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はじめに

平成 29 年３月に，次期学習指導要領が公示
され，現在５・６年生が行っている外国語活
動を３・４年生に前倒しすることと共に，５・
６年生が教科型の外国語教育を実施すること
が示された。
～外国語研究実践

本校は，平成 25 年度から 28 年度まで文部
科学省の研究開発校に指定され，北海道の他
附属学校７校，北海道教育大学と共に小学校
英語科に向けた研究を進めてきた（英語プロ
ジェクト）。平成 29 年度は研究開発名目指定
活動への意欲を高めている児童の姿

国語教育を推進している。
４年間の研究の成果としては，４技能を総合的に育成する系統的なカリキュラムを作成したこ
とや，小学校卒業時の CAN-DO リストに合わせた評価の在り方を工夫したことなどが挙げられ
る。一方で，課題として「正しく発音すること。」
「人前で英語を話すこと。」など，英語でコミ
ュニケーションを図ることに対して不安を感じている児童が増加しているということが挙げられ
る。
そこで，児童がコミュニケーション活動に対して意欲や自信をもって臨むことができるように，
１年次の研究テーマを「コミュニケーション活動への目的意識を高めることで、意欲的に伝え合
う英語の学習」と設定し，研究を進めてきた。
今回実践した単元は， “For here or to go ?”という買い物に使う表現や“hamburger”等の
ファストフードを表す語彙を身に付け，それらを用いてファストフード店でランチを注文すると
いう活動に積極的に取り組むことをねらいとしている。
単元の１時間目は，教員と JTE のデモンストレーションを聴いたり見たりすることを通して，
注文する活動に対する見通しをもつとともに，必要な表現や語彙を明らかにした。２時間目と３
時間目は，JTE の発音を繰り返したり，ペアで練習したりすることを通して，必要な表現や語彙
を身に付けた。４時間目は，身に付けた表現や語彙を使い，
「注文する」活動に取り組んだ。

Ⅱ

研究の目的と方法

本研究では，児童がコミュニケーション活動への目的意識を高め、意欲的に伝え合うための効
果的な手立てについて明らかにした。そのために，以下の２つの視点から授業や児童の様子につ
いて分析する。
○外国語科における資質・能力と単元構成の在り方
○コミュニケーション活動の充実と見通しをもたせる指導の工夫
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を受け、研究成果を教育課程に反映させて外

Ⅲ 結果と考察
１ 外国語科における資質・能力と単元構成の在り方
(1) 結果
全体研究で重視している６つの資質・能力を受けて，外国語科では次のように児童の姿を設定
した。
≪外国語科における６つの資質・能力≫
本校で育てたい資質・能力

A 解決策を構想する力
B 情報を活用する力
C 論理的に考える力
D 創造的に考える力
E 他と関わり合う能力
F 自らを振り返る力

子供の姿の具体

コミュニケーションの目的・場面・状況等を理解し，コミュニ
ケーションへの見通しを立てる児童。
目的等に応じて，外国語の情報を選択したり，抽出したりする
児童。
語順の違いなど，文構造に気付く児童。
知識や得た情報を活用して，自分の意見や考えを外国語で形
成・整理・再構築する児童。
他者を尊重し，相手に配慮しながら外国語を通じて伝え合う児
童。
自身の学びを言語面・内容面から振り返り，自己の成長やコミ
ュニケーションを図るよさを実感する児童。

単元を通してこれらの資質・能力を育てていくが，１つの単元で６つの資質・能力全てを育て
ることは難しいため，単元の目標や特性，児童の実態等によって，重点化を図る必要がある。今
回実践した単元では，以下の理由から，
「A 解決策を構想する力」
「B 情報を活用する力」
「E 他と
関わり合う能力」を重点とした。
＜重点とした資質・能力とその理由＞
「A 解決策を構想する力」
○「ファストフード店でランチを注文する」という単元終末のコミュニケーション活動が児童に
とって身近であり，目的・場面・状況を理解したり，コミュニケーションへの見通しをもった
りしやすい。
「B 情報を活用する力」
○おつかいをしたり，自分が食べたいランチを注文したりするために，必要な表現や語彙を選ん
で使う必要がある。
「E 他と関わり合う能力」
○店員と客という関係において，お互いを尊重しながら丁寧な表現で伝え合う必要がある。
そして，それらの資質・能力を育てるために，本単元では以下の手立てを取った。
＜重点とした資質・能力を育てる手立て＞
「A 解決策を構想する力」
○HRT と JTE によるデモンストレーションを繰り返すことで，
「ファストフード店でランチを注
文する」という活動への見通しをもたせるとともに，活動に必要な表現や語彙を聞き取ったり，
注文したいものを考えたりできるようにする。
「B 情報を活用する力」
○練習方法を工夫したり，朝の英語の時間を活用（※）したりすることで，表現や語彙を確実に
身に付け，コミュニケーションの場面で選んで使えるようにする。また，おつかいや自分が食
べたいランチを注文する活動を設定し，表現や語彙を選んで使いたくなるようにする。
「E 他と関わり合う能力」
○店員と客という関係を踏まえた表現を学習するとともに，コミュニケーションの時間を十分に
保障することを通して，お互いを尊重しながら丁寧な表現で伝え合うことができるようにする。
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また，前頁（※）にあるように，本単元では短時間学習（朝の英語）を単元構成に位置付け，
表現や語彙の確実な定着を目指した（資料１，資料２）。

～外国語研究実践

単元構成に位置付けた短時間学習（朝の英語）

＜短時間学習（朝の英語）で設定した学習内容＞
〇１時間目と２時間目の間
・チャンツやビンゴゲームなどを通して，買い物をするために必要な語彙が使えるように練
習する。
〇２時間目と３時間目の間
・友達との簡単なやりとりを通して，語彙や表現を使えるようにする。
・代金を伝える表現のために，数の言い方を復習する。
〇３時間目と４時間目の間
・友達との簡単なやりとりを通して，語彙や表現を使えるようにする。
・文字カードを２枚ずつ集めるゲームをする。
資料２

短時間学習（朝の英語）で設定した学習内容

以下に，単元を終えての結果を述べる。
「A 解決策を構想する力」については，HRT と
JTE によるデモンストレーションを繰り返す（資
料３）ことで，
「ファストフード店でランチを注文
する」という活動への見通しをもたせることがで
きた。また，活動に必要な表現や語彙を聞き取り，
注文したいものを考えることができた。児童が記
入した１時間目の振り返りでは，37 名中 34 名が
活動への思いや身に付けたい表現・語彙について
資料３
記述していた（次頁資料４，資料５）。
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資料１

資料４

身に付けたい表現について記述している振り返り（１時間目）

資料５

活動への思いを記述している振り返り（１時間目）

「B 情報を活用する力」については，練習方法を工夫したり短時間学習（朝の英語）を活用し
たりすることで，多くの児童が表現や語彙を確実に身に付けることができた。資料６は，本単元
で扱う表現や語彙について，「言える」と答えた児童の人数と割合である。
英語の表現や語彙

学習前

学習後

増減

１～１０までの数

36 人（ 97%）

37 人（100%）

１人（

～がほしい

21 人（ 57%）

30 人（ 79%）

９人（ 22%）増

ありがとう

35 人（ 95%）

37 人（100%）

２人（

１０～２０までの数

32 人（ 87％）

36 人（ 97％）

４人（ 10%）増

パンケーキ

25 人（ 68％）

37 人（100％）

１２人（ 32%）増

２０～１００までの数

27 人（ 73%）

31 人（ 82%）

とり肉

16 人（ 42%）

28 人（ 74%）

資料６

４人（

3%）増
5%）増

9%）増

１２人（ 32%）増

表現や語彙についての自信の変移

資料７は，学習後のリスニング調査についての結果である。
質

問

正答した児童数（割合）
37 人（100%）

For here or to go ?

37 人（100%）

Large or small?

36 人（ 97%）

French fries

36 人（ 97%）

Salad
資料７

学習後のリスニング調査結果

上記の身に付けた表現や語彙を，目的に応じて選
択しながら使う力を育てる必要があるため，本単元
では「おつかいをする」
「自分が食べたいランチを注
文する」という活動を設定した。
「おつかいする」活
動を設定したのは，自分が食べたいもの以外の表現
や語彙も会話の中で活用させたいと考えたからであ
る。児童は，２つの活動の中で，必要な表現や語彙
を選択しながら使うことができた（資料８）。
資料８ 「おつかいをする」活動に取り組む児童
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「E 他と関わり合う能力」については，
“please”，
“thank you”という表現を学習するとともに，
コミュニケーションの時間を十分に保障したことで，丁寧な表現で伝え合うことができた児童が
多かった。ただ，個人差があり，丁寧な表現や態度でコミュニケーションできなかった児童もい
た。
以上の３つの資質・能力について，事後に実施したアンケートで児童は次のように自己評価し
ている（資料９）。
できた

24 名（65％）

まあまあできた

11 名（30％）

「B 情報を活用する力」について
Q：おつかいの場面や注文する場面で、頼まれたも
のや食べたいものを注文することができました
か。

できた

25 名（68％）

まあまあできた

11 名（30％）

あまりできなかった

2 名（ 5％）

できなかった

0 名（ 0％）

あまりできなかった

1 名（ 2％）

できなかった

0 名（ 0％）

できた
「E 他と関わり合う能力」について
Q：「please」や「thank you」等を使いながら、丁 まあまあできた
寧な態度で注文することができましたか。
あまりできなかった
できなかった

23 名（62％）
7 名（19％）
3 名（ 8％）
4 名（11％）

資料 10

短時間学習について記述している児童の振り返り（４時間目）

事後に実施したアンケートでは，短時間学習について次のように自己評価している（資料 11）。
「短時間学習」について
Q：朝の英語では，ビンゴなどを通して語彙や表現を覚
えようと取り組みました。朝の英語で取り組んだこと
は，語彙や表現を覚えることに役立ちましたか。
資料 11

役立った

30 名（81％）

まあまあ役立った

7 名（19％）

あまり役立たなかった

0 名（ 0％）

役立たなかった

0 名（ 0％）

短時間学習についての事後調査結果

(2) 考察
今回実践した単元では，
「A 解決策を構想する力」
「B 情報を活用する力」
「E 他と関わり合う能
力」を重点とし，その育成のために手立てを取った。
「(1) 結果」の項に書いた児童の活動の様子，
振り返りへの記述，自己評価から推察すると資質・能力の設定は適切であり，手立ては有効であ
ったといえる。ただ，
「B 情報を活用する力」に関わって，
「～がほしい」
「とり肉」の表現につい
て自信をもつことができない児童が多く見られた。理由としては，①表現や語彙の定着が不十分
外国語－5
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資料９ 外国語科における資質・能力についての事後調査結果
また，短時間学習（朝の英語）では，チャンツやビンゴゲームをすることを通して，必要な表
現や語彙を身に付けることができた（資料 10）。一方で，２時間目と３時間目の間で設定してい
たような友達とのやりとりには時間が掛かったり，スムーズな活動にならなかったりする姿が見
られた。

～外国語研究実践

「A 解決策を構想する力」について
Q：１時間目の上野先生と西田先生のコミュニケーション（ケ
ンタッキー）を見て、注文する活動の様子やこれから学習
する言葉・表現を知ることができましたか。

であった。②「～がほしい」
「とり肉」と「～，please」
「chicken」が結び付いていない，という
２点が考えられる。全ての児童が自信をもてるように，練習方法を工夫したり個別指導を充実さ
せたりするとともに，英語の表現と意味とを結び付ける時間を充実させる必要があると考える。
また，
「A 解決策を構想する力」
「B 情報を活用する力」と比較すると，
「E 他と関わり合う能力」
については，丁寧な表現や態度で表現できたかどうかには個人差があり，児童の事後アンケート
においても「あまりできなかった」
「できなかった」と答えた児童が多かった。事後アンケートの
記述欄には理由として，
「文脈の中でうまく使えなかった。」
「友達同士では真剣に取り組むことが
できなかった。」等が挙げられていた（資料 12）。

資料 12

「E 他と関わり合う能力」についての記述

「E 他と関わり合う能力」をより確実に育てていくためには，他者を尊重し，相手に配慮した
表現や態度について身に付ける時間を保障するとともに，友達以外の相手を設定して活動するな
どの工夫が必要になると考える。
次に，短時間学習（朝の英語）についてである。本単元では，
「B 情報を活用する力」に関わっ
て，短時間学習を単元構成に位置付け，表現や語彙の確実な定着を目指した。表現や語彙につい
ての事後調査やリスニング調査からは，短時間学習が表現や語彙の定着のために効果的であり，
児童もその効果を実感していることが分かった。一方で，友達とのやりとりをする活動には時間
が掛かったり，スムーズな活動にならなかったりする姿が見られたことから，短時間学習に向い
ている活動と向いていない活動があることがわかった。今後も，単元と短時間学習のいろいろな
組み合わせを試行し，検証していく必要がある。

２ コミュニケーション活動の充実と見通しをもたせる指導の工夫
(1) 結果
児童がコミュニケーション活動に対して意欲や自信を
もって臨むことができるためには，児童が「取り組んでみ
たい！」と思うようなコミュニケーション活動を設定する
ことが大切である。本単元では，「ファストフード店で注
文をして，ランチを買おう！」という活動を設定した。設
定した理由は，①児童の多くがファストフード店に行った
ことがあり，この活動が児童にとって身近であること，
②外国のファストフード店で注文をするというシチュエ
ーションを想起しやすく，必要性を感じられる活動である
ことの２点である。
また，児童が意欲的にコミュニケーション活動に取り組
むためには，活動への見通しをしっかりともたせることが
必要である。そのために，単元の導入では，児童の学習に
対する意欲を高め，学習の目的やゴールまでの見通しをも
たせることを大切にした。具体的には，単元の１時間目に
おいて以下の３つの手立てを取った（資料 13）。
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資料 13

単元の１時間目における
３つの手立て

HRT と JTE がデモンストレーションをする際は，具体物とお金のやりとりをし，できあがっ
たランチを視覚的に確認できるようにした。コミュニケーションの成果を物で確認することで，
ゴールイメージを共有できると考えた。
以下に，単元を終えての考察を述べる。

表現や語彙への気付きについては，
「A 解決策を構想する力」について述べたことと重複するの
で，ここでは活動への意欲に関わることについてのみ述べる。HRT と JTE のデモンストレーシ
ョンを見て，児童は活動に対する意欲を高めていた。資料 15 からは，ファストフード店で注文を
するという活動を具体的に想起していることが分かる。

資料 15

１時間目の振り返り

事後に実施したアンケートでは，単元の導入について次のように自己評価している（資料 16）。
単元の導入について
Q：１時間目の上野先生と西田先生のコミュニケー
ション（ケンタッキー）を見て、注文する活動が
楽しみになりましたか。

なった

26 名（70％）

まあまあなった

9 名（24％）

あまりならなかった

2 名（ 6％）

ならなかった

0 名（ 0％）

資料 16 単元の導入についての事後調査結果
「あまりならなかった」と答えた児童２名は，「語彙が分からなかった」「最初は分からなかっ
た」と理由を答えており，学習への不安があったことが分かった。コミュニケーション活動の中
に，児童の実態として難しい表現や語彙が多い場合は，身振りでオーバーに表現するなど，それ
らを負担に感じない導入の仕方を考えていく必要がある。また，
「なった」「まあまあなった」と
答えた児童の中には，理由について「お金を使っていたから。
」と答えていた児童が複数おり，４
年生の児童にとっては具体物を取り入れることも「取り組んでみたい！」という気持ちを高める
ためには有効であることが分かった。
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(2) 考察

～外国語研究実践

①HRT と JTE によるデモンストレーション
活動との出会いの場面では，HRT と JTE がランチを買う活動のデモンストレーションをした。
HRT が店員，JTE がお客さんになり，食べたいものを注文してランチを買う活動を見せること
で，児童の「楽しそう！」
「フライドポテトが注文したい！」という学習への意欲が高まると考え
た。そして，児童の学習への意欲が高まったところで，本単元のゴール（単元を貫く課題）であ
る「ファストフード店で注文をして，ランチを買おう！」を提示し，児童とゴールを共有した。
②単元で身に付ける語彙や表現の確認
本単元のゴールを児童と共有した後には，ランチ
を買う活動のデモンストレーションを繰り返し見
せ，会話を聞かせた（資料 14）。デモンストレーシ
ョンを繰り返し見せ，会話を聞かせることで，児童
は単元で身に付ける語彙や表現を理解したり，自分
資料 14 デモンストレーションを
が言いたい語彙を思い浮かべたりすると考えた。
繰り返し，必要な語彙を確認する
③ゴールイメージの共有

Ⅳ

まとめ

本研究では，児童がコミュニケーション活動への目
的意識を高め、意欲的に伝え合うための効果的な手立
てについて明らかにしようとした。そのために，「外
国語科における資質・能力と単元構成の在り方」
「コミ
ュニケーション活動の充実と見通しをもたせる指導の
工夫」についての実践を中心に論を展開した。以下に，
成果と課題を示す。

１

成果

○外国語における６つの資質・能力を明確にし，そ
れらを単元の特徴に応じて重点化し，単元構成に
資料 17 学習のまとめを発表する児童の姿
反映させたことで，児童はそれらの資質・能力を
発揮し，育てることができた。
○短時間学習（朝の英語）を単元構成に位置付けることで，児童は表現や語彙を確実に習得し，
自信をもってコミュニケーション活動に臨むことができた。
○「取り組んでみたい！」と思うようなコミュニケーション活動を設定し，単元の導入におい
て HRT と JTE がデモンストレーションをすることは，児童の意欲を高めたり，児童に見通
しをもたせたりするための手立てとして有効であった。デモンストレーションをすることを
通して「自分は○○を注文したい！」という活動への思いや，
「Friench fries を覚えたいな。」
という活動に必要な表現や語彙への見通しをもたせることができた。

２

課題

○「E 他と関わり合う能力：他者を尊重し，相手に配慮しながら外国語を通じて伝え合う児童」
について，友達同士でのコミュニケーションでは意識しづらいところがあるので，意識の高
め方やそれらの表現の身に付け方，ALT 等の活用の仕方について研究を続ける必要がある。
○児童にとって単元で扱う表現や語彙の難易度が高い場合は，デモンストレーションの際の
HRT と JTE の身振りで表現や語彙を推測しやすくする，表現や語彙について考える時間や
練習する時間を多くとるなど，児童の「取り組んでみたい！」という思いのもたせ方や，そ
の思いを実現させるための手立てをより一層充実させていく必要がある。
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