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新プランとリンクした先進的研究 

『共有』のために･･･ 



小中連携を意識した“CAN DO リスト”作成にむけての取り組み 

  

                             西小学校 野口 直美 

 

１、 西陵中ブロックの一年間のあゆみ 

茨木っ子ジャンプアッププラン２８がスタートした４月より、西陵中ブロックにお

いても小中連携を意識した取り組みが少しずつはじまる。 

① 各学校の年間指導計画の持ち寄り 

② NET 活用についての現状や今後の希望 

③ 西陵中への授業参観 

④ 英語科教員よりフォニックスや you tube 教材の紹介 

⑤ 西陵中の英語科教員が外国語活動の授業を参観 

       ↓ 

どんな力をつけて中学校へつなげるとよいのだろう 

   

２、 CAN DO リスト作成にむけて 

① 英検５級を参考に西陵中の先生へのアンケートを作成、実施。 

② おおまかな CAN DOリスト作成→CAN DOリストをもとにゴールを設定した

授業づくり 

    

３、 CAN DO リストを評価観点とした授業づくり 

① 第５学年  Hi Friends  1  Lesson6 「What do you want？」 

“自分の名前のアルファベットを集めよう”（p4 指導略案 参照） 

② 第５学年  Hi Friends  1  Lesson8   「I study Japanese」 

     “スペシャル時間割をつくろう” 

 

４、 成果と課題 

① 成果 

中学校の教員へのアンケートをとることで、めざすゴール像がはっきりと見えてき

た。また CAN DO リストをつくることで教師による評価も子どもたち自身による評価

にもつながりやすく、指導と評価を一体化しやすい。どこまでできたかが確認でき、

子どもたち自身の達成感にもつながっていく。また、何よりも大切なのは「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 

中学校の英語学習でよいスタートがきれるように、同じ中学校区の小学校での外国

語活動に段差が生じないように、指導の統一化が必要だと感じた。そうした小小連携

のことを考えると、共通教材の Hi Friends を活用しながら、共通しためざす力をつけ

ていくことが今後望ましいと考える。 

CAN DO リスト 

 

「英語ができる」ではな

く、「英語でなにができ

る」という観点で記述し

たもの 
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西小ＣＡＮ ＤＯリスト（案） 

小学校での学習
をつなぐ 

（情報の共有 

いっしょに積み
上げる） 

ローマ字理解
（読む・書く） 

英語が 

楽しい！ 

英語の正しい 

発音を 

聞く・話す 

（英語耳・英語
舌づくり） 

領
域 

観点 Hi Friends との関連 

読
む 

アルファベットの大文字を読むことができる。 ５年 Lesson6 

アルファベットの大文字・小文字のちがいがわかる。（Ａと a） ６年 Lesson1  

口頭活動で既に慣れ親しんだ身近な単語を絵や写真をもとに読むことができ
る。（dog, cat, chair など） 

全単元 

聞
く 

アルファベットをきいて、どの文字かを理解することができる。 ５年 Lesson6    
６年 Lesson1 

日常生活の身近な単語を聞いて、絵や写真をもとにその意味を理解することが

できる。 

全単元 

日常生活の身近な数字をゆっくりはっきり話されれば聞き取ることができる。

（時間、日にち、年齢、電話番号など） 

５年  Lesson3 

日常的なあいさつを聞いて理解することができる。（How are you?） 全単元 

話
す 

アルファベットを発音することができる。 ５年 Lesson６ 

日常生活の身近な単語を発音することができる。 全単元 

日常生活の身近な数字を言うことができる。（年齢、日にちなど） ６年 Lesson2 

簡単なあいさつをかわすことができる。（Good morning など） 全単元 

曜日や時間を言うことができる。 ５年 Lesson8 

基本的な言い回しを使って、簡単なやりとりができる。 全単元 

あやまったり、お礼を言ったりすることができる。 全単元 

日常生活の身近な話題について、Ｙes, Ｎoで答えることができる。 全単元 

書
く 

アルファベットを活字体で書くことができる。 ５年 Lesson6   
６年 Lesson1 

自分の名前を書くことができる。 ５年 Lesson1 

中
学
校
に
進
級
す
る
ま
で
に
つ
け
て
お
い
て
ほ
し
い
力 

（
中
学
校
教
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
） 
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Hi friends

Do you have N

Hi
Friends

Hi Friends

A Hi!
B Hi!
A Do you have N?
B Yes, I have. Here you are.
B:No,I don't.sorry.

AB Thank you! See you!

Thank you You're welcome

Thank you You're welcome
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めあてとふりかえりを大切に！ 

バックワードデザインと小学校版 CAN DO リスト 
太田小学校 石田 知香  

１．太田中ブロック一年間のあゆみ  

  太田中学校と太田小学校は、２０１１年度から２０１３年度までの３年間、『使え

る英語プロジェクト』の研究により、連携を進めてきた。今年度においても、前年

度までに積み上げてきた目標に沿って、実践を続けている。また、西河原小学校も

本中学校区の学校であるため、年間計画を作成し、足並みをそろえているところで

ある。３校間で授業参観も行い、互いの活動を見学している。  

 

２．バックワードデザインと場の設定  

  バックワードデザインとは、ゴール（子どもたちがどのような力をつけているの

か）を設定し、そのために必要な単語や構文を考え、それを獲得するための学習を

逆行して考え、計画していく方法。  

 

授業づくり  

 ①ゴールの設定  

 ②サブゴールの設定  

 ③シーンを考える  

 ④機能を考える  

 ⑤語彙のリストアップ  

 ⑥ゲームやタスクを考える  

 

３．めあてとふりかえりを大切にした授業  

  今年度の外国語活動を進める中で、大切にしてきたことは、毎時間ごとの目標設

定である。４５分の授業の中で、子どもたちにどのような力をつけさせたいのかと

いう目標を、指導者が明確に持ち、めあてを黒板にも掲示し、子どもたちにも意識

させることを行ってきた。そして、ふりかえりをすることで、自分自身や、友だち

の成長を確認する時間も大切にしてきた。ふりかえりシートには、「言ってみたい

表現」の欄を設け、子どもたちが話したいことを吸い上げる工夫もした。  

 

４．評価について 

①相互評価（活動内にお互いのいいところ見つけ）を意識的に取り入れていく  

②ふりかえり（以下３つのポイントをふくむ）  

  ・児童が自己評価ができるような項目  

  ・教師が児童の意欲・関心が読み取れるような項目  

  ・児童が見つけた他の児童のいいところ（発表できていない児童の意見を吸い上

げる、聞く力）  

 

③教師の評価 

９年（p8 参照）  

↑  

６年  

↑  

年間  

↑  

学期  

↑  

単元  

1-2 

6

tfujimaki
小言語



  →児童の相互評価に加えて、教師が必ずより良い行動を促すための形成的評価を

する。（例：「○○さんのアドリブ良かったね」「工夫がすごい！」 etc）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．CAN DO リストの作成（p9、p10 参照） 

  毎時間の目標を整理し、「～ができる」という形で、CAN DO リストを作成した。

これにより、一年間で児童が身に付ける能力を明確化することができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．成果と課題  

①成果 

・目標を明確化することで児童がしっかりとめあてを持って学習することができた。 

・児童が話したいことを話すことで、学習意欲につながった。  

・毎時間の学習計画と目標を書き出したり、１年間の到達目標を明確化したりする

ことで、次年度以降に引き継ぐことができる。  

②課題 

・コミュニケーションの評価は簡単ではない。児童が試行錯誤しながら一生懸命コ

ミュニケーションをしたり、目を輝かせながら楽しんで話したいことを話す姿を

一番評価したい。今後、児童が意欲を持って楽しみながら目標に到達できるよう

な授業のあり方や、より児童が意欲を持てるような評価のあり方を考えていく必

要がある。 

CAN DO リスト

に整理する  

7



小学校１年から中学校３年までのゴール（到達目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  中学３年生 

 中学２年生 
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。 

 中学１年生 

 小学６年生 

 小学５年生 

 小学４年生 

 小学３年生 

 小学２年生 

 小学１年生 

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

英語で表現することができる。既習の表現を使い、発表することができる。 

自分の将来や夢や目標を、学んだ英語を使って伝えようとすることができる。 

学んだ英語を使って、やりとりを楽しみ自分のことを伝えようとすることができ

る。 

簡単な英語を使って、やりとりを楽しみ、英語で反応しようとする。 

簡単な英語を使って、やりとりを楽しむ。 

簡単な英語に親しみ、身ぶり手振りを使って何とか伝えようとする。 

楽しんで英語に親しむ。 

 中学校卒業段階で、自分の考えや意見を英語で正確に伝えることができる。 

 総合的な英語力（四技能を統合した力）  

 『もっと知りたいねん！』『これ言いたいねん！』『もっとやりたいねん！』と

異文化を大切にし、表現を楽しむ子どもを育成する。  

1-2 
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技能 内容 単元

簡単な自己紹介を聞いて、その内容を理解することができる。（名前） あいさつ・気持ちを伝えよう

日常的なあいさつを理解することができる。 あいさつ・気持ちを伝えよう

簡単な数字を聞き取ることができる。（１～２０）
４年生の復習
レストランへ行こう

簡単な買い物場面のやり取りを聞いて、その内容を理解することができる。
おつかいへ行こう
買い物mission!!

色や服装を表す単語を聞き取ることができる。 買い物mission!!

簡単な文を聞いて、その内容を理解することができる。（持っているもの） 買い物mission!!

教科を表す単語を聞き取ることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

食べ物を表す単語を聞き取ることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう
レストランへ行こう

スポーツを表す単語を聞き取ることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

簡単な文を聞いて、その内容を理解することができる。（好きなもの）
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

簡単な文を聞いて、その内容を理解することができる。（できるスポーツ）
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

簡単なインタビューを聞いて、その内容を理解することができる。 TV　SHOWをしよう

相手の注文を聞いて、理解することができる。 レストランへ行こう

簡単なレストラン場面のやり取りを聞いて、その内容を理解することができる。 レストランへ行こう

聞
く

５年生　CAN DO リスト（聞く）
1-2
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技能 内容 単元

自分の名前を伝えることができる。 あいさつ・気持ちを伝えよう

相手の名前を尋ねることができる。 あいさつ・気持ちを伝えよう

自分の気持ちを伝えることができる。 あいさつ・気持ちを伝えよう

相手の気持ちを尋ねることができる。 あいさつ・気持ちを伝えよう

自分がほしいものを伝えることができる。
４年生の復習
レストランへ行こう

相手が欲しいものをたずねることができる。
４年生の復習
レストランへ行こう

簡単な数字を言うことができる。
おつかいへ行こう
レストランへ行こう

いくつあるか数を尋ねることができる。 おつかいへ行こう

簡単な買い物場面の会話のやり取りをすることができる。 おつかいへ行こう

色や服装を表す単語を発音することができる。 買い物mission!!

自分が持っているものを伝えることができる。 買い物mission!!

相手が持っているものを尋ねたり、答えたりすることができる。 買い物mission!!

店側、客側の表現を使い、簡単な買い物場面での会話のやりとりをすることができる。 買い物mission!!

これが何かわからないものを、尋ねたり答えたりすることができる。
買い物mission!!
レストランへ行こう

食べ物を表す単語を言うことができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう
レストランへ行こう

スポーツを表す単語を言うことができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

自分の好きなものや嫌いなものを、伝えることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

友達が対象物を好きかどうか尋ねたり、答えたりすることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

自分の「できること」「できないこと」（スポーツ）を伝えることができる。 自己紹介をしよう

友だちに対象のスポーツをできるかどうか尋ねたり、答えたりすることができる。
自己紹介をしよう
TV　SHOWをしよう

相手が言ったことに対して反応する表現を、会話の中で使うことができる。 TV　SHOWをしよう

相手が何が好きか尋ねることができる。 TV　SHOWをしよう

ていねいに自分の欲しいものを伝えることができる。 レストランへ行こう

ていねいに相手が欲しいものを尋ねることができる。 レストランへ行こう

店側、客側の表現を使い、簡単なレストランの場面での会話のやりとりを
することができる。

レストランへ行こう

知っている単語やジェスチャーを使って、伝えたいことを伝えることができる。 全単元

話
す

５年生　CAN DO リスト（話す）1-2
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   北中外国語スタンダードの作成にむけて  

福井小学校 岩田 朋子  

１．北中ブロックの１年間のあゆみ 

  ＜小中 いきいき交流＞  

  北中学校ブロック小中連携は学力向上をめざして平成 22 年から取り組んでおり、

今年で 5 年目になる。平成 24 年には小中合同授業研修会を北中学校で話し合い活

動を中心とした授業を公開した。（p14 参照）以後、毎年 1 月に合同授業研修会を行

っている。  

  今回の外国語活動推進担当者会も今までの北中ブロックの小中連携を土台にして

茨木市のジャンプアッププラン２８の学力向上 3 ヵ年計画を推進していく目的でス

タートさせることができた。  

  ・６月３日  第１回 北中ブロック外国語担当者会  

・６月５日  ６年生の算数の授業参観（北中 津本先生）  

  ・６月１２日 ５時間目５年生の英語の授業参観（北中 津本先生）  

         ６時間目６年生の英語の授業参観（北中 津本先生）  

  ・６月２６日 ５時間目６年生の国語の授業参観（現中３の先生が３名来校）  

  ・６月２７日 ５時間目「ペア学級で遊ぼう」授業参観（北中  津本先生）  

  ・７月３１日 第２回 北中ブロック外国語担当者会（教材作成）  

  ・８月４日  第３回 北中ブロック外国語担当者会（教材作成）  

  ・８月２２日 第４回 北中ブロック外国語担当者会（教材作成）  

  ・9 月 1 日  小中連携会議（小中連携担当者と学力担当者）  

  ・10 月 3 日  6 時間目 6 年生の英語の出前授業（L5 を北中 津本先生）  

  ・11 月 6 日  5 時間目 5 年生の英語の出前授業（L６を北中 津本先生）  

  ・11 月 28 日 小中連携会議（1 月の小中合同授業研修について）  

  ・1 月 9 日・20 日  小中連携会議（1 月の小中合同授業研修の準備）  

  ・1 月 27 日  小中合同授業研修会（各小中 4 校で授業→北中で全体会）  

  

２．北中ブロック外国語活動・英語教育推進担当者会（３年間の取組み １年目） 

  北中ブロックは１中３小。北中ブロック外国語活動・英語推進担当者会を月に一

回開き、茨木っ子ジャンプアッププラン２８に乗っ取って外国語活動３ヵ年計画を

模索した。まず、一年目の今年は、小学校での外国語の授業の中で使える「北中外

国語スタンダード」（共通した練習モジュール）を作成したいと考えた。  

 ①フォニックス作成（大文字用、小文字用、大文字･小文字混合用の３パターン）  

 ②絵カード作成（月、曜日、天気、果物、スポーツ、動物、レストランメニュー、  

         場所（建物）、道具など）  

 ③Hi,friends1,2 に出てくる文型  

 ④ふりかえりカード  

 ⑤教室掲示  

・市内共有フォルダ→中学校→北中学校→北中外国語スタンダード に①②③④⑤を入れています。 

1-3 
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３．北中外国語スタンダードの実践  

  北中校区の小学校が外国語活動を行う際、授業の進め方や教材をそろえることに

よって児童が中学校に進学した時の英語への抵抗感を無くし、小学校でも経験した

という安心感を得ることができると考えた。この授業モデル、授業のパターンを「北

中外国語スタンダード」とする。  

実践として、夏休みに作成した教材を使って北中学校の津本先生に福井小学校の

６年生の英語の授業を 10 月 3 日に、5 年生を 11 月 6 日に授業をしていただいた。

授業内容は 6 年生が L5 の“Let`s go to Italy．”、5 年生が L6 の“What do you 

want?”。  

＜授業の流れ＞  フォニックス、ABC ソング  

           ↓  

         今日の単語（チャンツ）  

           ↓  

今日の文型（チャンツ）  

           ↓  

ペア学習で慣れる  

           ↓  

習熟をはかるレッスン  

           ↓  

           ふりかえり  

＜今後の課題＞  

3 年間の取組の 2 年目に向けて、外国語担当者が頻繁に集まる機会を増やしていき

たい。北中校区の夏の合同研修会では各教科毎の交流を図り、小中が連携して教科指

導に当たっていけるように進めていきたい。毎年行われる 1 月の小中合同授業研修会

に他教科に先駆けて「北中外国語スタンダード」を発表できたらと考えている。  

 

４．授業の様子  

＜NET の活動＞        ＜外国語活動＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



Ｈ２４ 北中学校区 共通実践(決定版) 

 

平成２４年１１月  

北中学校区学力向上担当者会 

 

中学校区の小・中学校で、以下の「授業実践（８項目）」と「話し合いのルール（５項目）」に取り組

むことで、中学校区の子どもたちの学力向上を目指す。 

 

１ 授業実践（８項目） 

 授業実践 

授
業
環
境 

１ チャイム着席 

２ 授業の開始と終了は「起立」「礼」  ＊順次取り入れていく 

３ 授業が終わったら、次の授業の用意をしておく 

４ 机の横や通路にカバン等を置かない 

授
業
内
容 

５ 学習目標（めあて）を提示する 

６ 自分で考える時間を確保する 

７ 友だちと話し合う（交流する）時間を持つ 

８ ふりかえりをさせる 

 

２ 話し合いのルール（５項目） 

   授業実践７で示すグループでの話し合いをするときは、次のルールを実践する。   

 ルール 備考 

１ 司会（発表者）を決める 
教師が決めるのも、自分
たちで決めるのも可 

２ 始めと終了を宣言する 
 

３ 話し合いのゴール（目的）を明確にする 
意見の交流か、グループ
で結論を出すのか 

４ 全員発言する 
友だちと同じでも自分
の言葉で説明させる 

５ 話し合いは 4 人以内で行う 
発達段階に応じて、ペア
等での話し合いも行う 

 

茨
木
っ
子
版 

授
業
ス
タ
ン
ダ
ー
ド 

話し合い活動
資料参照 

1-3 

14



 メ     モ 

15



小中・小小連携を目指した外国語活動～帯活動と NET の活用～ 

三島中学校 西尾 早智 

 

１． 三島中ブロックの一年間のあゆみ 

・「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、茨木市では三島中学校区

の小学５、６年生の外国語活動に加配教員を 1 名配置している。 

・専科教員が、三島中学校区３小学校（三島小学校・庄栄小学校・西河原小学校）５、６

年生（12 クラス）に週１回外国語活動の授業をクラス担任ともに授業をし、児童へ外国語

活動の取り組みをサポートしている。 

・今年度小学校専科配置３年目であり、まとめの１年となる。  

・三島中学校区での小中合同研修や本校での小中合同研究授業・討議を実施し、小中

連携を深める機会が増えている。 

 

 

２． 中学校へつなげる帯活動及び教材  

中学校で扱う内容を、毎授業のはじめに「帯活動」として扱ったり、定期的に取り組んだり

している。 

     目的： 

・新たにはじまる教科である英語に対する児童の不安を解消する。  

・中学校入学後、子どもたちが気持ちのゆとりと学習内容の見通しが持てる。  

・週１回の外国語活動の授業でも繰り返すことにより身に付くようになる。  

    

（１）ABC ソング（アルファベットソング） 

・ABC ソング…アルファベット順で A から Z までを歌詞に盛り込んだ歌  

・本校では、英語の授業でアルファベット学習時に活用  

・中学校でのアルファベットを順番に「書くこと」にも役立つ 

 

５、６年生に導入（発音の説明と練習）＝NET の活用  

          ↓ 

歌を楽しむ・アルファベット順に慣れる、覚える。（定着） 

          ↓ 

５年生（Hi, friends!１）、６年生（Hi, friends!２）を活用  

アルファベットを指で押さえながら、アルファベットの形に慣れる  

                           

1-4 
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５年生（大文字のみ）           ６年生（大文字と小文字） 

 

（２）フォニックス 

・フォニックス…英語の音とつづりの関係を法則としてまとめたもの  

・本校による英語の授業において、アルファベットとともに学習  

・ABC ソングによるアルファベット読みだけではなく、英語を読むために必要な音読み  

（実際に英語を読むときの読み方）の定着をはかる 

      

 ５、６年生に導入（フォニックスの説明と練習）＝NET の活用  

        ↓ 

NET によるフォニックス練習 DVD の作成（ネイティヴの発音により近づけるため） 

※音源  秀学社 E-NAVI 

授業はじめのあいさつ 

ゆっくりとリピートするフォニックス練習             パターン化して作成  

チャンツに合わせてフォニックス練習  

発音しにくいものに重点をおいたフォニックス練習  

     ⇒各小学校へ配布  

       （専科教員配置終了後の外国語活動の授業で利用）  

 

（３）ヘボン式ローマ字  

・ヘボン式ローマ字…より日本語の発音に近い形で表現できるローマ字。  

・中学校では、ローマ字で自分の名前などを表現することも日常的になる。  

・小学校で学習するローマ字とは書き方が異なる文字がある。（例：シ→si / shi） 

・ヘボン式ローマ字と英単語の学習時期が重なると生徒の負担が大きい。 

 

５、６年生の児童の名前を四線上にヘボン式ローマ字で書いたものを配布  

  ↓                                  

Hi, friends! の目次に貼りつけ、丁寧に写すことを繰り返す⇔添削して返却  

（大文字・小文字書き方プリントも配布）                 

↓                               例： 

見本に見ずに書く⇔添削して返却  
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ローマ字クイズプリント          ローマ字名前練習を取り入れたプリント  

 

 

３．まとめ 

専科教員として小中連携・小小連携に向けて行ってきたこと 

・帯活動  

・小学校へ→ ・中学校教材の紹介・活動の実施  

・校区内小学校で同じ学習内容  （学習目標、学習指導案、  

授業プリント、ふりかえりカード、ふりかえりシート等の教材作成）  

・中学校へ→外国語活動の学習内容を報告  

・小学校の教員との交流  

   ⇒今後の三島中学校区での新たな小中連携・小小連携の取り組みへ 

 

小中連携・小小連携を深めることは、子どもたちにとっても、教員にとっても、小学校から

中学校への、つまり、外国語活動から英語科への移り変わりが見えやすくなる。三島中学

校区においては、来年度からの外国語活動・英語科における小中連携体制は新たな一歩

を踏み出すが、これまでの小中で培ってきた教材等を活かしつつ、これまで以上に連携を

深められるよう、努めていきたい。  

 

外国語活動各レッスン終了後の「ふりかえりカード」より感想（５年生）  

・数を英語では全ぜん知らなかったけど、いつのまにか覚えていた。  

・みんな少しずつ英語がうまくなってきた。  

・ローマ字が上手にかけるようになったからうれしかったです。  

・英語の発音が最初はむずかしかったけど、ABC ソングで発音が、少しだけど言えるように

上手くなれたような気がしました。  

・英語はきくうちにだんだんなれて、わかるのがびっくりです。  

外国語活動各レッスンの「ふりかえりカード」より感想（６年生）  

・何度も繰り返して学ぶと自然に頭に入っていった。それが発見したことです。  

・英語が上手に言えたことと、振り付けを覚えたことがよかったと思った。（CM 発表） 

・みんな大きな声で、顔を見て、笑顔で話していたのですごく楽しいなと思った。  

・ABC ソングははじめてのときはむずかしいと思ったけど、今日やると簡単だと思いました。 

・自分の名前をローマ字で書く時まちがっていたけどきちんとかけるようになったのでよかっ

たです。 

1-4 
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 1 

CAN-DO リストを通じて小中一貫カリキュラム連携を 

南中学校 岡本 健太郎  

１．南中ブロック１年間のあゆみ 

  ３カ年計画の１年目は交流の１年とし、小学校、中学校の英語指導の相互理解を

目標とした。その上で、公開授業や NET を交えたブロック連携会議、小学校への

出前授業などを計画している。  

 

２．最近よく聞く CAN-DO リストとは？ 

   (1) CAN-DO リストとは  

学習指導要領に基づき，各学校が生徒に求められる英語力を達成するための目標を

「言語を用いて何ができるか」という観点から，作ったリストのことを指します。  

 

３．2018 年度までに中学校区ごとの CAN-DO リストを作成しましょう 

  2020 年度学習指導要領改定に伴い、2018 年度より小学校での英語活動 (授業 )

が先行的に実施される予定です。小学校中学年では週１、２コマ (活動型 )、高学年

では週３コマ程度 (教科型 )が行われると言われています。中学校学習内容の前倒し

が当然行われるので、これまでよりも一層教科としての小中連携が求められます。

2018 年までの期間を有効に活用し、段階的に各学校から始め、最終的に各中学校区

の CAN-DO リストを作成し、教科連携を進めていくことが必要だと考えます。  

 

４．CAN-DO リスト作成時に大切な２

つの側面  

   

 

 

 

 

 

 

ハード面  

①英語教師間の指導観を一致させる  

②自校生徒の学力実態を把握する  

③機能的な教科会議の運営とそれを支   

 える管理職の理解・協力  

 
 ソフト面  

①学校到達目標→年間到達目標→技能到達目標を設定  

②言語使用条件 (何を、いつ、どこで、どの程度できる )の基  

 準を明確にする  

③指導方法や取り扱い言語材料などを設定する  

④定期的に達成状況を測定できるように、目標を数値化する  

 など工夫する  

 

 

  (2) CAN-DO リストを作成する主なメリット 

① 到達目標を設定することで、学習者と指導者が学習目的を共有できる  

② 到達目標を設定することで、日々の指導と評価をより的確に行える  

③ 同じ目標の下、教員の連携がスムーズ化され一貫性のある指導が可能になる  

 

1-A 

20

tfujimaki
中言語



(
)

21



1-A

22



６．CAN-DO リスト作成のヒント 

(平成 26 年９月 26 日文部科学省有識者会議 配布資料 より ) 

  ＜参考にして見て下さい＞  

各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設

定のための手引き』

(http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1332306.htm)  

 

CEFR-J 外国語教育のための共通参照枠として欧州評議会で開発された CEFR に準

拠し ,それを日本の  英語教育の枠組みに適用したもの。2012 年  ３月に一般公開さ

れた。   

 (http://www.cefr-j.org/) 

 

三省堂「中学校英語 CAN-DO リスト作成のヒントと実践例」  

(http://tb.sanseido.co.jp/english/newcrown/24NCSupport/CAN-DO/index.html) 

 授業アイデア集  

(1) 2020 年度指導要領改定の現段階でのポイント   

 小学校  

「聞く」「話す」…基本的な英語の音声に慣れ、身の回りの語いや場面の中での表現を

聞き取り、状況から判断して適切に応じること。自分の考えや気持ちなどを英語やジェ

スチャーを使い聞き手がわかるように話すこと。   

「読む」「書く」…文字・符号・単語の識別。文字を正しく書くこと。単語を識別し、

正しく書き写すことが求められる。  

 

 中学校  

「身近な話題に関しての…」という表現が散見。次期教材について、日本の伝統文

化や歴史に関しての内容が増えると示唆している。さらに小学校での学習内容を繰

り返しアプローチを変えて指導する、「スパイラル指導」の必要性について言及。  

４技能のバランス良い育成と、英語を基本とした授業づくりの推進にも触れている。 

(2) 中学校区 CAN—DO リストに盛り込んでいきたい内容 (提案 ) 

 ① 各学校が共有できる統一指導目標を設定  

 ② 小学校高学年から身の回りの単語 (色・形・月日・スポーツ・数字・食べ物・ 

   教室英語等 )に音声でたくさん触れさせて (暗記させて )おきたい  

 ③ 小学校高学年からアルファベット、身の回りの易しい単語を読む書く指導  

 ④ 中学校１年段階の目標は、学び直し、繰り返し指導を意識しながら小学校段  

   階に学習した内容を軸に設定  

 ⑤ 中学校では更に４技能のバランスを意識した指導を意識。定期的なリスニン  

   グ活動、グループ発表などのスピーキング活動を更に充実  
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  ７名の中学英語教員で、簡単なアクティビティや授業アイデア集

を作成しました。後日ファイルデータをアップするので授業づくり

の参考にしてみてください。 

 

＜市内共有フォルダ→南中→英語→授業アイデア集 (テキサス )＞ 

※２月以降 

 

 

 授業で使える便利なサイト   

  

  (1) アクティビティアイデアお助けサイト  

  http://www.englipedia.net/Pages/ES.aspx (教科書準拠の Word データ等) 

  http://www.eslflow.com (PDF データ) 

    http://canada-esl.com (授業アイデア) 

  http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi (授業アイデア) 

 

 (2) 語彙学習に使えるサイト  

     パズル(クロスワード、ワードサーチ、ワードル作成ツール等 ) 

  http://www.puzzle-maker.com/Example-Puzzles.htm 

  http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/ 

    http://www.wordle.net/create 

     Jeopardy(米番組風クイズゲームのパワポデータ) 

  http://www.edtechnetwork.com/powerpoint.html 

       

 (3) 教材(映像・画像・音楽) 

  http://www.craypas.com/target/teacher/teach-es/english/dl-pdf/ (画像) 

  http://www.songsforteaching.com/index.html (歌詞) 

    http://www.lyricsmode.com (歌詞) 

    

 (4) フォニックス・発音指導 

  http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/english.html   

    http://www.abcfastphonics.com 

    カラーチャートを用いた母音指導  

  http://ulatphonetics.blogspot.com/2014/09/the-color-vowel-chart.html 

   フォニックスとは  

  http://matome.naver.jp/odai/2135227941713152601 
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 1 

外国語活動の授業モデル ～NET と連携して～  

山手台小学校   西野 佳奈 

 

１．北陵中ブロックの１年間のあゆみ 

  北陵中学校・山手台小学校・忍頂寺小学校の３校  

    【今年度から３ヵ年の計画（目標）】  

        2014 年度  ３校の外国語活動（英語学習）を見合う。 

        2015 年度  学校ごとに６年間（３年間）の学習を系統立てる。 

        2016 年度  ３校合わせて９年間の学習を系統立てる。 

        ※2014 年度は目標がほぼ達成できた。 

 

２．授業モデルを作るに至る経緯  

   本校は率直にいって外国語活動が盛んに行われているとは言えない。担当学年や英

語の得手不得手に関わらず、少しでも外国語活動が行いやすくなるようにと、以前は校

内に Classroom English を一覧にし、全クラスに保管し使ってもらえるようしたこともあった。

しかしそれだけでは十分とはいえず、本当に必要なのは「何を使ってどう進めるか」の具体

的な授業モデルではないかと考えるようになった。そこで、茨木っ子版授業スタンダードが

あるように、外国語活動の授業も構造化して提案してみようという思いに至った。またＮＥ

Ｔとの連携の仕方を模索しているところでもあり、その連携の実践例も少なくはあるが、い

くつか紹介したい。 

   

３．外国語活動の授業モデル 

     

 

 

 

       

 

  

      

 

 

 

      

 

 

 

 

  

導
入 

展
開 

ま
と
め 

①あいさつ・歌・フォニックスなど 

② めあてを明示  

③ 単語の練習（個・ペアの学び）  

④ 具体的場面において、文での練習（個・ペア・全体の学び） 

⑤ コミュニケーションの練習（ペア・全体での学び）  

⑥ ふり返り・あいさつ  

1-B 
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 2 

４．授業モデルの具体案  ～ＮＥＴとの連携の実践例を含めて～ 

    

 

  ・（こんにちは）Hello, everyone! 

    ・（日付）What date is it today?        It’s November 4 th . 

    ・（天気）How’s the weather today?    It’s cloudy. 

・(気分 ) How are you?               I’m fine. 

・(歌 ) ABC の歌・きらきら星（Twinkle,Twinkle, Little star）など季節に合わせたり、 

子どもの関心に合わせたりして選曲する。しばらく同じ曲を歌うと定着して、  

授業の初めに子どもたちが外国語モードに切り替わりやすくなる。  

  

 

  ・（例）「友だちに何色が好きかたずねよう」「レストランで注文をしよう」 

   

 

  ・絵カードを見ながら 

  ・ジェスチャーをしながら 

 ・チャンツ（リズムに乗せて復唱すること） 

     ・カスタネットなどの身近な楽器を鳴らしてリズムをとりながら、単語の復唱をする。 

  ・Hi! Friends のデジタル教材に合わせて 

  ・ゲームを通して 

    ・キーワードゲーム 

      復唱しながら、キーワードのときだけ、二人の間に置いた消しゴムを取るなど。  

    ・ビンゴゲーム 

      復唱しながら列がそろえば、ビンゴ！ 

    ・ステレオゲーム 

      数人で同時に別々の単語を言う。まわりの人はそれを聞きとる。 

    ・ミッシングゲーム 

      子どもが目をつぶっている間に絵カードを隠し、子どもは何がなくなったかあてる。  

 

 

 

  ・ロールプレイを使って 

  ・Hi! Friends のデジタル教材を使って聞き取り 

  ・NET・担任・支援ボランティアなどと子ども１対１で 

  ・ペアを変えながら繰り返して 

  ・ゲームを通して 

     ・チェーンゲーム 

       ５，６人で一列に並んで、質問答えをくり返していく。前の人の答えに自分の答えを付

け加えていく。 

① あいさつ・歌・フォニックスなど（５～１０分） 

② めあてを明示  

③ 単語の練習（個・ペアの学び）  

④ 具体的場面において、文での練習（個・ペア・全体の学び）  

NET が質問し、授業

者が子 どもとともに

答えたり、歌ったりす

る。 

NET と授業者でカード持ち、リ

ズム打ち、ジェスチャー見せな

ど役割を分ける。 

ＮＥＴと授業者それぞれが子ど

も一人ずつに直接話しかけて、

子どもが答えていく練習もでき

る。一人ずつの練習の進み方

が確認できる。 
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 3 

 

 

    ・どんな場面の、どんな会話なのか、場面設定を明確にして行う。 

    ・ゲームを通して  

・ショッピングゲーム 

        ・インタビューゲーム 

     

     

 

 

    ・めあてにそって、自己評価をする。 

      ・ふり返りシートへの記入  

      ・自分のがんばったところを、カードに合わせて挙手する 

    ・相互評価をする。 

      ・友だちのよかったところを伝え合う。 

    ・（がんばったね） Good job!   Nice try! 

    ・（終わります）   Let’s finish! 

     ・（さようなら）    Good-bye, everyone.    See you! など 

 

 

 【授業をする上でのポイント】  

・英語を使う場面を具体的に設定する。  

・子どもをたくさんほめる。  

・できるだけ英語を使ってみる。短い単語で十分！子どもも単語だとはじめからよくわかる。 

・英語がうまく言えない場面を見せる。すらすら言えずどう言おうか考えている姿そのものが外

国語を学ぶ人としてのモデルになる。子どもが安心する。 

・デジタル教材をうまく使う。使いすぎには注意！授業者の生きた言葉が一番！  

 

５．終わりに 

    外国語活動の授業にモデルがあると（構造化されていると）、授業者も取り組みやすくな

り、さらにはどんどん応用もなされていくと思う。子どもにとっても外国語学習の授業がどん

な流れで進むかをわかっていると、授業展開に不安を感じなくなり、より積極的に安心して

学習することも期待できる。上に述べた授業モデルが少しでも役に立てばうれしい。 

昨今予想されている英語の教科化に向けて、市内全体の外国語活動実践がより前進

するように、これからも研修と実践を重ねていきたい。 

 

 

⑤ コミュニケーションの練習（ペア・全体での学び）  

⑥ ふり返り・あいさつ 

子どもたちが練習内容をちゃん

と理解できるように、NET と授

業者で会話モデルを見せる。 

1-B 
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天王中ブロック外国語活動の小中連携  ～互 いの現 状 を知 ることから～ 

天王中学校 田中 拓  

１．天王中ブロックの１年間の歩み（p34 参照） 

  外国語活動における小中連携３カ年計画の初年度として、『互いの現状と課題を知

る』を年間テーマに掲げて取り組んできた。昨年度まで学力担当者同士での交流は

あったものの、英語 (外国語活動 )に特化した連携は行っておらず、本年度がスター

トの年となった。  

  まずは、小学校の教員アンケートをとり現状を知ることから始め、７月には担当

者会議を実施し、現状と課題について話し合った。３学期には出前授業として、小

学校６年生の各クラスにおいて、中学校の英語科教諭がガイダンスと体験授業を行

っている。  

 

２．課題の抽出  ～教員アンケート結果より（p32 参照）～ 

 (1)アンケート結果と分析 （アンケート実施日：７月  回答者数：２９名）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  別紙の通り、小学校の教職員向けに外国語活動のアンケートを実施した。結果は

上記の表のように、授業経験者は約７割と年々増加しているが、その授業に関して

「自信がある」、「やや自信がある」との回答は得られず、約７割が「自信がない」

と答えている。  

  また、Q3 の困っていること、不安に思うことは？という質問に対して、  

  ・発音に自信がなく、指導もできない。 (音声の電子黒板頼りになっている ) 

  ・英語での授業の指示が出てこない。  

  ・準備が大変、英語の指導方法が分からない。 といった声が顕著であった。  

 (2)アンケート結果の分析から課題解決に向けて  

  ７月の担当者会議では、小学校側から指導法の工夫や注意すべき点などについて  

教えてほしいとの要望があり、また中学校側からはローマ字やアルファベットの習  

得に関して卒業までに６年生で再度復習をお願いしたいという意見が挙がった。  

 少なくとも、小学校側の苦手意識を少しでも払拭していくために、中学校でも取  

り入れているペア学習や帯学習の導入、小学校で使える教材やアクティビティの提  

供、授業交流、他校区の取組み情報などを提案していくことにした。  

  また、小学校の外国語活動が役に立っているのかといった質問もあったので、  

 フィードバックの必要性についても気付かされる、有意義な時間となった。  

34%

45%

21%
どちらともいえない

あまり自信が無い

全く自信が無い

66%

34%
ある

ない

Q2：外国語活動の授業をしたことがあるか？  Q3：外国語活動の授業に自信があるか？  

1-C 
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３．中学校へつなげる活動  

 (1)帯活動：授業の冒頭にピクチャーカードを活用して、単語の紹介・導入を行う。 

  （ねらい）･･･毎時間パターン化して積み上げていけるので、準備も容易で生徒も  

取り組みやすく、外国語活動に臨む雰囲気も醸成しやすい。  

(2)アクティビティ集の製作：各単元毎に活用しやすいアクティビティをまとめる。 

 （ねらい）･･･“単元毎にどのような活動ができるのかアイディアがほしい”と  

いう声が挙がったので、実践しやすいオススメのものを紹介し、  

教材の補助にしてもらう。（p33 参照）  

(3)授業スタンダードの策定：授業の流れや、大切にする部分など、小中で策定する。  

 （ねらい）･･･学習目標やポイントを生徒に提示して授業の  

見通しをたてやすくしたり、ペア学習や聴く  

姿勢、クラスルームイングリッシュなど、共有  

できる部分を取り入れて、ギャップを減らす。  

(4)出前授業：３学期、６年生の授業に中学校の英語科教諭が出前授業を行う。  

  （ねらい）･･･中学校英語の体験授業やガイダンス (外国語活動との違い・ノート  

の使い方・先輩のスピーチ映像等 )、生徒の質問に答える時間を設  

け、中学校から本格的に始まる英語に対する不安を取り除くと共に、 

期待を抱かせるものとする。  

 (5)他校区の取り組み紹介：他校区のすすんだ取り組みや情報を伝えていく  

（ねらい）･･･他校区の小学校の取り組みやＮＥＴを活用したフォニックスの  

映像などを紹介し、今後の授業づくりに役立ててもらう。  

  上記以外にも、ローマ字の習得に課題がある生徒が多くみられるため、ローマ字

の復習の時間を卒業前に設けてほしい、といった中学校側からの要望も挙げている。 

 

４．成果と課題  

(1)成果：お互い顔をつき合わせて意見交流を行うことで、双方の現状を知ることが  

でき、どんなことに困っていて、どんなサポートが必要なのか、１人１人  

が当事者意識を持って、行動していくことができた。  

また、３学期の出前授業など初めての試みを幾つか進めることができた  

ので、これに端を発して来年度以降も、授業交流や授業スタンダードの策  

定など、更に小中連携が活発化していけるよう繋げていきたい。  

(2)課題：今年度実現し切れなかった授業スタンダードの策定や Can Do リストの作  

成、小小連携など、来年度は形になるよう引き続きすすめていきたい。  

      また、現状では一部の教員のみの取り組みになってしまっている部分が  

あるので、全教員を巻き込んだ取り組み (校区合同授業研、教材づくりの共

同等 )にしていきたい。最後に、異動等で各校の顔ぶれが変わっても、引き

継いでいけるようなデータベース化も課題として残っているので、解消し

ていきたい。  
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学年 単元　 活用できるアクティビティ

５年 アルファベットの導入

メトロノームで限界に挑戦
アルファベットサッカー
アルファベット七並べ

アルファベット神経衰弱

５年 数字の導入
ノット３０

３の倍数のみ手を叩く
トランプを活用　～ダウトゲーム～

５～６年 新出単語の導入

ワードキャッチャー
反射神経を競え　～消しゴムをとったら解答権～

ミッシングゲーム　～無くなったのはどれ？～
積み上げ単語バズリーディング　～どれだけ言えるかな～

対戦ビンゴ・サバイバルビンゴ

５年
Lesson 3

How many ～ ?
年齢＆人数クイズ（カルタ形式で）

動物何匹見えるかな

５年
Lesson 4

I like
芸能記者ゲーム

～自分と同じ趣味探し～

５年
Lesson 5＆6

What do you ～ ?
今日からあなたも探偵

～ペアの人の気持ちを推理（３沢から）～

５年
Lesson 7

What's this ?
ブラックボックスでどきどき

あなたが出題者　～絵を折ってクイズの作成～

６年
Lesson 1

Do you like ～ ?
クラスの心理を読み解け

～Yesの数が与えられた数字になるような質問を作れ～

６年
Lesson 2

When is your birthday ?
英語でバースデーリンク

６年
Lesson 3

I can swim
できること“Jeopadyクイズ” !!

６年
Lesson 4
Turn right

南茨木駅～の道案内
～実際の地図を活用して～

６年
Lesson 8

What do you want to be
自己紹介　～My dreamのスピーチ発表～

アクティブ集 一覧  
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茨木市　外国語活動・英語教育推進担当者会
★3年間の取組み ★Ｈ26年度年間予定・交流メモ

担当者会 ブロック連携会議 授業交流

4月

NET配置説明会

5月

第1回担当者会（小中連携） 今後の計画
打合せ

★３年間の目標

6月

第２回担当者会（授業づくり） 研究授業
(天王中)

7月

第３回担当者会(小学校) 担当者会議
（天王中）

8月

第３回担当者会(中学校）

9月

10月

学びのシンポジウム

11月

12月

1月

出前授業の実施

2月

＊担当者会(次年度に向けて）

3月

担当者

天王中学校：篠崎先生・田中

天王小学校：福富先生、合志先生

東奈良小学校：河村先生

　　　　　　　　　　　H２８年度
年間テーマ

《改善する ～課題解決に向けて～》

・中１ギャップを取り除く取組みの実施
・英語授業スタンダードの策定
　→考えさせる授業へ
　　（ペア・ワーク、知的好奇心を刺激）

　　　　　　　　　　　H２７年度
年間テーマ

《実践する ～決まったことをやってみる～》

・小中英語ブロック会議の継続実施
・授業で大切にすることの共有
　→やってみて反省点・課題を見つける

　　　　　　　　　　　H２６年度
年間テーマ

《小‐中 互いを知る》

・小中英語ブロック会議の実施
・授業交流の実施
・各学年の目標設定

・授業交流
・ブロック連携会議
・小中の共通点と違い
・中学校卒業時の目標設定
・各学年の目標設定
・小中連携カリキュラム作成
・小学校・・・１～６年のカリキュラム作成
・中学校・・・CAN－DOリストの作成
・公開授業
・その他
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