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特集２ 外国語活動・外国語教育の充実を目指して 

 

移行措置により小学校３，４年の外国語活動が実施され、５，６年生の外国語もその内容が変わってきまし

た。小学校の先生方にとってはまさに手探りの１年ではなかったかと考えます。 

今号では各学校や小規模校の指導の工夫の様子を知り、中学校への接続を考えることを目的に特集を組むこ

とにしました。 

 

稚内東小学校の外国語活動・外国語指導 
  

 稚内東小学校では、移行措置のために下のように時間の設定を行い、計画から評価までの意図的、効果的な

実践に努めています。 

 

◆外国語に関する授業計画について 

 ３年生（２間口） ４年生（２間口） ５年生（２間口） ６年生（３間口） 

平成２９年度   ３５時間 ３５時間 

平成３０年度 １５時間 １５時間 ５０時間 ５０時間 

平成３１年度 １５時間 １５時間 ５０時間 ５０時間 

 

◆小学校外国語活動巡回指導教員研修事業について 

 稚内東中学校から外国語科教員１名が訪問。 

曜日 勤務動向 指導時数・形態 

火曜日 

（１・２週目をローテしている） 

１週目（稚内小学校勤務） １日あたり２～４時間をその週の時

間割に合わせて実施。 

授業づくりについての研修や、時には

児童の学習支援もしてもらっている。 

２週目（稚内小学校勤務） 

水曜日 

（１・２週目をローテしている） 

１週目（稚内小学校勤務） 

２週目（別の小学校に勤務） 

 

◆使用する教材について 

【３・４年生】『新学習指導要領対応小学校外国語教材 Let’s Try!』を使用。 

【５・６年生】従来の『Hi，friends!』（各学年３５時間分）をベースに、『新学習指導要領対応小学校外国語

教材We Can!』（各学年７０時間分）の指導内容の中から新課程で必要とされるポイントを組み合わせて使用。 

 

◆学習評価等について 

①学習評価：校内では、以下の評価の観点で、各学期末に通知表に記述する。 

『知識・技能』 

〈外国語活動〉外国語を用いた体験的なコミュニケーション活動を通して、外国語に慣れ親しんでいる。 

〈外国語〉外国語の４技能（聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと）について、実際のコミュニケーショ

ンにおいて必要な知識・技能を身に付けている。 

『思考力・判断力・表現力 等』 

〈外国語活動〉簡単な語句や表現を使って、自分のことや身の回りのことについて、友達に質問したり質問に

答えたりしている。 

〈外国語〉馴染みのある提携表現を使って、自分の好きなものや、一日の生活などについて考え、友達に質問

したり答えたりしてするなど表現している。 

『主体的に学習に取り組む態度』 

〈外国語活動・外国語〉外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさや言語を用いてコミュニケーション

を図る大切さを知り、相手意識を持って外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。 

②指導要録 

【３・４年生】総合所見及び指導上参考となる諸事項を記録する欄に児童の学習状況における顕著な事項を記

入する。 

【５・６年生】外国語活動の記録の欄に文章で記述する。  
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稚内東小学校 外国語教育の実際  ～所員の授業参観～ 

   

今回の新学習指導料改定の目玉の一つとして取り上げられている小学校の「外国語活動・外国語教育」。

すでに多くの小学校で先行して実施していますが、どのような学習活動が行われているのでしょうか。

今回は中学校の教員、しかも英語科ではない教員が外国語活動の授業を見てみようという意図で、２月

某日、稚内東小の６年生の外国語活動の授業を参観してきました。 

 

◎導入～フランシスくんの話を聞く 

 教室には TV モニターとそれにつながった PC が準備されてい

ます。挨拶は中学校の英語と同様に「グッモーニン､エブリワン」

で始まります。さっそくモニターに動画が映し出されます。どう

やら教科書に準拠した映像資料らしく、子どもたちの机上にある

教科書と同じデザインです。 

 

 最初に流れる映像は今日の課題にちなんで「学校生活の思い出

を話そう」という演習。リズムに合わせて文を読み上げていきま

す。ゆっくりしたラップ、という感じ。６年生３学期の時期にふ

さわしく遠足や運動会、学芸会など学校生活の思い出を述べてい

ますが、さすがに子どもたちも全部ついていく、というわけには

行かず、モゴモゴモゴッという時間が流れます。 

 

 

 次に映像には「フランシスくん」が現れ、何事

かをしゃべっています。このフランシスくん、小

学生ぐらいの男の子で前歯がなく、そのせいか

「School Trip（校外学習）」が私には「フールチ

ップ」にしか聞こえませんが、子どもたちは一生

懸命聞き取って、どうやら美術館に行って絵を見

たのが楽しかった、というようなことを言ってい

るのだ、と掴んでいきます。先生も何度も同じ所

を再生したりして、とにかく「聞き取る」耳を養

う活動なのだな、と理解しました。「外国語」とい

う授業ではなく、「外国語活動」という名称なのは

こういう理由か、と私は一人膝を打ちました。 

  

余談ですが、私も TV モニターを使う時がある

のですが、１台では１番端の子どもは遠くて見えないんじゃないかな、と思います。両サイドに１台ずつ

あればいいのですが、接続や電源などのこともあって上手くいかないものです。何かいい方法はありま

せんかね？ 

 

◎展開～We saw a ghost! 

 自分の体験を伝えるために、今回は「We(I) saw～」というフレーズを使おう、という課題が提示され

ます。「修学旅行で○○を見た」というような形で○○の部分を入れ替えてあれこれ言い合うのかな、と

思って見ていると、黒板には「I saw a ghost./Really?」の文字が。「お化けを見たんだ。/本当に？」と

いう会話をみんなでやろうということです。なぜお化けなんだ？ 

 

導入 ・あいさつ 

・VTRによるリスニング活動 

展開 ◎今日の課題 

「思い出の行事について伝

え合おう」 

・We (I) saw～を使う 

グループで対話の練習 

終末 まとめ①～単語を書いてみ

る 

まとめ②～思い出のアルバ

ムを作ろう 

本日の授業 
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私の疑問をよそに、子どもたちは大乗り気。やっぱり「お化け」などという非日常的なものには食いつ

きがいいんでしょうか？突然、クラスの誰かが「オレ、本当に見たんだ・・・」というガチの怪談話を始

めたらどうしようという心配は杞憂に終わり、対話の演習は始まりました。 

  

最初、指示がよく通ってなくて「I saw a ghost./Really?」を一人で言って次にバトンタッチ、次もま

た「I saw a ghost./Really?」を唱える、という感じでスタート。再度指示してもう一度対話の演習を行

いました。このクラスは積極的な子どもが多く、おとなしい子どももリードされて活動に加わっていま

した。一応、列ごとに速さを競おう、というテイで３グループ一斉にスタートしますが、グループの人数

は違うし、何よりもみんながしっかりと英文を声に出して言おうという約束ができているようで、全員

がこのやり取りを完了させました。 

  

この間、中学校の教師としては子どもたちが一切ノートを取らないのが印象的でした。私は特に古い

世代（苦笑）なので、「書いて覚えないと・・・」と不安になるのですが、この授業ではそもそもノート

を用意していないようで、「とにかく話す」のがメインの活動なんだ、と実感しました。 

 

◎まとめ～ここでようやく「書く」 

 まとめは今日の内容を振り返り、「I saw～」の構文を書き留めておく活動です。プリントにはいくつか

の単語が絵入りで紹介されており、スペルをなぞって書くプリントに取り組みます。全部しっかり発音

するわけではなかったので、「単語を覚える」という時間というわけでもないようです。 

  

次に、「思い出のアルバムを作ろう」と題して、季節ごとに簡単な絵日記のようなものを作る作業です。

使う英文は「I saw～」以外にも「～を楽しむ」なども使って表そう、という取り組みです。～の部分は

子どもたちがそれぞれ考えるのですが、

知ってる単語限定で考えているのか、書

ける単語がけっこう多いのか、私が予想

したほど「先生、○○ってどう書くの？」

という声は多く上がりませんでした。（絵

に手間取っていたせいかもしれません

が。） 

ただ、私がスペルを言うとすぐ書いて

いたので、アルファベットはけっこう定

着しているように思いました。 

  

印象としては、やはり「活動」なんだな

あ、と感じます。導入の「ゆっくりラップ」

やフランシスくんのスピーチも大まかな

内容を確認しただけで、がっちり周知さ

せた、という感じではないですし、まとめ

のプリントにある単語や構文にも全部は触れていません。まずは英語を聞いてみること、話してみるこ

とが主で、理解することには重きを置いていないような・・・少なくとも今回の授業はそんな感じです。

これと中学校の英語科とはどのようにつながって行くのか、そのあたりは別項で確かめてみたいと思い

ます。 

  

快く授業を見させて戴いた入江先生と６年３組の皆さん、ありがとうございました。 

（取材：舛田所員） 
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複式学級の外国語活動・外国語教育 
 

 

 ３，４年生の複式学級での外国語活動、５，６年生の外国語、ともに特別な配慮と工夫をして授業がなりた

っています。宗谷小学校にうかがい葛西亜紀子先生からお話を聞きました。 

 

「外国語活動、外国語の学習の様子はいかがですか。」 

「宗谷小学校も含めて、宗谷中学校に進学する３校の 

小学校では、指導計画を共通にして指導を進めてい 

ます。学年別の指導を行う、ということが基本です。 

ですから、５年生が英語学習を行っている時は、６ 

年生は別室で別の教科を学習しています。ただ３， 

４年生の導入時期については両学年が一緒に学習す 

ることがあります。到達目標は異程度です。」 

「子ども達の様子はどうですか。」 

「子ども達はみんな英語を好んでいるように見えます。 

 デジタル教科書を利用して学習することや、活動的な内容で学習することが多いので、楽しく学習している

印象です。チャンツや歌、ゲームなどにも熱心にとりくんでいます。」 

                      「ALTの先生との交流はどうですか。」 

                      「３，４年生はあまり一緒に学習する機会はありませんが、

ALTの先生の来校をとても楽しみにしています。５，６ 

                       年生では英語を通して自然な交流ができているように見

えます。ALT の先生の存在は子ども達の意欲を高め、英

語を使う機会を保障してくれます。 

給食はベサニ先生と全校児童が一緒になりますが、「こ    

                       れ英語でなんていうの?」と話しかけている姿をよく見る 

                       ことができます。」 

 

                       実際の指導についてはデジタル教科書が大変有効で、先

生方もその特性をよく理解して使用していることがわかり

ました。 

                       英語を使って交流する場合、多人数でコミュニケーショ

ンを広げようとするために２年合同の授業にする場合も考えられます。進度や到達目標に注意する必要があ

ります。その点について学習指導要領には次のようにまとめられています。 

 

小学校学習指導要領総則「第２ 内容等の取り扱いに関する共通事項」 

 ５ 学校において２以上の学年の児童で編成する学級について特に必要のある場合には、 

各教科、道徳、外国語活動及び特別活動の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科、道徳、 

外国語活動及び特別活動の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。 

 

複式校では、これまでの学年別の指導法の実績を生かしながら、子どもの実態に合わせた学校独自の指導方

法を編み出していく必要がありそうです。 

複式校では単式校より柔軟な指導の在り方が認められていますが、あくまでも『目標の達成に支障のない範

囲で』ということのおさえが大切になります。 

 

また小中の指導計画上での連携は必須です。小学校の複数校が１つの中学校に進級する地域では、小学校同

士の連携の必要も出てきますが、宗谷小学校を含め沿岸小中学校は先取の実践が進んでいると言えそうです。 

今後も複式校での実践から多くの課題や成果を学び合いたいものです。 
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スカイプを利用した双方向授業  稚内でも実現 
  

  

稚内市教育委員会では、本年度ビジネススカイプを一部の学校に導入しました。テレビ会議などでの活

用ができる設備ですが、稚内市教育研究所では授業での応用が可能と判断し、スカイプを利用した英語

学習を試行しました。 

 

まず、スカイプ授業に必要な設備として、次のものが挙げられます。 

 

ビジネススカイプで利用するアドレス 

（これはすべての学校に設置済みです） 

ビジネススカイプ利用のためのソフト 

（現在は大岬小、宗谷小、宗谷中、富磯小、 

声問小、増幌小中、天北小中で DL済み） 

カメラ 

マイク（一体形のヘッドセットなども可） 

スピーカー 

モニター（テレビ or プロジェクター） 

 

 

 

 

  １月２４日、この日は前日の天気予報から悪天候が                     

が予想されたため、スカイプを利用して富磯小学校、                                         

宗谷小学校と外国語授業を実施しました。 

 

ALT として授業を担当したのはベサニ先生でした。

授業者の先生の指示を受けて、発音のお手本を示した

り、かんたんな会話を行ったりしました。 

 

研究所のモニターを通して子どもの表情もわかるの

で、コミュニケーションがとりやすいようでした。 

子ども達はテレビに映るベサニ先生や自分達の表情を見てややハイテンションだったようです。１

時間ずつの授業を行って、それぞれの学級で授業のめあてに到達したことが理解されました。 

 

ベサニ先生にスカイプ授業の感想をうかがうと、「外国語学習にとっては大変有効な手段だと思いま

す。」とのことでした。「ただ、カメラを通して子どもの様子を理解しなければならないため、教室にい

る時とはちがう集中力が要求されます。１日に２授業くらいが限度ではないかと思います。」とのこと

でした。 

 

スカイプを利用すると、一度に複数の学校と結ぶことができ、双方向のやりとりもすることができま

す。極少人数の学級では一緒に学ぶ仲間を獲得することにもなり、コミュニケーションの場が広がるこ

とになります。外国語教育の本来の目的により近づくことができるといえるのではないでしょうか。 

 

実践にあたっては多くの可能性をもつスカイプ利用。今後も積極的に活用してほしいと思います。 

なお、稚内市教育委員会では今後、全学校での活用をめざし環境の整備に入っていきます。先生方の

会議や打ち合わせに使用する、ということも増えていくでしょう。 
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小学校外国語活動巡回指導教員 永吉先生に聞く 
 

 

 

現在、「小学校外国語活動巡回指導教員」として５校（南小・東小・声問小・増幌小・天北小）を回っ

ている永吉宏之先生（東中）に小学校の外国語活動について伺いました。 

 

 

Ｑ：外国語活動のねらいとはどのようなものですか？ 

 英語に慣れ親しむ、というのが最大の目的です。クラス

ルームイングリッシュ（あいさつや「こっちを見て」「聞い

て」などを英語で）を通して雰囲気を作るところから始め

て、題材となる言い方に慣れる、というパターンです。 

 

Ｑ：小学校の先生方の取り組みの様子はどうですか？ 

 どの先生もヒヤヒヤしながらやっている、という感じが

見て取れます。専科ではないので当然ですが、教科書付属

のＤＶＤ教材がいいガイドラインになっていると思いま

す。そのガイドを頼りにして、どの先生も意欲的に頑張っ

ています。 

 

Ｑ：中学校の英語科の教員として見た時、小学校の児童の
様子はどうですか？ 

 学校や学年、クラスによって多少の違いはありますが、

なんとなく忘れ物が多いな、という印象があります。授業

規律も含めて課題があると感じています。 

 

Ｑ：外国語活動を実施して、どのような力が児童に身に付いているのですか？ 

 アルファベットの書き取りは大文字･小文字含めてできていると思います。自分の名前もアルファベッ

トで書けています。ただ、文法事項に触れていないので過去形などの時制には、細かい説明も行っていま

せん。先ほども述べたように「慣れ親しむ」ことが目的なのでいくつかの構文をマスターしている、とい

う様子です。 

 

Ｑ：テストはあるのですか？ 

 ペーパーテストはありません。評価も記述式ですので、どのように授業に取り組んだかを文章で評価

しています。 

 

Ｑ：この外国語活動を経験した児童が来年度から中学校に入ってくるわけですが、これで中学校の英語
も変わりますか？ 

 英語の基礎は学習済みの状態で入ってくるわけですから、スタートが速くなりますね。中学校ではそ

れを整理整頓しながら学習の幅を広げていく、ということになります。 

 

 

  

永吉先生は外国語活動、外国語」の指導法について、困っている先生、悩んでいる先生、に適切にアド

バイスをし、小学校の先生方に「外国語活動、外国語学習の指導力」をつけていくという大きなミッショ

ンを引き受けています。実際のところは先生方へのアドバイスだけでなく、児童への声掛け、ALTとの協

力などの仕事もされています。今後も御指導をよろしくお願いします。 
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