
 
 

平成30年度(2018年度) 研究員派遣による学校支援に関する研究 

 
児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくり 

 

－小・中学校の系統的な学習を踏まえた言語活動の充実を通して－ 
 

内容の要約 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キーワード    

小・中学校の系統的な学習  Small Talk  主体的に英語でコミュニケーションを図る                      
「単元プランシート」   「レッスンプランシート」   「振り返りシート」 
        

目        次 

Ⅰ 主題設定の理由 

Ⅱ 研究の目標 

Ⅲ 研究の仮説 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

１ 児童が主体的に英語でコミュニケ

ーションを図るとは 

２ 児童が主体的に英語でコミュニケ

ーションを図る授業づくりとは 

Ⅴ 研究の進め方 

１ 研究の方法 

２ 研究の経過 

Ⅵ 研究の内容とその成果          

１ 児童が主体的に英語でコミュニケ

ーションを図る授業づくりの手立

て 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

 

(1) 

 

(2) 

(2) 

(2) 

(3) 

(3) 

 

 

(3) 

 

 ２ 児童が主体的に英語でコミュニケ

ーションを図る授業づくりのサイ

クル(STEP１から STEP４) 

３ 児童が自分の思い等を伝え合う喜

びを実感できる言語活動の実践 

４ 授業づくりのサイクル(STEP１か

ら STEP４)に取り組んだ成果       

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題        

１ 研究のまとめ 

２ 今後の課題 

文 献 

 

 

(5) 

 

(9) 

 

(11) 

(12) 

(12) 

(12) 

 

滋賀県総合教育センター  

                         疋 田 か お り  田 中 妃 登 美 

滋賀県教育委員会では平成30年度学校教育の指針において、小・中・高等学

校の各段階で身に付けさせたい力を明確にし、主体的に取り組む言語活動を中

心に授業を展開するとしている。そこで、小学校の外国語活動において、派遣

研究員受入校の指導者と協働で、小・中学校の系統的な学習を踏まえ、「単元プ

ランシート」「レッスンプランシート」「振り返りシート」を作成・活用するこ

とで、児童が自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動の充実を図っ

た。このように授業づくりに取り組むことで、児童が主体的に英語でコミュニ

ケーションを図る姿が見られるようになった。 
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 平成 30 年度学校教育の指針  

小学校中学年「外国語活動」 

高学年「外国語科」 

平成 32 年度 全面実施 

 

児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくり 

小学校の外国語活動の成果と課題 
◎児童の高い学習意欲、中学生の外国語教育に対する

積極性の向上 
△音声から文字への円滑な接続がされていない 
△より体系的な学習が求められる 

 

～外国語教育の目標であるコミュニケーションを図る資質・能力の育成を目指す～ 
・指導者が、小・中・高等学校の各段階で身に付けさせたい力を明確にし、児童生徒が主体的に取り

組む言語活動を中心に授業を展開する 
・指導者が校種間での連携をいっそう深め、小・中・高等学校による系統的な外国語教育を推進する      

授業づくりＳＴＥＰ３ 

「振り返りシート」 

 

「単元プランシート」 
「レッスンプランシート」 

 

授業づくりＳＴＥＰ１ 授業づくりＳＴＥＰ２ 

 

 授業実践 

 

授業づくりＳＴＥＰ４ 

 

 

小・中学校の系統的な学習を踏まえた言語活動 

 授業の見直し 

自
分
の
思
い
等
を
伝
え
合
う
喜
び
を 

実
感
で
き
る
言
語
活
動
の
充
実 

 

 

「レッスンプランシート」の活用 

 

意見交流、授業改善 児童の気付きや変容の確認 

 

 小学校学習指導要領(平成 29年告示)解説外国語活動・外国語編  

「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」 

 

１時間の授業の流れ 

 「小・中学校の系統学習早

見表(外国語活動・外国語

科)」で系統を確認・記入 

 

 

児童に身に 
付けさせたい力 
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研究員派遣による学校支援に関する研究 

 
児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくり 

－小・中学校の系統的な学習を踏まえた言語活動の充実を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

         

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説外国語活動・外国語編では、これまでの外国語活動の充実に

より、児童の高い学習意欲、中学生の外国語教育に対する積極性の向上が挙げられている。一方で、音

声中心で学んだことが、中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続されていないことや、児童

の抽象的な思考力が高まる小学校高学年の段階では、より体系的な学習が求められること等が課題とし

て指摘されている。このような成果と課題を踏まえ、小学校中学年に外国語活動、高学年に外国語科が

導入され、平成32年度から全面実施となる。 

本県では、平成30年度学校教育の指針の中で、外国語教育の目標であるコミュニケーションを図る資

質・能力の育成を目指すために、指導者が、「小・中・高等学校の各段階で身に付けさせたい力を明確

にし、児童生徒が主体的に取り組む言語活動を中心に授業を展開する」１）としている。また、指導者が

「校種間での連携をいっそう深め、小・中・高等学校等による系統的な外国語教育を推進する」１）こと

が示されている。 

そこで本研究では、小学校の外国語活動において、派遣研究員受入校の学級担任(以下、指導者とい

う。)と協働で、小･中学校の系統的な学習を踏まえて、自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語

活動を充実させ、児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業を構想し、実践することが必要

であると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 小学校の外国語活動において、指導者と協働で、小・中学校の系統的な学習を踏まえて、自分の思い

等を伝え合う喜びを実感できる言語活動を充実させることで、児童が主体的に英語でコミュニケーショ

ンを図る授業づくりを目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

        

小学校の外国語活動において、指導者と協働で、小・中学校の系統的な学習を踏まえて、児童に身に

付けさせたい力を明確にする。その力を付けさせるために、児童が英語に親しみ、興味をもてる工夫を

し、自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動を充実させれば、児童が主体的に英語でコミュ

ニケーションを図る授業をつくることができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 児童が主体的に英語でコミュニケーションを図るとは 

「児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る」とは、「児童が今までに学んだ表現を使って、

自ら進んで自分の思い等を伝え合う」とする。指導者が児童の実態に応じて、身に付けさせたい力を

明確にし、児童が自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動を授業の中で設定する。児童が
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自分の思い等を伝え合うために、指導者は、児童の実態に応じたペアやグループ活動、Small Talkによ

る反復練習、書く活動を授業の中に取り入れる。これらのことにより、学んだ表現を使う機会や伝え

る手段を増やし、児童が「自分の思いが伝わった、相手のことが分かった、楽しかった」という思い

をもつことができ、伝え合う喜びを実感できる。その結果、「多くの人といろいろなことをもっと英

語で伝え合いたい」という思いをもつようになると考える。 

２ 児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりとは 

(１) 小・中学校の系統的な学習を踏まえた言語活動 

各学年で学習する表現内容が分かる「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」を作

成する。それを指導者が活用することで、小・中学校の外国語活動・外国語科の学習する内容や表

現の関連性を知ることができる。そのことにより、児童に身に付けさせたい力がより明確になり、

自分の思い等を伝え合うための言語活動や表現を考える手立てとなる。 

 

(２) 自分の思い等を伝え合うための言語活動の設定 

  ア 単元の最終活動 

単元の最終活動とは、指導者が、児童の実態に応じて身に付けさせたい力を明確にし、その力

を活用して児童が自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動のこととする。 

イ 授業で行う中心活動 

   授業で行う中心活動とは、「本時の目標(今日のめあて)」の達成とその時間に学習する表現等

の定着を図るために毎時間行う言語活動のこととする。 

ウ Small Talk 

Small Talkとは、「あるテーマのもと、指導者のまとまった話を聞いたり、ペアで自分の考えや

気持ちを伝え合ったりすること」２）と小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブックに記されて

いる。その際、指導者や児童が自分自身に関する気持ち等についてやり取りすることで、児童が

既習表現を想起する指導・援助を行い、既習表現や対話を続けるための基本的な表現の定着を図

ることを大切にすると記されている。これを踏まえて、２時間に１回程度、児童が興味・関心の

ある身近な話題についてSmall Talkを行う。 

 

(３) 授業づくりのサイクル(STEP1からSTEP4) 

   本研究では、児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づ

くりを、児童に身に付けさせたい力を明確にする「単元プランシート」

の作成と１時間の授業の流れを明確にする「レッスンプランシート」の

作成(STEP１)、「レッスンプランシート」を活用した授業実践(STEP

２)、児童が自己の学びを振り返る「振り返りシート」の活用(STEP３)、

授業改善のための授業の見直し(STEP４)のサイクルで行う(図１)。 

              

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 派遣研究員受入校の外国語活動における児童の質問紙および指導者の意識調査から、学習状況や

課題を把握し、本研究の目標に沿って学校支援の内容を設定する。 

図１ 授業づくりのサイクル 
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(２) 派遣研究員受入校の課題から、児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりの手

立てとして、「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」で、小・中学校の外国語活動

・外国語科で学習する内容や表現の関連性を考慮し、「単元プランシート」や「レッスンプランシ

ート」を指導者と協働で作成し、授業実践を行う。 

(３) 児童が自己の学びを振り返る「振り返りシート」の記述や児童の授業内での様子を基に、授業の

見直しを行い、授業改善に取り組む。 

(４) 児童の「振り返りシート」の記述や授業内での様子、指導者の授業づくりに対する意識の変容等

から、児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりが実施できたかについて検証す

る。 

(５) 派遣研究協議会を実施し、各校での取組について交流・協議する。 

(６) 各校での取組内容、成果と課題についてまとめる。 

 

２ 研究の経過 

 
４月 

４月～11月 
 
 

５月 
 

８月 
 

 
研究構想、研究推進計画の立案 
派遣研究（野洲市、栗東市、東近江市、高
島市の小学校各１校、原則各校週１回派
遣） 
児童の質問紙および指導者の意識調査（第
１回）の実施 
第１回派遣研究協議会（１学期の取組の成
果と課題、２学期の方向性） 

 
11月 

 
 
 

11月～12月 
１月 
２月 
３月 

 
児童の質問紙および指導者の意識調査(第
２回）の実施 
第２回派遣研究協議会(研究の成果と課
題、研究のまとめ方) 
研究論文原稿執筆 
研究発表準備 
研究発表大会 
研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりの手立て 

  指導者の意識調査の結果や聞き取りから、

図２のような課題が見えてきたため、次のよ

うな手立てで授業づくりを行うことにした。 

 

(１) 授業づくりで活用する「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」の作成 

授業づくりを行う際、小・中学校の系統的な学習を意識できるようにするための手立てとして、

指導者とALTまたはJTEと協働で「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」(図３)を作

成した。それを基に、指導者が小・中学校の外国語活動・外国語科の学習する内容や表現等の関連

性を考慮して、単元で児童に身に付けさせたい力やその力を活用した最終活動を考えることができ

た。また、Small Talkの内容を考える際には、図３の使用する場面のカテゴリの中から使える表現を

取り入れ、活用するようにした。 

・児童に付けさせたい力を考えて、単元計画を立てられていない。 

・どんな言語活動を設定したらよいか。  

・書く活動をどれくらい、どのように入れたらよいか。  

 図２ 指導者の意識調査や聞き取りから見えてきた課題 

図３ 小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)(一部抜粋) 

使用する場面 

のカテゴリ 
 

 
 

ここで学習する表現 
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(２) 「単元プランシート」と「レッスンプランシート」の作成 

  ア 児童に身に付けさせたい力を明確にした「単元プランシート」の作成 

「単元プランシート」(図４)の作成では、まず、文部科学省作成の新教材年間指導計画例の単

元目標を確認して記入する。次に「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」で、小

・中学校の外国語活動・外国語科で学習する内容や表現等の関連性を考慮して、この単元で児童

に身に付けさせたい力(単元の目標)とそれを活用した単元の最終活動や、各授業の「本時の目標

(今日のめあて)」を設定し、単元構成を考える。その際、“Hi, friends!”や新教材“We Can!”の

言語活動例を参考に、各授業で行う中心活動を考え、４技能の評価項目を明確にする。 

イ １時間の授業の流れを明確にした「レッス 

ンプランシート」の作成  

「レッスンプランシート」(図５)の作成で

は、以下の手順で行う。①「本時の目標(今日

のめあて)」を記入する。②「本時の目標(今

日のめあて)」達成に向けて、児童の活動を記

入する。その際、中心活動の内容と方法を記

入する。③Small Talkのテーマやその中で使う

表現を記入する。④全体の流れの中で、指導

者とALTまたはJTEの活動・支援を記入する。

⑤評価方法を記入する。このように、「レッ

スンプランシート」を作成することで、１時

間の授業の流れを明確にする。 

 

 

　　　  

時

聞く

書く

◆世界の料理や、国旗、文字、服装といったそれぞれの国の文化を知ることで、世界に興味を
   もち、話し合うことができる

◆英語にも場に応じた丁寧な表現があることに気付き、やり取りを聞き取ったり、話したりすること
  ができるようになる

◆味覚や食べ物の特色などを表す語彙や、値段の尋ね方と答え方に慣れ親しむことができる

・世界の名物料理の絵を見て、気付いたことを話し合う
・映像を見て、世界の料理に関して分かったことを書く

○

あいさつ
ウォーム

アップなど

復習・導入

中心活動

・Daily Questions  ・Small Talk

・Let's Watch and Think1（Ｐ５８～Ｐ５９）

＊世界の国の国旗を紹介し、様々な国があることを想起する

単元プランシート

単元目標
・家族の呼称や、丁寧に注文や値段を尋ねたり答えたりする表現を聞いたり言ったりすることができる。また、簡単な語句を書き

写すことができる。(知識及び技能)

・丁寧に注文を尋ねたり答えたりして、自分の考えを伝え合ったり、簡単な語句を推測しながら読んだりする。(思考力・判断

力・表現力等)

・他者に配慮しながら、丁寧に注文を尋ねたり答えたり、メニューについてまとまりのある話を聞いたり、感想を伝え合ったりし

ようとする。(学びに向かう力、人間性等)

1

2

目標(◆)と主な活動

3

単元名　We Can!1　Unit8 What would you like? 　(全８時間)

・Let's Watch and Think２（Ｐ６０）　・Let's Listen１(Ｐ６０)

･Let's Chant(P61)

あいさつ

書く

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions  ・Small Talk　　・振り返りの紹介

復習・導入
・Jingle(Ｐ59)

･Ｐ84～P85の食べ物のピクチャーカードで飲食物を表す表現を確認する

中心活動

書く

○

あいさつ

あいさつ

振り返り

振り返り

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions  ・Small Talk　　・振り返りの紹介

復習・導入
 ・Let's Chant(Ｐ６１)

・3桁までの数字の表し方を確認する（ワークシート）

中心活動
・食べ物の特色を表したり、美味しい等感想を表現する
・値段を尋ねたり、答えたりする活動に取り組み、値段を書く

　学習する表現
・What would  you

  like?

・What (食物) would

   you like?

・I'd like(食べ物).

・How much?

・It's(値段).

この単元で児童に身に付けさせたい力
・丁寧に注文や値段を尋ねたり答えたりする表現を使う活動を通
　して、相手を気遣いながら交流する

身に付けさせたい力を活用した活動（最終活動）
・店員と客に分かれてやり取りをし、考えたメニューを発表する

聞く ○

話す ○

読む

聞く

話す

読む

○

話す ○

読む

振り返り

振り返り

話す ○

読む

書く

読む ○

書く ○

聞く ○

聞く

話す

書く

聞く ○

話す ○

読む

書く

読む ○

書く

聞く ○

ウォーム
アップなど

聞く ○

話す

話す ○

読む
・メニューや値段を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ

あいさつ

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど ・Daily Questions   ・Small Talk　・振り返りの紹介

復習・導入 ・場面設定や役割の確認をする

中心活動
・店員と客に分かれてやり取りをする
・考えたメニューを発表する

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど ・Daily Questions   ・Small Talk　・振り返りの紹介

復習・導入 ・Let's Chant(Ｐ６１) ・場面設定や役割の確認をする

中心活動
・ペアの相手にインタビューをしておき、好きな食べ物を
　聞く

あいさつ

振り返り

振り返り

中心活動 ・Let's Listen２，３（Ｐ６０）

・Daily Questions   ・Small Talk　・振り返りの紹介

復習・導入
  ・Let's Chant (Ｐ６１)

 ・Ｐ84～P85の食べ物のピクチャーカードで飲食物を表す表現を確認する

中心活動 ・店員と客とに分かれてやり取りする

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど ・Daily Questions   ・Small Talk　・振り返りの紹介

復習・導入
・Let's Chant(Ｐ６１)

・Let's Listen４，５（Ｐ６２）

中心活動

あいさつ
ウォーム

アップなど ・Daily Questions   ・Small Talk　・振り返りの紹介

復習・導入
・Let's Chant(Ｐ６１) ・Ｐ84～P85の食べ物のピクチャーカードで飲食物を表す表

現を確認する・他の人のためにメニューを作る場面設定を確認する（Ｐ６２）

振り返り

4

8

◆店員と客になり、自分なりのメニューを立てるためのやり取りができる　＊特別教室使用

6

◆他の誰かのために作ったメニューや値段を聞き取ることができる

◆丁寧な注文の仕方や答え方、値段の尋ね方や答え方に慣れ親しむことができる

◆店員と客とに分かれてやり取りをすることができる

7

◆飲食物の名称に慣れ親しみ、簡単な語句を書き写すことができる

5

あいさつ

学習内容(中学校)

【中学１年生】買い物

【中学２年生】買い物

【中学３年生】さそい

学習する表現（中学校）

・Here's your change.・Shall I show you a smaller one ?

・Would you like some more?・I'd like some (数えられない名詞).

・Would you like to come with me? ・I'd like some tea.

図４ 児童に身に付けさせたい力を明確にした「単元プランシート」の記入例(第５学年) 

「この単元で身に付けさせたい力(単元の目標)」と「身に付け

させたい力を活用した言語活動(最終活動)」を設定する 

「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」を基に、系統的な学習を意識する 
 

各授業の４技

能の評価項目

を明確にする 

 文部科学省作成の新教材年間指導計画例の単元

目標を確認して記入する 

図５ １時間の流れを明確にした「レッスンプラン 

シート」の記入例(第５学年) 

①「本時の目標(今日のめあて)」を記入する 
 

②中心活動の内

容と方法を記

入する 
 

③Small Talk の

テーマやその

中で使う表現

を記入する 

⑤評価方

法を記

入する 

④指導者と

ALT、JTEの

活動・支援を

記入する 

②児童の活

動を記入

する 
 

「本時の目標(今日のめあて)」を設定し、「この単元で身に

付けさせたい力(単元の目標)」を身に付けさせるための段階

的な学習内容を、単元を見通して組み立てる 
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(３) 「振り返りシート」を用いた児童の見取りと活用の工夫 

各授業と単元の終わ

りに、児童が気付きや

感想等を記入し自己評

価をするための「振り

返りシート」(図６)を

指導者と協働で作成・

活用する。その際、指導

者は単元の第１時には

「単元の目標(単元の

めあて)」を、各授業の

最初には「本時の目標

(今日のめあて)」を板

書する。児童は、それら

を「振り返りシート」に記入し、各授業の終わりには「本時の目標(今日のめあて)」を基に、本時

の学習について振り返り、単元の終わりには、「単元の目標(単元のめあて)」と今まで書いた振り

返りの内容を基に単元の振り返りを行う。 

指導者は、「振り返りシート」に書かれた児童の記述から授業での児童の様子や変容を見取り、

授業を見直し、授業改善するときに活用するものとする。 

 

２ 児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４) 

(１) 「単元プランシート」「レッスンプランシート」の作成(授業づくりSTEP１)  

第６学年の“My Summer Vacation” という単元で授業づくりを実践した。児童の質問紙調査の分析

から、多くの児童が書くことに抵抗感をもっていることが分かったため、本単元では、児童の実態

に応じて段階的に書く活動を取り入れることを指導者やJTEとで確認した。  

　　　

時

聞く

書く

◆夏休みに行った場所について、聞いたり、言ったりできる

◆夏休みに楽しんだことにについて、聞いたり、言ったりできる

◆夏休みに行った場所、楽しんだこと、食べた物（見た物）について伝え合うことができる

・キーワードゲーム    　　・Let's Talk （I went to ～ ）

・Let's Read and Write （I went to～ ）

あいさつ
ウォーム

アップなど

復習・導入

中心活動

 ・Daily Questions

 ・Small Talk （HRTの夏休み） →  単元の最終活動を知る

 ・夏休みに関する語句の導入

単元プランシート

単元目標
・夏休みに行った場所や食べた物、楽しんだこと、感想などを聞いたり、言ったりすることができる。（知識
   及び技能）
・夏休みに行った場所や食べた物、楽しんだこと、感想などについて伝え合う。また、夏休みの思い出につい
   て、簡単な語句や基本的な表現を推測しながら読んだり、例を参考に語順を意識しながら書いたりする。
  （思考力、判断力、表現力）
・他者に配慮しながら、夏休みの思い出について伝え合おうとする。（学びに向かう力、人間性等）

1

2

目標(◆)と主な活動 評価(○)

3

単元名 　We Can ! 2 　Unit 5    My Summer Vacation  (全５時間)

・Small Talk②（HRTとJTE  ）      ・すごろくゲーム　（I went to    I enjoyed ）

・Let's Talk (I went to  I  enjoyed)  　　・ Let's Read and Write 　（I enjoyed ）

あいさつ

書く

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions

復習・導入 ・Small Talk①（行った場所）

中心活動

書く

○

○

あいさつ

あいさつ

振り返り

振り返り

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions

復習・導入 ・Small Talk （行った場所、楽しんだこと ）

中心活動
・Let's Chant (P35 )  ・Let's Listen 2  （P37）　・カードデスティニーゲーム

・Let's Talk（ペアで）・Let's Read and Write （I ate,   I  saw ）

振り返り

学習する表現
I went to ~

I enjyoed ~

I saw ~

I ate　~

It was ~

この単元で児童に身に付けさせたい力
・夏休みにしたことや感想を英語で伝え合うことができる

身に付けさせたい力を活用した活動（最終活動）
・夏休みの思い出の絵日記を書き、伝え合う

聞く ○

話す ○

読む

聞く

話す

読む

○

話す ○

読む

振り返り

振り返り

話す

読む

書く

読む

書く

聞く

聞く

話す

聞く

話す

読む

書く ○

読む

書く

聞く

書く

ウォーム
アップなど

聞く ○

話す ○

話す ○

読む
・Let's Write（夏休みの思い出） ・発表会

あいさつ

学習内容(中学校)
【中学1年】・過去形・日記の作成

【中学2年】・連休の思い出

【中学3年】・修学旅行の思い出 ・中学校生活の思い出

学習する表現（中学校）
 I （動詞の過去）.  Did you （動詞の原形）?

 I did not （動詞の原形）.

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど

復習・導入

中心活動

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど

復習・導入

中心活動

あいさつ

振り返り

振り返り

中心活動 ・すごろくゲーム　・Let's Talk    ・Let's Read and Write ( It was )

復習・導入

中心活動

あいさつ

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions

復習・導入 ・Small Talk

中心活動

あいさつ
ウォーム

アップなど
・Daily Questions

復習・導入 ・Small Talk①(食べた物) ・Small Talk ②（HRTとJTE） ・形容詞

振り返り

4

8

◆

6

◆夏休みに体験したことに自分の感じたことを付け加えて伝え合うことができる

◆夏休みに行った場所、楽しんだこと、食べた物、その感想を絵日記に書き、伝え合うことができる

◆

7

◆

5

あいさつ

図７ “We Can! 2  Unit 5  My Summer Vacation”の「単元プランシート」(第６学年) 

 

単元の目標(単元のめあて)を記入する 

本時の目標(今日のめあて)を記入する 

本時の学習の手ごたえを自己評価する  

本時の学習の気付きや感想を記述する 

単元全体を通しての気付きや感想を記述する 

図６ 児童が自己評価をするための「振り返りシート」 

本時の

振り返

り 

 

学習する内容や表現 使用する場面のカテゴリ

ー 
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「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」を使って、小・中学校で学習する内容や

表現の関連性を踏まえ、本単元で学習する過去形の表現を“I went～.” “I enjoyed～.” “I ate(saw)～.” “It 

was～.”に絞り、児童に身に付けさせたい力(単元の目標)を「夏休みにしたことや感想を英語で伝え

合うことができる」、その力を活用した単元の最終活動を「夏休みの思い出の絵日記を書き、伝え

合う」とした。そして、児童が単元の最終活動が行えるように、各授業の「本時の目標(今日のめあ

て)」を設定し、単元構成を考えた(p.5の図７)。また、児童が本時で学習する過去形の表現を使っ

て「夏休みの思い出」を伝え合うことができるようになるための各授業の中心活動を設定した。併

せて、「本時の目標(今日のめあて)」を達成するために、「レッスンプランシート」を作成し、１

時間の授業の流れを明確にした。 

 

(２) 授業の実践(授業づくりSTEP２)   

ア 単元の見通しをもつための 

活動(第１時)  

「本時の目標(今日のめあて)」

を「夏休みに行った場所について、

聞いたり、言ったりできる」とし

て、授業を展開した(図８)。まず、

本単元の最終活動を示すため、指

導者が自作の絵日記を見せながら

「夏休みの思い出」についてSmall 

Talkを行った。そして、児童に

Small Talkから分かったことを尋

ね、夏休みの思い出として「行っ

た場所」「楽しんだこと」「食べ

た物」「感想」を英語で伝えたこ

とを確認した。児童は、興味をも

って指導者の「夏休みの思い出」

を聞くことにより、自分たちが行

う単元の最終活動を知ることがで

きた。そこで、「単元の目標(単元

のめあて)」を提示した。「単元の

目標(単元のめあて)」の達成に向

けて、第１時で「何ができるよう

になればよいか」を確認した後、

「本時の目標(今日のめあて)」を提示し、授業を展開した。このように、最初に単元の最終活動

を示すことで、児童は、見通しをもって意欲的に学習に取り組めるようになった。 

イ 自分の思い等を伝え合う喜びを実感できるようにするための言語活動(第２時から第４時)  

第２時は、「本時の目標(今日のめあて)」を「夏休みに楽しんだことについて、聞いたり、言

ったりできる」とし、学習する表現として“I enjoyed ～.”を扱った。そして、前時に学習した 

“I went ～.”の復習として、ペアで７ページの図９の対話を続けるための表現を使い、自分の夏

休みについてSmall Talkを行った(p.7の図10)。その際、児童が取り組みやすくなるように、まず、

指導者とJTEがSmall Talkを行って見せた。それにより、児童はイメージを膨らませ、夏休みに行

図８ 第１時の「レッスンプランシート」 
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った場所についてペアでSmall Talkを行った。中心活動では、

“I enjoyed ～.”を定着させるための活動を取り入れ、その

後、Small Talkで話した内容に、本時で学習した表現“I enjoyed 

～.”を付け加えて、自分たちの夏休みについて伝え合った

(Let’s Talk)。相手が話したことに反応しながら対話を続ける

ことで、児童は、お互いの夏休みについて、楽しんでやり取

りを行った。そして、自分が話した内容を書く活動(Let’s Read 

and Write)へとつなげた。書く活動では、児童がワークシート

に薄く書かれた語句や文をなぞり、さらに自分が話した内容

を語群から選び、４線に書き写すことを行った。第３時では

“I ate (saw) ～.”、第４時では“It was ～.(感想).”と学習す

る表現を分けて扱い、授業の流れを概ね同じにした。このよ

うに授業を進めることで、積極的に自分の思いを伝えたり、

相手の話すことに反応したりする児童が増えた。また、自分の「夏休みの思い出」を意欲的に多

くの人に伝えている姿が見られた。 

ウ 自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる最終活動(第５時)  

第５時は、「本時の目標(今日のめあて)」を「夏休みに

行った場所、楽しんだこと、食べた物、その感想を絵日記

に書き、伝え合うことができる」とした。復習として、昨

夜または今朝食べた物について、ペアでSmall Talkを行っ

た。次に、単元の最終活動として、「夏休みの思い出」を

伝えていない人にも「絵日記」を通して伝えるために、第

１時から第４時で自分の夏休みについて話したり、書いた

りしたことを基に、「夏休みの思い出」を絵日記に書いた

(図11)。その際、指導者はその「絵日記」を見てまわり、

読んで分かったことや感じたことを伝えながら声をかけ

た。そうすることで、児童は伝えたいことが読み手である

指導者に伝わっていることを実感し、さらに向上しようと

意欲的に取り組むようになった。児童は、グループで自分

の絵日記を見せながら、自分の「夏休みの思い出」につい

て伝え合った。本時までに、多くの人に自分の夏休みにつ

いて話すことを積み上げてきた児童は、聞いている児童に

反応しながら聞いてもらえたことで、自信をもって「夏休

みの思い出」を伝えることができた(図12)。単元を通して、

「夏休みの思い出」を伝え合う活動に書く活動も取り入

れ、それを段階的に行うことで、児童は、自分が伝えたい

「夏休みの思い出」を絵日記に書き、それを基に自分の思

い等を伝え合う喜びを実感することができた。 

 

(３) 「振り返りシート」から見えた児童の姿(授業づくりSTEP３) 

児童は、「振り返りシート」で、児童自身が「本時の目標(今日のめあて)」について自己評価し、

「できるようになったこと」「分かったこと」を具体的に振り返った。それにより、児童は、「次

Ａ：I went to the pool. 

Ｂ：That’s nice. 

    I went to the sea. 

Ａ：That’s great. 

図10  Small Talkの内容 

図９ 対話を続けるための表現 

図11 児童の絵日記 

図12 「夏休みの思い出」を 

伝え合う様子 
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図14 単元後の「振り返りシート」の記述 

にチャレンジしてみたい」という気持ちをもつことできるようになった(図13)。 

   また、単元全体を振り返った「振り返りシート」の記述から、自身の成長を実感し、主体的にコ

ミュニケーションを図ろうとする児童の姿勢がうかがえた(図14)。 

 

 

 

 

 

 

(４) 授業の見直し(授業づくりSTEP４) 

授業後に指導者とJTE、研究員で、授業中の

児童の様子や「振り返りシート」の記述を基に

意見交流の時間を設定した。第３時の言語活動

では、学習する表現の練習が少なく、言語活動

の説明も日本語で行っていたため、英語でのや

り取りがイメージできず、なかなか取り組めな

い児童や、「振り返りシート」に「難しかった」

という記述があった。そこで、次時の授業の見

直しを行った。第４時の言語活動では、活動前

に学習する表現の練習を多く取り入れ、指導者

とJTE、代表児童で、英語で言語活動のやり取

りの例を示し、内容の説明をすることにした

(図15)。その結果、第４時以降の児童の英語で

のやり取りがスムーズになった。また、「振り

返りシート」の「難しかった」という記述もほとんどなくなり、「活動を通して、楽しく覚えられ

たのでよかった。自分の思いもしっかり伝えることができた」等の記述が見られた。また、単元終

了後にも、授業の見直しを行った。単元(Unit 5)の振り返りに「もっとクラスのみんなや先生といろ

いろな英語で話してみたい」「Me, too.と言って共感をしてみたい」等の記述があった。単元(Unit 5)

では、ペアやグループで、自分の思い等を伝え合う言語活動を行っていたが、次の単元では、自由

に動き回り、より多くの人に自分の思い等を伝え合う場面を設定することにした(図16)。その結果、

次の単元での「難しい言葉もあったけど、グループ、グループ以外の人との交流で言えるようにな

った言葉がいっぱいあった」のような振り返りの記述が見られるようになった。このように、児童

の様子や「振り返りシート」の記述を基に、授業後や単元終了後の見直しを行い、授業改善に取り

組むことで、児童が主体的に英語でコミュニケーションを図る授業づくりへとつながった。 

 

単元後の「振り返りシート」の記述 
・今回学んだことで、英語の文が書けるようになって、自分の思いを人に伝えることができてよかったです。 
・夏休みの思い出の伝え方が分かりました。今回学んだことを生かし、他の思い出も伝え合えたらいいなと思います。 
・この単元で学習したことを外国人と交流するときに活用したいです。 
・小学校で習ったことを中学校でも生かせるように、これからもどんどん新しいことを覚えて、書いて、声に出して
練習していきたいです。 

 

 
学習する表現を少し練習した後に、言語活動の説明を日本語で

行った 

・言語活動の前に、学習する表現の練習を多く取り入れた 

・指導者と JTE、代表児童で、英語で言語活動のやり取りの例

を示し、内容の説明をした 

図15 授業後の見直し 

第３時の言語活動 

第４時の言語活動 

図16 単元終了後の見直し 

 

ペアグループで、自分の思い等を伝え合う言語活動を行った 

単元(Unit 5)の授業 

次の単元の授業 
ペアやグループだけでなく、自由に動き回り、より多くの人に
自分の思い等を伝え合う場面を設定した 

授業の見直し 

授業の見直し 

第１時の「振り返りシート」の記述 
・どこへ行ったか等を話し合えたので、とても楽しかったです。他に行ったところも言い合いたいです。 
第２時の「振り返りシート」の記述 

・楽しんだことを伝えることができました。enjoyed をつけることで、楽しんだことが伝わることがわかりました。いろい
ろな楽しんだことを言えるようにしたいです。 
第４時の「振り返りシート」の記述 

・私が、夏休みにタワーを見て感じたことは、beautiful です。たくさんの景色を見ることができて、きれいだったからで
す。次は、友達に別の感じたことを伝えたいです。 

 
図13  各授業の「振り返りシート」の記述 
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３ 児童が自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動の実践 

(１) 「相手意識」や「目的意識」を明確にした言語活動の実践 

単元：第５学年 We Can!１ Unit５ She can run fast. He can jump high.(全６時間) 

ア 授業づくりSTEP１ 

「小･中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」で、今まで学習した内容と今回学習する

内容(できること)、中学校の学習内容を考慮して「単元プランシート」を作成した。この単元で

児童に身に付けさせたい力(単元の目標)を「いろいろな先生にできること、できないことを英語

で尋ねて伝え合うことができる」とし、その力を活用した単元の最終活動を、「先生にインタビ

ューをして、クイズにして伝え合う」とした。１時間ごとの授業づくりには「小･中学校系統学習

早見表(外国語活動・外国語科)」でこの単元で学習する内容と表現“can”を確認し、どのような段

階を経て学習したらよいかを考慮して、「レッスンプランシート」を作成した。その際、各授業

で行う“can”の表現に慣れ親しむための中心活動(ゲームやインタビュー活動等)の内容やその表

現を使ったSmall Talkの内容を考え、記入した。 

イ 授業づくりSTEP２ 

単元の第１時では、指導者とALTが単元の最終活動をSmall Talkで示した。そして、この単元の

第６時で行う単元の最終活動ができるようになるために何を各授業で学習していく必要がある

かを児童と確認した。 

第２時以降、指導者は、この単元で学習している内容を用いたインタビュー活動等を段階的に

取り入れ、児童が表現に慣れ親し

むことができる授業を実践した。

児童は、各授業の中心活動に取り

組んでいくことで、「“can”を使っ

てALTにもっと質問したい」とい

う思いをもつことができ、多くの

児童がALTに質問をした。また、

授業の中で、指導者は今、学習し

ている(活動の中で練習してい

る)表現“can”が、中学校でも学習

し、これから行う活動も中学校の

授業で行うことを児童に伝えた

ことで、いつも以上に自分の知っ

ている英語を使って取り組む姿

が見られた。 

第４時では単元の最終活動に

向けて、インタビューする相手

(指導者以外の先生)を意識しな

がら、その先生に聞いてみたいこ

と(「できること・できないこと」

を“can”を使って、英語でインタ

ビューする質問)を５～６人のグ

ループで考えた。そして次の授業

までに休み時間等を利用してそ

 
【第５学年 We Can!１ Unit５ She can run fast. He can jump high. (全

６時間)】 

★児童に身に付けさせたい力 

いろいろな先生にできること、できないことを英語で尋ねて伝え合う

ことができる 

＊「小・中学校系統学習早見表(外国語活動・外国語科)」で学習する内 

容(できること)と表現“can”を確認 

 

★身に付けさせたい力を活用した単元の最終活動 

先生にインタビューをして、クイズにして伝え合う 

   

〈中心活動〉 

 第１時 ・指導者と ALT が単元の最終活動をイメージした Small  

Talk を行う 

・can の表現に慣れ親しむ①  

 第２時 can の表現に慣れ親しむ② 

 第３時 He(She)を主語にした can の表現に慣れ親しむ 

 第４時 インタビューする先生への質問を考える 

 第５時 “Who is he(she)?”クイズの準備をする          

 

〈最終活動〉 

第６時 “Who is he(she)?”クイズをする  
 
 
 

        

発表の様子 インタビューの様子 

図17  相手を意識した言語活動を取り入れた授業の流れ(第５学年) 
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の先生にインタビューをした。第５時では、インタビューした結果を基に、他の児童にインタビ

ューした先生の紹介をするための原稿を作成することができた。第６時では、単元の最終活動と

して前時で作成した原稿を基に、“Who is he (she)?”クイズを行いながら、インタビューした先生

の紹介をした。このようにして、自分たちが指導者以外の先生に質問する内容を考え、実際にイ

ンタビューすることで、質問する相手を意識して自分たちが聞きたいことを英語で質問し、イン

タビューした先生を他の児童にクイズを通して紹介するという、目的意識をもったコミュニケー

ションを図る言語活動を行うことができた(p.9の図17)。 

ウ 授業づくりSTEP３ 

単元の最終活動で先生にインタビューをした際、児童自身が考えた質問に答えてもらえたこと

で、児童の「振り返りシート」の記述には、「もっといろいろなことを聞いてみたい、伝えてみ

たい」という記述が見られた。児童の様子からも尋ねたいことに答えてもらった喜び等、自分の

思い等を伝え合う喜びを実感できていることがうかがえた。 

  エ 授業づくりSTEP４ 

    授業後に指導者とALT、研究員とで授業中の児童の様子や「振り返りシート」に書かれた記述

から、児童の気付きや変容について話をした。指導者が児童の実態をしっかり把握して、児童に

わかりやすい「本時の目標(今日のめあて)」や各授業の中心活動を設定したため、その目標の達

成に向けて、児童が自分の知っている英語を駆使して言語活動に取り組む姿が見られた。 

 

(２) 既習表現の定着を図るSmall Talkの実践 

自分の思い等を伝え合うやり取りの定着を図るために、児童自身が既習表現を使って主体的に行

うやり取りを組み込んだSmall Talkを授業の最初に行った。１学期間、同じ表現で継続的に行い、定

着を図った。このSmall Talkは、①指導者とALT、②ALTと児童全員、③ALT(または指導者)と児童

(図18の左側)、④児童同士(図18の右側)、という４つの段階を設定した。活動開始当初、児童は、

主体的にSmall Talkを行うことは難しく時間もかかっていたが、児童の様子を見ながら段階を上げて

いくことで、１学期の後半になると、主体的に自分が聞きたいことを聞くやり取りができるように

なってきた。さらに２学期からは、学習した表現内容と、なぜそう思ったのかを“Why?”で尋ねて、

その理由を答えるやり取りを加えた。このようにSmall Talkに繰り返し取り組むことで、主体的に自

分の思い等を相手に伝える喜びを実感しながらやり取りが行えるようになってきた。 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

        

 

 

 

[内容] ２学期(児童同士) 

S1 ： Hello, I’m (S1 の名前). (S1 の名前の綴り), (S1 の

名前).  

What’s your name? 

S2 ： Hello, I’m (S2 の名前). (S2 の名前の綴り). 

S1 ： Nice to meet you, ~. 

S2 ： Nice to meet you, too. 

S1 ： How are you? 

S2 ： I’m (調子), thank you. And you? 

S1 ： I’m (調子), thank you. 

      Did you enjoy your summer vacation? 

S2 ： Yes. 

S1 ： Why?  

S2 ： I went to (saw, ate, enjoyed 等) ~. 

S1 ： Oh, that’s nice! 

S2 ： How about you? 

S1 ： Yes. I went to (saw, ate, enjoyed 等)~.  

Thank you. 

S2 ： You’re welcome. 

               ： 

[内容] １学期(ALT と児童) 

A ： Hello, I’m (A の名前). (A の名前の綴り), (A の名

前). What’s your name? 

S ： Hello, I’m ~. (S の名前の綴り). 

A ： Nice to meet you, ~. 

S ： Nice to meet you, too. 

A ： How are you? 

S ： I’m (調子), thank you. And you? 

A ： I’m (調子), thank you. 

 

What (color 等) do you like?  

S ： I like red. How about you? 

 

A ： Oh, you like red.  

It’s nice. I like blue. 

S ： Oh, Blue is good! Thank you. 

A ： You’re welcome.                

     

S が答える 

図18  １学期(ALTと児童)と２学期(児童同士)のSmall Talkの比較(第６学年) 

 A：ALT    S：児童 

animal, 

food 等 相

手に聞きた

いことを入
れて尋ねる 

 

なぜ、そう思ったのかを尋ねる 

理由を答える 

理由を答える 

S：児童 
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４ 授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に取り組んだ成果  

(１) 児童の変容 

   自分の思い等を伝え合う喜びを実感できる言語活動を積み重ねてきた外国語活動の授業におい

て、児童が知っている英語を使ってコミュニケーションを図ろうとしたり、ALTまたはJTEに積極的

に英語で質問をしたりする姿が見られるようになった。また、「振り返りシート」の記述(図19)か

らも、児童の「自分の思いを英語で話したい」「友だちと英語でやり取りしたい」という思いが育

まれてきていることがうかがえる。さらに、授業づくりを行う際、児童が「伝えたい」「楽しい」

と思える中心活動になるよう工夫し、書く活動を段階的に取り入れたことで、児童の書くことに対

する抵抗感が軽減され、「単語や文を書くことができてよかった」という思いをもつことができた。 

   このことから指導者が、授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に沿って、小・中学校の系統

的な学習を踏まえて、児童の実態に応じて身に付けさせたい力を明確にし、その力を活用した単元

の最終活動を考え実践したことで、児童が自分の思い等を伝え合う喜びを実感することにつながっ

た。また、児童が「振り返りシート」で学習した内容を振り返ることで、自身の成長を実感できた

ことや、指導者が児童の振り返りを基に、授業の見直しを行い授業改善に取り組んだことが、児童

が主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつながったと考える。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に対する指導者の意識 

    これまでの授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に取り組んだ所感について、指導者に 

聞き取りを行った(図20)。 

図20の指導者の意識からも分かるように、小・中学校の系統的な学習を踏まえ、授業づくりの

B 児 

C 児 

 A 児 

図19  「振り返りシート」の記述からの児童の変容 

わたしが、今日の学習で学んだことは、言葉のしゃべ

り方です。 
授業でしゃべる練習をしてきたことが少しずつ英語で
書けるようになってきた。 

新しい言葉を知れてよかったと思いました。でも、ち

ょっと難しかったのでちょっとずつ覚えたいです。 感じたことを英語でたくさん話したいです。 

どこへ行ったかなどしゃべりあって知ることができ
たので、とても楽しかったです。 本当に実際に外国の人としゃべりたいです。 

「単元プランシート」「レッスンプランシート」の作成(STEP１) 

・単元で児童に身に付けさせたい力や単元の最終活動が明確になることで、指導していく順序や流れを理解して取り組めた。 

・中学校の学習を確認し、小学校で学習する内容を決め、それが中学校の学習の下地となるよう考えた。 

・１時間の授業の中で中心活動を考えることができて、見通しをもつことができた。 

・JTE や ALT の先生と学習内容を共有し、役割分担をするようになった。 

・本時の学習内容に合わせた Small Talk を考えることができた。 

授業実践(STEP２) 

・授業の準備等を計画的に進め、児童に的確に指示や指導ができた。 

・指導者自身が余裕をもって、授業を進められるので、児童のよさを見つけやすくなった。 

・児童が英語で自分の思い等を伝え合っている姿や教え合う姿が見られた。 

「振り返りシート」の活用(STEP３) 

・授業中の様子だけでは分からない、児童の気付きやつまずきを知ることができた。 

・「振り返りシート」の記述を次の授業の最初に紹介することが、児童の意欲を高めることにつながったと思う。 

授業の見直し(STEP４) 

・児童の様子を見て、活動の場を設定したり、方法を変えたりすることができた。 

・「振り返りシート」の記述を基に、次の時間の「レッスンプランシート」の修正を行うことができた。 

 
図20 授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に対する指導者の意識   
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サイクル(STEP１からSTEP４)に沿って、「単元プランシート」「レッスンプランシート」「振り返

りシート」を作成・活用したことで、指導者の外国語活動の授業に対する意識が高まり、指導力が

向上した。また、授業の中で、指導者が児童に、今学習していることが中学校の学習につながって

いくことを伝える場面も見られるようになった。さらに、授業づくりのサイクルを継続することで、

児童が興味をもって楽しんで英語を学習し、英語で自分の思い等を伝え合う、主体的にコミュニケ

ーションを図る授業づくりを行うことができた。 

      

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 小・中学校の系統的な学習を踏まえ、授業づくりのサイクル(STEP１からSTEP４)に沿って、授業

づくりを行った結果、指導者は外国語活動の授業に対してより積極的に取り組めるようになり、指

導力が向上した。  

(２) 授業づくりのサイクルを継続することで、児童が興味をもって楽しんで英語を学習し、英語で自 

分の思い等を伝え合う、主体的にコミュニケーションを図る姿につながり、授業改善が進んだ。 

(３) 授業づくりを行う際、自分の思い等を伝え合うために、書く活動も段階的に取り入れたことで、 

児童は、さらに自分の思い等を伝え合う喜びを実感することができた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 小・中学校の教員が互いの外国語活動や外国語科の授業を参観し、意見交流を定期的に行うこと

で、小・中学校の系統性を図る必要がある。 

(２) 高学年で「外国語科」が導入されることを受けて、評価の方法について今後検討していく必要が

ある。 
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