  8：2 

３学期  学級担任   

 

７. 最後に 

学級担任が中心となって授業を作り進めていくことの大義のひとつは、児童が安心し

てコミュニケーション活動に取り組むことのできる環境を整えることができるからであ

る。外国語を使うことに不安を覚える児童もいるなかで、間違いや失敗を恥ずかしいと

思わずに取り組むことができ、子どもたちが意欲的に「知りたい」「伝えたい」と思える

活動内容にするためには、まず何よりも児童の実態をよく理解していることが大切であ

る。その上で、アンケート調査を実施し、児童の理解度や実態を踏まえ、どのような構

成や内容が相応しいのかを検討し改良を加えていく。 

英語が苦手な先生方にも安心して外国語活動に取り組むことができるように、専科教員
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が状況を踏まえながらしっかりとレールを敷いていきたいと考えている。 
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６ 教科化を見据えた外国語活動  

（石田 知香）  

１．今年度の取り組み  

  今年度、本校では、外国語活動の教科化を見据え、モジュール型の授業とアルフ

ァベットの指導の研究に力を入れた。モジュール型の授業は、English Week を設

け、実際に全校で実施。また、校内のミニ研修会ではアルファベットを使ったアク

ティビティを紹介し、それを授業の初めのウォーミングアップやモジュールの時間

に行うクラスもあった。ここでは、モジュール型の授業について紹介する。  

 

２．モジュール型の授業   

  English Week のうち、３日間でモジュール型の授業を行った。（１５分×３日）  

  

目的・・・短時間での繰り返し練習により、外国語に慣れ親しみ、定着を図る。  

 時間・・・朝学の時間を利用する。（８：３０～８：４５）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．内容  

１０分の活動 ＋ ５分のクールダウン  

 
１日目 ２日目 ３日目 

１年 

あいさつ、動物カードで

発音、キーワードゲーム  

あいさつ、動物（ I like 

～を入れて）、ジェスチ

ャーゲーム 

はらぺこあおむしの読

み聞かせ 

２年 
Brown Bear 読み聞かせ カラー、キーワードゲー

ムミッシングゲーム  

カラー、歌、カラー探し 

３年 

カラーソング、キーワー

ドジェスチャーゲーム  

Hi friends plus（パズ

ル）ABC ソング、線つ

なぎ（アルファベット） 

Hi friends plus（懐中電

灯）ABC ソング、線つ

なぎ（アルファベット） 

４年 

Hello song（歌） 

Where’s spot?（絵本） 

ABC ソング（歌）  

Hello song（歌） 

Go fish（じじぬき） 

ABC ソング 

We are the world（歌） 

チャンツゲーム（野菜） 

ABC ソング 

３年生 Hi friends plus ２年生 絵本読み聞かせ  ４年生 歌  
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５年 

歌、Hi friends plus（パ

ズル）、アルファベット

カルタ 

歌、Hi friends plus（懐

中電灯）、アルファベッ

トカード 

歌、Hi friends plus（何

の文字かな）、アルファ

ベットカード（じじ抜

き） 

６年 

（職業の言い方に慣れ

親しむ） 

職業チャンツ 

ジェスチャーゲーム  

（なりたい職業を伝え

る言い方に慣れ親しむ） 

職業チャンツ・キーワー

ドゲーム、クリスクロス 

（なりたい職業を尋ね

る言い方に慣れ親しむ） 

職業チャンツ・キーワー

ドゲーム、ビンゴ  

 

 

６．成果と課題  

(1)成果 

・「もう自信をもって言えるよ！」  

 高学年では、４５分の授業で新しく習った単語や文の繰り返し練習の場として、

モジュールを活用した。１５分という短い時間でも、毎日続けて練習を行うこと

で、かなりの定着を図ることができた。子どもが書いたふりかえりを見ても、「も

う完璧！」などの声が多かった。  

・教師の指導技術の向上  

 モジュールを行う前に、１５分でできる活動についてのミニ研修を行った。絵本

の読み聞かせや、アルファベットを使った簡単なゲームなどを紹介し、モジュー

ルに活用することができた。  

 

(2)課題 

・子どもたちの目的意識を授業へ向ける 

 今年度行ったモジュールでは、取り組みの最終日にＪＩＣＡ交流があったが、こ

れには少しでも外国語に触れる機会を増やすことができるというねらいもあっ

た。しかし、毎回何か行事があるわけではない。授業で習った表現を使えるよう

にするため、モジュール型の活動で繰り返し練習を行う、というように、目的意

識を授業へ向ける必要がある。４５分の授業と、モジュール型の活動とで、全く

別の内容を学習するよりも、４５分の授業で習ったことの練習をモジュールで行

う方が、より外国語の定着を図ることができる。そのため、授業と関連したモジ

ュールの内容を考えていく必要がある。  

・教具の準備 

 複数のクラスが同時に活動を行うので、クラス数分の教具が必要となる。教具の

管理や精選を行う必要がある。  

・１５分で行える活動のさらなる研究  

・時程の調整 （今回は朝学を利用した）  
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７ 教科化にむけてだれもが取り組める外国語活動にするには 

  

                          （野口 直美） 

 

 

１．中学校ブロックの外国語活動におけるこれまでの歩み   

【2014年度】 

① 各学校の年間指導計画の持ち寄り 

② Ｅ中への授業参観 

③ 英語科教員よりフォニックスや you tube 教材の紹介 

④ Ｅ中の英語科教員が外国語活動の授業を参観        

   

 

２．今年度の取り組みの方向性と課題 

【課題】 

・児童、生徒の外国語に対する慣れ親しみの差が激しい →苦手意識を持つ児童も 

・教員間、学校間でも外国語の取り組みの温度差が激しい→苦手意識を持つ教員も 

 

 

だれもが取り組める外国語活動に（教員も 児童も） 

    

   

・小学校間での差をなくす･･･スタートラインをそろえて中学校でのスムーズなスタ

ート 

・だれもが外国語の授業に取り組めるようツールを増やす（教材・指導方法） 

 

 

３．取り組みについて 

（１）Ｅ中学校の３年生の英語の授業の参観（５月） 

年度初めに中学３年生の授業を参観することで、小中９年間の最終ゴールを意識

することにつながった。『中３英語 インタビューをしよう』 

→外国語への意欲を高める・継続するには 自分の言葉で語れるようにする   

にはどうしたらよいかをブロックで話し合うことに  

 

（２）ブロック会議（６月） 

各学校の外国語活動における現状を話し合う。 

（NET との連携、授業の進め方、評価方法、使える教材について） 

→学校間で外国語活動の取り組みをそろえていく･･･同じ教材を使っていく方向

に 
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（３）外国語活動で使える教材作り（８月）（９月） 

気持ちの表現（good  fine  cold など ）、月や曜日、数、アルファベット、 

教室で使える Classroom English、ほめことば一覧 などをすぐ使えるように

印刷してラミネート。 

→各学校の３，４，５，６年に配布 

   担任が気軽に取り組めるようになってきている。 

 

（４）朝の会を使って 毎日外国語に触れる機会づくり 

・朝の会の健康観察を英語で行う。 

「How are you ○○さん?」「I’m fine.」「I have a cold.」 

・外国語活動の時間に学習したことを Show and Tell で何人かずつ発表する。 

例）Hi Friends６年 Lesson5「Let’s go to Italy」 

   全員：Where do you want to go?    

発表者：I want to go to Italy. I want to eat Pizza. 

    →毎日少しずつ外国語に触れることで、児童にも少しずつなじんできている。 

（５）Hi Friends を使って だれもが取り組める指導の工夫 

デジタル教材を使うだけでなく、簡単なアクティビティやチャンツ、ペアワ

ークなどを紹介。ふりかえりカード使って、児童の学びを把握する。 

    参考著書『これで完璧！誰でもできる全時間の基礎・基本』  直山木綿子 

        『イラストで見る 全単元・全時間の授業のすべて』 直山木綿子 

        『小学校学級担任がすすめる 子どもが楽しむ英語活動４』 吉澤寿一 

    

４．成果と課題 

（１）成果 

年度初めに中学３年生の英語の授業を参観したことで、ブロックとしてどんな力を

つけていくことが大切かということを共通認識することができた。また昨年度から

はじまったジャンプアッププラン２８のおかげで、今年度は４月当初よりブロック

としてスムーズに動き出すことができたように思う。同じブロックの学校同士で一

緒に教材を作っていくことで、学校間の差をなくし、またお互いの学校の取り組み

などを交流することができ、一緒に歩んでいくことができつつある。何よりも大切

なのはどの小学校の児童も「英語を学ぶことは楽しい」という意欲を高めて中学校

へつなぐことがブロックとしての外国語活動の根本であることは忘れないようにし

たい。 

（２）課題 

 各学校の外国語担当者は共通認識のもと、一緒に歩んでいくことができつつあるが、

このブロックで話し合ったことを、校内全体のものにすることに難しさを感じる。

まだまだ外国語活動に対して他人事であったり、外国語活動に取り組む機会がなか

ったりと外国語活動が全教員にとって身近な存在になっているとは言い難い。 

 校内での研修、授業の交流、だれもが使える教材の充実、Hi Friends の活用集づく

りなどまだまだできることはあると考えている。 
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【資料】 

 

授業のはじまりのあいさつ 

Let’s study English !                 英語の時間です。 

How are you?    I’m fine. I’m good   今日の調子はどうですか？ 

 What day is it today?    It’s Friday.      今日は何曜日ですか？ 

 What’s the date today?  It’s April 25th.    今日は何月何日ですか？ 

 How’s the weather today?  It’s sunny.       今日の天気は？ 

 

授業中の指示 

Stand up.       Sit down.        立ちましょう・ 座りましょう 

Are you ready?                 準備はいいですか 

Look at me(this).                 こちらをみましょう 

Listen carefully.                 よく聞きましょう 

Lauder  please.                 大きな声で 

 

アクティビティでの指示 

Make pairs.   Make groups of five. ペア（５人組）をつくりましょう 

Make a circle.               円になりましょう 

Clean your desks.            机の上をきれいにしましょう 

Any volunteers?             やってみたい人いますか？ 

 

おわりのあいさつ 

That’s all for today.    See you next time. これで終わりです。 
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Good!     Great!     

Good job! 

Wonderful!   Excellent! 

Fantastic!   Perfect!  

Well done! 

Marvelous! 

 

Good idea!              （いい考えだね） 

 

You did!   You did good job!（がんばりましたね） 

 

Congratulation!          （おめでとう） 

 

You’re getting better.  （よくなってきたね） 

 

You’re doing! You’re great!  （よくやっているね） 

 

You speak very clear.（とてもはっきり言えているよ） 

 

Let’s give him(her) a big hand. （拍手を送ろう） 

 

どんな時でも使えま

す！ 

 

ジェスチャーも 

思いっきりつけて！ 
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