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グローバル化が進む社会に対応したコミュニケーション能力の育成を探るた

めに、「ALT等との授業」「音から文字へつながる授業」を研究の柱とする研修

と実践を通して、小・中学校の学びの円滑な接続を図った。このことにより、

授業者が学びの接続に基づいて自分の授業を考察する目をもつことができ、外

国語教育における授業力が向上した。それは、言葉への気付きを通し、学びに

向かう児童生徒の主体性と英語への志向を促進することにつながった。このよ

うに、この研究型研修により、小・中学校を通じた研修と実践の往還が、コミ

ュニケーション能力の育成につながることが明らかになった。 

① 
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グローバル化が進む社会に対応した英語力の育成に向けて 
－小・中学校を通じたコミュニケーション能力の育成につながる研究型研修の試み－ 

 

Ⅰ 研 究 の 目 標 

 

小・中学校教員が共に交流し、先進的な事例や研究を学び、実践へつなげる研究型研修により、授業

力を高め、小学校における外国語活動の学びから中学校における英語科の学びへの円滑な接続の手がか

りを探る。さらに、児童生徒の積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度とともに、グローバル

化が進む社会に対応した英語によるコミュニケーション能力の育成につなげる。 

 

Ⅱ 研 究 の 仮 説 

 

小・中学校教員が共に交流し、先進的な事例や研究を学び、実践へつなげる研究型研修を進めれば、

授業力が高まり、小学校における外国語活動の学びから中学校における英語科の学びへの円滑な接続を

図ることができるだろう。さらに、児童生徒の積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度ととも

に、グローバル化が進む社会に対応した英語によるコミュニケーション能力の育成につながるだろう。 

 

Ⅲ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 研究協議会を年６回実施する。 

(２) 研究協議会にて、講師を招聘し、先進的な事例等に学ぶ。 

(３) 研究協議会の実践交流では、児童生徒の英語力の育成に向けて、指導方法等の検討を行う。 

(４) 実践校の実態に合わせて、研究協議会での学びと実践校における実践の往還により、指導方法等

の検討を進める。 

(５) 実践校の実践を交流し、成果と課題をまとめる。 

 

２ 研究の経過 

 

Ⅳ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

本研究は、研修と実践の往還により、小学校における外国語活動の学びから中学校における英語科の

学びへの円滑な接続を図る学習や指導方法等の検討を進める。これにより、授業力を高め、児童生徒が

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、グローバル化が進む社会に対応した英語によ

るコミュニケーション能力の育成を図ることができると考える。 

２ページの表１に示すように、第１回研究協議会では、ALT等との授業内容や運営方法、中学校研究

４月 
５月 

５月～10月 
７月 
８月 
随時 
 

研究構想、研究推進計画の立案 
第１回研究協議会 
児童生徒・授業者対象質問紙調査実施 
第２回研究協議会 
第３回研究協議会 
県しが英語力育成プロジェクト事業公開授業研究会 
(第４回研究協議会) 

９月～10月 
10月 

11月～12月 
１月 
２月 
３月 

実践(第５回研究協議会) 
第６回研究協議会 
研究報告書原稿執筆 
研究発表大会の準備 
研究発表大会 
研究のまとめ 
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委員から、主に文字に関する課題が指摘された。これらは、平成28年中央教育審議会「次期学習指導要

領等に向けたこれまでの審議のまとめ(報告)」で指摘された音声から文字への接続、日本語と英語の音

声の違いや英語の発音と綴りの関係に起因する学習の課題でもあり、第１回研究協議会で指摘された

「ALT等との授業」、「音から文字へつながる授業」と一致することから、この２点を柱にして研究型研

修を進めた。研究協議会では、研究委員が、有識者を交えて課題を共有し、事例紹介、模擬授業および

授業観察を通して、児童生徒のコミュニケーションを図ろうとする態度や能力の育成についての研鑽を 

積み、実践を進めた。 

詳細は後述するが、研究協議会を生

かした実践において、堂々と自分の意

見を英語で述べる児童生徒の姿が見ら

れた。これはグローバル化が進む社会

に対応した将来の英語力につながる。

また、児童生徒対象の意識調査では、授

業への主体性、英語への志向の上昇が

見られた。これは、小・中学校の研究委

員が交流して、授業に対する意識の変

容が奏功したと考えられる。「小学校で文字はまだ」という慎重な意見が、「小学校で文字に興味付けし

ておけば、学びの円滑な接続になるのでは」という積極的な意見に変化し、「ALTとの授業ですぐ使える

活動が知りたい」という声が、「授業についてじっくり考えた」と自分の授業を振り返る意識に変わっ

た。研修と小・中学校双方の工夫を取り入れた実践を通し、授業を見る目が養われ、授業力が向上した

と考える。 

このような研修と実践の往還の中で展開された「ALT等との授業」と「音から文字へつながる授業」

について以下に述べる。なお、事例内では、児童生徒たちをSs、日本人の英語指導者をJTE、外国語指導

助手をALTと表記する。 

 

１ コミュニケーション能力の育成につながる「ALT等との授業」 

研究協議会で提案された一つ目の研究の柱「ALT等との授業」の実践

について考察する。第２回研究協議会にてALTとの模擬授業を実施し

たところ、研究委員からは、コミュニケーション能力の育成には、児

童生徒が楽しさからの気付きを通し、「やってみたらできた」という実感をもつことが必要であるとい

う声があった。その声をもとに、児童生徒が英語で気持ちを伝えたいという思いをもち、「英語だとそ

う言うのだ」と自ら気付き、そして、英語に触れることで英語のまま理解して発話することの、三つ

の視点を生かした実践が提案された(表２)。これらの視点が反映された実践を以下に述べる。 

 

(１) 英語で気持ちを伝えたくなる実践 

３ページの事例１に示す小学校第６学年の実践は、研究協議会の模擬授業での「身近な話題が児

童の発話の促進につながる」という意見が生かされている(p.3の図１)。さらに、JTEが英語で児童

とALTをつなぎ、児童が自分の思いを英語で伝え、そして次々に発話する姿が見られる。 

ALTから問いかけられた“How was your summer vacation?  What did you do? （夏休みはどうだった

かな 何をしたかなi)）”という身近な話題に対して、S1は“Mountain.”と、自分のことについて、英

語でALTとやりとりをしている。さらに、S1とALTとのやりとりを聞いていた他の児童にも、自分

                             
ⅰ）和訳は筆者。授業内では英語のみ。 

 協議会内容 協議会で学んだこと 

第１回 
英語教育の現状 

と課題の共有 

ALT等との授業や音から文字へのつながり等の

課題を共有する。児童生徒が楽しいと思う気持

ちからコミュニケーションが始まると考える。 

第２回 
「ALT等との授業」 

に関する研修 

ALTと模擬授業をする。ALTとコミュニケーショ

ン能力を伸ばす三つの視点を考える。 

第３回 
「音から文字へつながる授業」
に関する研修 

中学校の事例を見る。音から文字へつながる模
擬授業から三つの視点を考える。 

第４回 
県しが英語力育成プロジェクト

研究授業への参加 

県内の先進的な英語公開授業を、研究委員各自

が選択・参観する。 

第５回 
研修を生かした 

各校での実践 

研究委員が、各自で学んだことを生かし実践を

する。研究員が参観し、ビデオに記録する。 

第６回 実践報告会 
研究委員の実践をビデオで振り返り、研修成果

を共有する。 

(１) 英語で気持ちを伝えたい 

(２) 英語表現に気付く 

(３) 英語に触れて発話する 

表１ 研究協議会 

表２ 三つの視点 
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の夏休みの様子を“Lake Biwa.”と英語で伝えようとする姿が見られる。これは、S1の発話がきっかけ

となり、言葉のやりとりにつながっている。つまり、ALTが日本語を交えながらも“I went to a テー

マ パークi).”とALT自身の夏休みについて話すのを聞き、S1が自分の夏休みについても英語で伝え

たくなり発話したと考えられる。さらにJTEは、“Another?”と英語で他の児童に投げかけて問いを共

有することで、言葉のやりとりへの参加を引き出し、夏休みの様子を英語で述べ合う会話の連鎖が

生まれている。その連鎖はさらにS2を巻き込み、S2は「Sports. 大変だった」と日本語を添えて、こ

のやりとりに参加している。ここでのJTEの工夫として、JTEは日本語ではなく、英語で“Only sport?”

と応答している。英語で応答することで、同時にALTにも児童の発話を伝えることになる。そして

ALTがその発言を受け取り、英語で問いかける。この問いかけにより、S2は“Baseball.”と英語で答え、

他の児童も“Race.”と発話し、英語による言葉のやりとりが続いていく。これは、JTEが英語でALTに

つなぐ(下線部⑤)ことで、whatを使った問いかけ(下線部⑥)により、児童の英語が引き出されてい

ると考えられる。この疑問詞を用いた話題の焦点化により、児童は自分の気持ちを伝えたくなり、

パターン練習ではない言葉のやりとり(下線部⑦)に至る。このように、JTEが英語で児童とALTをつ

なぐことが、児童生徒が自分の思いを英語で述べることにつながる。この後、児童がJTEの指示に全

身で反応するTPRii)でカードを用い、体感しながら英語に触れる活動へとつなげ、児童が主体的に授

業に参加する姿も見られた。このように事例１は、気持ちを伝えたくなる英語でのやりとりにより、

英語による授業が展開される中学校・高等学校での学びへ接続できる実践である。 

 事例２では、机をコの字型に並べることで、話し

手は相手の表情を意識した発話をし、聞き手も相づ

ちを打ちながら熱心に聞いている(図２)。気持ちの

交流が生まれる小学校第６学年の実践である。 

 英語で伝えたいという児童の気持ちを大切にす

るという研究協議会の内容をふまえたこれらの実

践から、英語で気持ちを伝えたいと思うことや、気

持ちが伝わる実感がコミュニケーション能力を育み、将来の英語の使用につながると考えられる。

児童が気持ちを伝えることを通して、自ら英語の表現に気付く実践について次に述べる。 

                             
ⅰ）テーマは和製英語、英語では theme[Өi:m]と発音する。 
ⅱ）Total Physical Response の略称。全身反応教授法。指導者の指示に全身を使って反応する方法。心理学者 James J.Asher が開発。 

図２ 「コ」の字型(事例２) 

事例２ 気持ちを伝える、気持ちが伝わる  

 

 

 

工夫  
コの字型にする 

顔を見て意見 
交換をする 

図１ JTEが児童とALTのつなぎ役(事例１) 

事例１ 英語で言いたいな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTE ：⑤Only sport? 

ALT ：⑥What sport?  

S2 ：⑦Baseball.    

(中略) 
Ss ：(カードを見ながら）Turn right. / Turn left. 

 

児童が英語で発話する 
児童が手を挙げる 

工夫１ 
(JTE) ALTと児童を英語で 
 つなぐ 
(ALT) 児童の発言を拾い 
 英語で会話をつなぐ 

工夫２ (JTE＆ALT) 
カードで英語と意味をつなぐ 

児童が Turn right. /  
Turn left.を体感する 

①How was your summer 
vacation?   
What did you do? 
I went to a テーマパーク. 

③Another? 

S1：②Mountain. 

S：Lake Biwa. 

 S２：④Sports. 大変だった。 
 

S：Race. 
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(２) 英語表現に気付く実践 

これは、研究協議会の模擬授業での英語を話す環境づくりが大切であるという意見が反映された

小学校第４学年の実践である。つぶやきは第二言語習得過程においても意義があるとされる。児童

のつぶやきを生かした丁寧なやりとりについて以下に述べる。 

事例３では、授業導入時のALTの“How are you?”に対し、S1は、“I’m 足痛い.” とつぶやいた後、

ALTが自分に語りかけた英語を生かし、“My foot hurts[hə: ts].”と一文で発話している(図３）。この発

話には、母語話者であっても習得に時間を要する三人称単数も自発的に使われている。これは、授

業の導入時にJTEとALTが一人ひとりに英語で話しかけながら教室をまわることで、どの児童もや

りとりをしながら英語のインプットやアウトプットの機会を得ることができているためと考えられ

る。ここでは、ALTが児童の“I’m 足痛い.”というつぶやきに対し、“My foot hurts.”とリキャスト(＝

recast,言い直し)したことにより、児童は、理解可能なi+1i）のインプットか

ら、「英語だとそう言えばいいのだ」という気付きを得て、言葉の情報を取

り込み(＝インテイクii))、頭の中で整理と統合を行い、“My foot hurts.”と発

話（＝アウトプット）している(図４)。 

また、その後の授業の中で、児童はJTEによる「右手、左手挙げて」とい

う挙手の促しにより、どの児童も自分の理解をJTEに伝えている。さらに、

この促しは、研究協議会での模擬授業同様、英語で日々、“If you understand, 

raise your right hand.  If you don’t understand, raise your left hand. ”と繰り返さ

れ、９月にはある児童は英語のまま理解し、“…don’t understand.”と主体的に

英語で返答した。このように、どの時間も継続的に繰り広げられた英語に

よるやりとりが、児童の中でインテイクされ、自然なアウトプットにつながったと考えられる。児

童の理解を確認しながら、授業者がつぶやきを拾うことが、英語の自然な習得につながった実践で

ある。 

また、事例４は、小学校第５学年の実践で

ある。日頃から児童を把握しているJTEが、児

童の表情や様子をもとに、その思いに寄り添

いながら授業の流れを調整している(図５)。

研究協議会の模擬授業でのデモンストレーシ

ョンと同様、教室前方でJTEがALTと英語でや

りとりする姿を児童に見せ、活動内容を黒板

                             
ⅰ）Krashenがインプット仮説で提唱した。i+1（理解可能なインプット）は言語習得に有効とされる。 
ⅱ）学習者が必要な言語材料に気付いて、それを自分の言語記憶に取り込むこと。 

事例４ 先生もう一回やろう  

図５ JTEが主となって行う授業(事例４) 

工夫 
１JTE が授業を進める 
２JTE と ALT の例示は前方で 
 行う 
３黒板で活動内容を視覚化する 

児童が集中する 
児童が活動を理解する 
積極的に授業に参加する 

 

 

気付き 

 

理解可能な i+1

インプット 

 

頭の中で整理・統合 

アウトプット 

図３ “Repeat after me.”のフレーズなく、ALTの英語を繰り返す児童(事例３) 

事例３ 言いたい英語が分かった   
 
 

JTE&ALT：(机間支援しながら一人ひとりと挨拶) 

ALT ：Hello.  How are you?  I’m great.  

S1 ：I’m 足痛い. 

ALT ：My foot hurts. 

S1 ：My foot hurts. 

  (中略) 

JTE ：What day was it yesterday? 

  分かる人右手、 

分からない人左手挙げて。 

Ss ： It was Wednesday. 

I’m 足痛い. 

～な人右手、 

～な人左手挙げて。 

My foot hurts. 

工夫  
(JTE) １児童の英語の使用場面を作る 
 ２児童の理解を拾う 
 ３英語を使う 
(ALT) １児童のつぶやきを拾う 
 ２英語をインプット 

児童が自ら英語をつぶやいて 
インテイクする 

Warming upは一人ひとり英語で 

′ 
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で示し、視覚による構造化を図っている。児童は、耳から入る英語の内容を理解しやすくなること

から、視覚による構造化は、英語がインテイクされるための必要条件といえる。英語による授業で

は特に、目標が分かると活動の見通しがもちやすいという研究協議会で得た視点が生かされ、授業

の終了時には、児童から「もう一回やろう」と声が上がった。 

これらの実践から、児童の理解やつぶやきを丁寧に拾うとともに、デモンストレーションと黒板

の構造化が、言葉への気付きとともに英語の発話を促し、コミュニケーション能力の育成へつなが

ると考えられる。英語のインプットがアウトプットへつながる実践を次に述べる。 

 

(３) 多くの英語に触れる実践 

 ここでは、英語での説明に注目す

る。「多くの英語に触れることは大

切であるが、多すぎても児童生徒の

理解につながるとは限らない」とい

う研究協議会の意見が反映され、英

語が「理解可能なi+1インプット」と

しての働きを見せた中学校第２学

年の実践である。事例５では、JTE

の英語の説明を聞いた後、生徒は英

語によるグループ討議に至る(図

６)。まず、JTEが、50～60wpmi）で

平易な英語を用いて活動の説明を

行う。母語の影響を受けた話者によ

る英語は、同言語を母語とする学習

者に親近性があるii）ので、JTEの英語を生徒は理解しやすい。それだけではなく、“ranking” “rank”等

のKey wordsを何度も繰り返し、“ranking”を“No.1 to No.10”と言い換えながら、活動の趣旨を伝えて

いる。JTEは、活動について、英語で生徒の理解を確認しながら黒板を使い、視覚にも訴える(下線

部①)。また、理解しているかを生徒に英語で問い(下線部②)、JTEの代わりに生徒が全体に説明し

ている(下線部③)。このように、JTEが英語で発話することで、④のように生徒が既習の英語で意見

交換をする姿が見られた。 

 このように、研究協議会で提案された視点で「ALT等との授業」が実践された。その中で、児童

生徒は、授業者からの英語のインプットによる言葉への気付きを通し、質の高いアウトプットを生

むことができた。気持ちを伝える自発的なアウトプットは、グローバル化が進む社会に対応したコ

ミュニケーション能力の育成につながる一歩であると考える。 

 

２ コミュニケーションを支える「音から文字へつながる授業」 

 研究協議会で提案された二つ目の研究の柱「音から文字へつながる授業」の実践について考察する。

第３回研究協議会前には、「小学校で文字は教えていないので、よく分からない」という声があった

が、中学生の文字に関する代表的なあやまりに関する模擬授業やその考察を通し、「中学生のつまずき

を知り、小学校段階でできることがある」「どの単元も、どの授業も文字への気付きにつなげられるの

では」という積極的な意見に変わった。音から文字へつながるためには、児童生徒が文字の形を体感

                             
ⅰ）word per minute１分間で読める語数。リーディングの速度を示す単位とされる。 
ⅱ）母語の発音転移が起きたため、同じ母語話者間では英語が聞きやすいことを指す。 

事例５ 生徒の理解へつなぐ英語の説明 
    
JTE ：(前略) 

What we are going to do is ranking. 

Can you look at the ranking here? (with gestures) 

Here are 20 jobs.  (中略) 

We asked elementary school students about this  

question.   

“What do you want to be in the future?”  

 So please talk about which job is No.1. 

 Rank the jobs from No.1 to No.10. 

 ① (黒板を使用)No.1  I want to be a pastry chef. 

 Please guess (中略) from No.1, No.2…No.10.  

 (中略)  

②Are you OK?  Do you understand? 

S1：③小学生が選んだ人気職業について英語で話し合う。 

    

図６ 説明の簡素化の視点から(事例５) 

④ 

S2: I think No.1 is “teacher”. 

S3: No, no, no.  I think doctor is No.1. 

工夫 
１平易な英語を使用する 
２Key words の繰り返しと 
言い換えをする 

３黒板の視覚化をする 
４生徒が活動を説明する 

生徒も英語で 
意見交換をする 
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し、文字を見る機会を増やし、音と文字の関係

に気付くことが有効であるという声が上がっ

た。なお、現行の小学校学習指導要領では、文

字は「コミュニケーションを補助するもの」と

されている。しかし、次期学習指導要領では、

文字を「読むこと」や「書くこと」が高学年に

導入される。 

研究協議会で提案された意見や工夫を三つ

に整理し、その三つの視点(図７)をふまえた実

践について次に述べる。 

 

(１) 体感による文字への気付き  

  ア 「b」「d」どっち 

これは、「文字の体感」が見られる中学校

第２学年の実践である。「読むこと」「書く

こと」における文字の識別に注目し、小学

校研究委員の研究協議会での意見を参考

に、箱の底のアルファベット(紙で作った

２種類のよく似た文字)を体感し、定着を

図るというものである。事例６では、箱の

底にある紙製の「b」と「d」の文字の形を

手で触って確かめ、文字を正しく当てる活

動を試みている(図８)。中学校英語科での

新鮮な体感を伴う授業に、生徒は興味深く

参加していた。授業者からは、これまでの

「アルファベット指導＝聞くこと、話すこ

と、読むこと、書くこと」を中心とした指

導に加え、小・中学校の研究委員の交流を

通して、体感するという新しいアイディアを実践し、中間考査では「b」と「d」の取り違えミス

が減ったようだという意見が見られた。小学校研究委員から提案された文字の識別の体感によ

り、中学生の文字の定着につながる可能性がある。 

イ 指でアルファベットの形をつくろう 

 中学生の文字の識別に関する指摘を生かし、「音から文字へつながる指導」を試みた小学校第６

学年の実践について述べる。７ページの事例７(図９)は、指による文字の形の体感(「b」「d」「p」

「q」)を取り入れた実践である。まず、授業者はplay basketballやplay badminton等を示す文字付き

の絵カードを提示し、発音練習を行っている。その後、「b」「d」の両方の音を含む語を授業者が

問うと、児童は“badminton”と答えている。これだけでは「b」＝ [bi:]、「d」＝ [di:]の個々の区別

ができているとは限らない。ところが、「b」と「d」の形の区別がつくかを問うと、約77％(26人

中20人)の児童が区別できていた。 

これは、授業者が、研修で得たようにアルファベットの形を指で表しながら、「b」と「d」の形

の特徴を児童に示しており、それを覚えていた児童が指で表したものである。さらに指で「b」と

「d」の文字を表した児童から、「指を下にしたら、『p』『q』になる」と驚きの声が上がり、授業

中学２年生にみられる代表的なあやまり 
bとdの混乱 
 

音の影響を受ける 
 
 
 

    
視  点 方   法 
視点① 

 

文字の 
体感 

 

＜b と d を区別する工夫の提案＞ 

・左手ジャンケンのグー 

 ⇒親指 UP⇒「b」の形 
 右手ジャンケングー 

 ⇒親指 UP⇒「d」の形 

・アルファベットの形に触れる。etc. 

視点② 

視覚的 

提示 

・日常的に単語を提示する。 

・提示の仕方に工夫する。etc. 

視点③ 

 

相違点 

探し 

 

・同じ音節を見つける。 
・同じ文字を見つける。 

 ⇒仲間分けする。etc. 

・音節を使った音遊び 
-oxの頭に b を加えると box 

 s を加えると sox     etc.        

図７ 音から文字へつながる三つの視点 

図８ 物に触って文字を体感(事例６） 

事例６ アルファベットに触る 

b 
 ？ 

触る 書く 

単語を書く 

「b」と「d」の 
識別がつく 示す 

底に「d」 底に「b」 
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者はその声を全体へ広げた。 

この結果、児童からは、「アルファベ

ットの『b』『d』『p』『q』が確実に分か

った」、授業者からは、「『b』と『d』の

区別をねらったが、さらに『p』と『q』

までつながるとは思わなかった。アル

ファベットをすらすら読める子を育て

中学校に送りたい」という声があった。 

 以上のことから、文字の体感の実践

が文字への気付きを促し、学びの接続

につながると考える。 

 

(２) 視覚による文字への気付き 

これは、研究協議会での「視覚的提示」が生かさ

れた小学校第４学年の実践である。事例８では、職

業名を扱う際に、絵カードを用いて、絵と文字の両

方を何度か提示し、児童が授業者の発音を繰り返

した(図10)。絵の一部、その後は徐々に文字を提示

し、その職業名を発音するという「当てっこゲー

ム」の要素を取り入れる活動に切り替える。もし、

文字のみを提示し「読みましょう」と指示すると、

文字情報が音声情報に先んじてしまうことにな

る。このように、授業者が英語の音声による遊びの

要素を取り入れながら文字を添えることで、児童が自ら単語の文字に注目し、大きな声で自信をも

って発話に至ることとなった。 

以上のことから、研究協議会で提案された日常的に音、絵、文字に接することが大切であるとい

う視点を生かした実践が、意味や理解を伴う文字への気付きにつながると考える。 

 

(３) 相違点探しによる文字への気付き 

  ア バーバー族、アーリー族、ジュジュ族 

 事例９は研究協議会での「相違点探し」

の視点を生かした小学校第６学年の実践で

ある(図11)。January、February等の音と文字

の特徴を児童に問うと、児童は、音に親し

んでいるため、音節berを含んだ語をいくつ

か瞬時に挙げた。授業者は、児童が気付い

た音と文字の特徴を、「バーバー族」「アー

リー族」「ジュジュ族」と親しみやすく、グ

ルーピングしている。音節への注目から、

音と文字の特徴への気付きを促した実践で

ある。 

事例９ 音節から仲間を見つけよう  
    
JTE： 月の呼び名に慣れてきたかな。 

音が似ているグループに分けよう。文字に注目。 

SsE： “ber-ber-ber” 
JTE： バーバー族、 他はあるかな。 
SsE： January, February, “ary-ary” 
JTE：  “ary-ary” アーリー族: 他は。 

SsE： “Ju-” 
JTE： June, July ジュジュ族 
SsE： April と August の A 
JTE： 同じ A でも発音は… 
SsE： [ei]と[ɔ:] 
Ss  : Mayと March   [meІ]と[ma:tʃ] 
JTE： M は同じ、アルファベットは同じ。 
JTE：でも、発音が異なる。 

音節と音が 

つながる 

工夫 
共通の音を含む単
語を提示する 

Make groups. 

図11 音から音節へ 「相違点探し」(事例９） 

事例７ 指で文字「b」「d」から「p」「q」へ 
   
JTE  ：(play basketball / play badminton / drive…絵カード提示） 
JTE  ：「b」と「d」が出てくる単語はどれ。 
Ss   ：“basketball”…“drive” 
JTE  ：両方含まれた単語はどれ。 
JTE  ：“badminton” 
JTE  ：「b」と「d」の区別つくかな。 
S1   ：(指で文字「b」「d」） 
 

 
JTE  ：左からａ、ｂ、ｃ、ｄなので 

JTE  ：左手「b」、右手「d」 

JTE  ：読めるかな。 
Ss   ：b-a-d-m-i-n-t-o-n 
S1   ：逆にしたら「p」「q」になる。 
JTE  ：みんなでやってみよう。 

指で「b」「d」 

指で「p」「q」 

工夫 

指で文字をつくる 

体感して 

「b」「d」と「p」「q」
の区別をつける 

図９ 指を使って文字を体感(事例７） 

事例８ ちらり見せ  
     
JTE：Today’s theme is…Jobs.   
     What does he do?  
 
 
 
 
 
Ss ：He is a student.  
JTE：Good!  What does she do? 
JTE：(絵を一部提示) 
Ss ：She is a nurse.  
JTE：(文字のみ提示) 
Ss ：Baseball player. 

図10 遊びの要素のある文字提示(事例８） 

工夫 

絵カードちらり提示で 
当てっこゲームをする 

大きな声で、自信をもって

元気に発話する 
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  イ どこに注目 

 ここでは、音から入り相違点

への気付きを通して文字につ

なげる視点を生かした小学校

第６学年の実践について述べ

る。事例10では、絵カードを使

った音のインプットから文字

への気付きにつないでいる(図

12)。授業者は、児童から文字の

使われ方の特徴への気付きを

引き出している（下線部①②

③）。その結果、児童は、発音と

文字の関係に気付く(下線部④）。さらに、その文字に目印をつけて視覚に訴え、最後にTPRを取

り入れて、音から文字への自然な接続をねらった実践である。 

このように、研究協議会で提案された「音から文字へとつながる授業」の実践により、「記憶の

中の音」と「文字」の接続の大切さが明らかになり、小学校研究委員からは、児童が小学校で文

字に慣れ親しむことが、中学校への円滑な学びの接続となるという声になった。小・中学校を通

じた研究型研修は、児童生徒の学びの接続に有効であると考える。 

 

以上のように、「ALT等との授業」「音から文字へつながる授業」についての研修と実践の往還に

よる授業改善が進んだが、研究協議会での視点をふまえたこれらの実践が示すように、授業者が自

ら「やってみよう」と思えば、どの校種・学年においても、いかなる教材・単元であっても、これ

らの視点や工夫を取り入れた授業をすることができる。そして、日々、自らの授業を振り返る目を

もち実践することが、自身の授業に生かされ、児童生徒の学びに反映される。このことは、児童生

徒がコミュニケーションを積極的に図ろうとする態度や能力の育成に直接つながると考える。 

 

３ 児童生徒・授業者対象の意識調査結果の考察 

(１) 調査の概要 

仮説の検証のために、研究協力校の児童生徒と授業者を対象に、質問紙調査を実施した。７月に

「ALT等との授業」、８月に「音から文字へつながる授業」についての研究協議会を実施し、その後

その実践を行った。５月から７月を前期、９月から10月を後期とし、調査結果を検証する。児童生

徒に、英語の授業への主体性・英語への志向、授業者に、授業者から見た児童生徒の主体性・英語

への志向と、授業者自身による自らの支援に関する省察について４件法にて検証した(p.9の図13～

図16)。児童生徒と授業者とも１か月間に平均１～２回、意識調査を実施した。 

 

(２) 調査の結果から読み取る児童生徒の主体性と志向 

意識調査の結果から、児童生徒の主体性と志向の上昇が、確かなコミュニケーション能力の育成

の一助となることが示された。小・中学校を通した研究型研修により、双方の視点が互いの授業に

反映されたと考える。それが児童生徒の気付きを促し、主体性や英語への志向へつながり、この結

果になったと考える。 

授業者対象の意識調査の自由記述には、児童生徒に関しての実態の把握、主体性や志向のための

事例 10 単語を読んでみよう(Lesson 3  I can swim.)  
   
JTE：(play basketball / play badminton等 絵カード提示 発話する） 
JTE：今度は字だけ見せる。発音できるかな。 
SsE：余裕、無理。 
JTE：①どこに注目したら読めるかな。  
JTE：baseball, basketball, badmintonなら②共通点は何。 
SsE：b 
JTE：③baseball, basketball “ball”が共通点、 
JTE：何で見分けるのが良いかな。 
SsE：④ k 
JTE：basketballはkがある。(目印をつける) 
JTE：baseballはsがある。 
JTE：badmintonは…最後が他とちがう。 
   (中略）  
JTE：(文字のみフラッシュカード提示） 
SsE：体でその単語の意味を表す。 

音のインプット 

単語を読む 

音を頼りに

共通点探し 
違い探し 

文字に注目 

TPR楽しく活動 

図12 音からアルファベットへ 「相違点探し」(事例10） 
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支援への高い意識、さらに自分の授業を振り返る省察が常に見られた。その高い意識とその省察が、

児童生徒の授業への主体性と英語への志向の伸びにつながったと考える。 

 次に、小学生の結果を見る（図13、図14）。授業への

主体性と英語への志向は、前期から後期にかけ、共に

上昇している。研究協議会の視点を生かした授業によ

り、特に児童の主体性が伸びたと考える。 

 次に、中学生の結果を見る（図15、図16）。授業への

主体性は、前期から後期へ「当てはまる」は39％から

59％へ上昇している。英語への志向についても、「当て

はまる」は42％から60％へ上昇している。平成26年度

小学校外国語活動実施状況調査の結果[概要](平成27

年２月実施)によると、「英語の授業が好き」について

は、小学生は72.3%、中学１年生は60.2%、また「英語

が好きどちらかといえば好き」と答えた児童生徒は、

小学生は70.9%、中学１年生は61.6％、中学２年生は

50.3％とある。このように、肯定的な回答は、学年が

上がるにつれ下降する傾向がある中で、今回の結果

は、前期から後期にかけ、授業への主体性と英語への

志向が共に上昇している。主体性と志向との関係は、

児童生徒の学びを促進する要因の一つであると考え

られることから、夏休みまでの研究協議会をもとに、

中学校研究委員が、小学校で「気付きを大切にする」

視点に基づく実践をした結果、生徒の授業への主体性

と同時に英語への志向も伸びたと考える。 

今回の調査は、中学校１校の結果であるものの、小学校との交流による授業の工夫が、生徒の学

びの質の向上に影響を及ぼすことを示すのではないかと思われる。いずれの質問項目にも「当ては

まらない」と回答した生徒もいる。こういった生徒へのさらなる支援も必要であると考える。 

このように、小・中学校を通した研究型研修を継続的に進めることで、授業力とともに児童生徒

の授業への主体性や英語への志向が向上することから、グローバル化が進む社会に対応した確かな

コミュニケーション能力の育成へとつながることが明らかになったと考える。 

 

４ 研究型研修の成果 －コミュニケーション能力の育成につながる授業力－ 

 研究協議会初回では、「他校の研究委員と交流して、すぐに授業に使えるゲーム等の活動を知りた

い」という授業の方法を求める声があった。しかし、継続的に研修と実践を進めることで、「自分の授

業を振り返り、ALT等と授業に関して話をする機会が増えた」「担任が児童生徒の実態に合わせた授業

を進める必要がある」「中学校での英語学習につなげられるようにという視点がもてた」「説明の仕方

等、小学校の工夫を取り入れた」「小学校での教科化に向けて、『文字指導』を視野に入れた授業展開

を考えられるようになった」等、授業の考え方や理念に関する声に変わった。このように、小・中学

校の研究委員の交流により、意識が変わり、授業を見る目、自らの実践を振り返る目が養われたと考

える。また同時に、児童生徒の主体性と英語への志向の上昇が見られた。 

以上のことから、小・中学校を通じた研修と実践の往還が、英語によるコミュニケーション能力の

育成につながるということを、この研究型研修により明らかにできたと考える。 

図13 小学生 授業への主体性 

図14 小学生 英語への志向 

図15 中学２年生 授業への主体性 

図16 中学２年生 英語への志向 
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Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) グローバル化が進む社会に対応したコミュニケーション能力の育成を探るために、小・中学校を

通した英語によるコミュニケーション能力を育む研究型研修を行った。その結果、授業力が向上し、

小学校から中学校への学びの円滑な接続の手がかりが見つかり、児童生徒のコミュニケーション能

力の向上に有効であることが明らかになった。 

(２) 研修と実践との往還を通し、授業者の意識が授業の方法論から授業の考え方や理念に変わったこ

とで、授業者は授業を見る目をもち、小・中学校の工夫を取り入れて授業の幅を広げ、さらに、授

業力の向上へつながった。 

(３) 英語でのやりとりを通した児童生徒の言葉への気付きが、児童生徒の授業への主体性と英語への

志向を高め、それが、児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成につながると考える。 

 

２ 今後の課題 

(１) 小学校の外国語活動は、コミュニケーションの素地や態度の育成が期待されており、必ずしも知

識技能の習得のみを目的としていない。次期学習指導要領で教科化された際、学習到達目標を知る

ために、「CAN-DOリスト」や「CEFRi）」等の活用が見込まれ、その活用について探ることが必要

である。 

(２) 各学校段階の学びの接続は、小・中・高等学校を通したコミュニケーション能力の育成につなが

ると考えられる。したがって、円滑な接続にせまる多くの実践とその検証が引き続き求められる。 
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