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外国語研修会資料              2021.12.10  猫田和明（山口大学） 
 
（注）以下の内容は、2021 年度に他の自治体での研修会でいただいた質問に基づいています。 
【ALTとの打ち合わせについて】 
・ALTとの授業計画の打ち合わせの時間が取れない 

 
・学校の月間予定や ALTに渡すスケジュール表に時間を明記しておく。 
・ALTが来る曜日に専科の時間を時間割に組んでおき、その時間に打ち合わせをする。 
・HRT・ALTの休憩時間は別途確保したうえで、児童の 20分休みや昼休みを利用して行う。 
・HRTによって授業パターンが異なると ALTが混乱する可能性があるので授業の基本パターンを決めておく。 
例）挨拶、導入、歌・チャンツ、Practice、Activity、振り返り など。 
・基本的な役割を決めておく。 
例）デモは HRT と ALT がやってみせ、ALT が HRT にした質問を児童に投げかける。児童が分からなければ
HRT がキーワードを繰り返したり、ALTに質問したりして児童の理解を支援する。など →[関連 Small talk] 
参考：樋口忠彦・高橋一幸（2017）『小学英語指導法事典』教育出版  
 
【授業の展開について】 
・スムーズな授業の展開にいつも悩みます。 
・活動時間が多く取れない。暗記になってしまう子がいる。 
・6 年の外国語になると、内容も難しくなり、定着まで持っていくことが難しいなと感じています。その単元
だけでの定着をめざすのではなく、繰り返し繰り返しということは言われていますが、定着に向けた効果的
な指導法やよりよい授業の展開の仕方があれば教えてください。 
～「バックワードデザイン」で授業をつくってみよう！～ゴールを明確にして、そこにたどりつく過程を考える 
＊＊＊ 4 段階モデル ＊＊＊ 
導入の活動：第１段階「出会う」 
・場面設定をし、ALTとHRT の対話を聞かせて、単語や表現の意味を確認する（理解を助ける何らかの視覚的
補助があるとよい）。その後、徐々に対話に子どもを巻き込む。 
・意味がわかったうえで、パワポや板書（掲示）を使って、単語や表現をまずはリピートで発音させる。 
慣れさせる活動：第２段階「聞いてわかる」、第３段階「言ってみる」 
・ゲーム等を活用して単語や表現に慣れ親しむ。 
例）ビンゴ・カルタ等など英語を発話しなくてもできる活動は第２段階 

What‘s missing? や伝言ゲームなど短い発話を必要とする活動は第３段階。 
・ゲームであっても子どもの本当の情報を使って行うとさらによい。 
自由に使う活動：第４段階「考えて使う」 
・子どもが聞きたい言いたい、本当の情報をやりとりする。 
例）買い物、道案内、好きなもの・できること等のインタビュー、 

人物・地域の紹介、将来の夢や思い出等を発表し合う など 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
教科書を参考に、ゴールとなる目指すべき言語活動（＝第４段階「考えて使う」活動）を決める。 
【ポイント】子どもに到達してほしい姿を明確にする→単元目標と評価規準に反映する 

 

読み・書き
は、音声に
慣れ親しん
だ も の を
徐々に取り
入れる。 
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引用：国立教育政策研究所（2020）『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校外国語・
外国語活動』（事例１を参考に）https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_gaikokg.pdf 
1 単元の目標 
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知ったりするために，相手の誕生日や好きなもの，欲しい
ものなど，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や好きなもの，欲しいものなどについて伝え合ったりできる。 

 
【ポイント】「知・技」は言語材料を明記、「思・判・表」と「態度」は目的を明記する。 
 
目指すべき言語活動に必要な単語や表現をどうやって導入し、慣れさせるか。  
単元序盤の目標例（段階１・２を中心に） 
◆月名を聞いたり言ったりすることができるとともに，日付の言い方を知る。 
◆誕生日や好きなものを聞き取ることができる。 
 
単元中盤の目標例（段階２・３・４と徐々に発展させる） 
◆相手のことをよく知るために，誕生日などについて短い話を聞いて，具体的な情報を聞き取ったり，誕生日や
好きなもの，欲しいものを尋ねたり答えたりして伝え合ったりすることができる。 
 
単元終盤の目標例（段階４を中心に） 
◆自分のことをよく知ってもらったり相手のことを知ったりするために，誕生日や好きなもの，欲しいものなど
について尋ねたり答えたりして、よりよく伝え合うことができる。 
【ポイント】子どもが目標に到達するための手順を明確にする →単元計画に反映する 

目的を明示 

態度は「～しようとしている。」 

「【事柄・話題】について，【言語

材料】などを用いて，【内容】を伝

え合う技能を身に付けている。」

が基本的な形となる。 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_gaikokg.pdf
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【言語活動を充実させる活動について】 
・楽しい活動のレパートリーを増やしたいです。 
・外国語科でのプラクティスの方法について（ポインティングやビンゴのようにいつも決まった活動でのプ
ラクティスになりがちだから） 
市販の活動集も参考になります。加藤拓由（2020）『小学校英語ゲーム大百科』あかね書房 など多数。 

  ゲームのルールを活用しながらも、児童の本当の情報を入れ込むとさらによい。 
 
・Small talk で児童に気付きを促す効果的な中間指導の仕方について 
・Small Talk の Topic 
・やり取りを活発化させる方法                        

 
回答：まずスモールトークは、HRTと ALTのやり取りを見せただけでなく意味確認が必要です。 
「何を話していたか？」「どのような反応を返していたか？」「自分が聞かれたことを相手にも聞いて聞いて会話
をふくらませる」などのコミュニケーション上の工夫に触れながら、全体で確かめ意識づけるとよいでしょう。 
児童にペアでやらせる前に ALTが数人の子どもを巻き込んで同じようなやりとりをすると苦手な子も理解しやす
いです。このとき HRTは児童の支援に回ります。 
中間指導は、言いたかったけど言えなかったことをみんなで解決する時間です。ALT がすぐに答えを言うので

はなく、児童が知っている言葉（既習事項）で表現できないか「手がかりを与えて」考えさせましょう。どうに
もならない時間が続くとモチベーションが下がるので、頃合いを見極めて単語や表現を与えることも大切です。 
 
やりとりを活発にするには、対話を続ける基本的な表現を、まずは教師が多用すること。言いたいことが正確に完
璧に言えなくても大丈夫という方針をもち、リキャストや問題のシェアを通してクラスみんなで解決する。 

 
 
参考動画：「小学校の外国語教育はこう変わる！⑦ ～Small Talk の進め方～」 https://youtu.be/ezbJbj26H_g 
 
Small Talk の Topicは教科書にあるもの以外にも積極的に児童の興味・関心に合った話題を取り上げる。 
児童の生活（例 朝食に何を食べる？ 暇なときに何して遊ぶ？） 
相手のことを知る（例 好きな○○を伝え合う、宝物を伝え合う、得意なことを伝え合う） 
学校・地域のこと（例 自分の学校・町のこと、学校行事のこと） 
季節の話題（例 クリスマスプレゼントにほしいもの、新年の抱負、季節を感じるもの） 
 
参考：山口美穂（2019）『Small Talk 月刊メニュー88』明治図書 には 88 のトピックが紹介されています。 

https://youtu.be/ezbJbj26H_g
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・フォニックスは何年生で教えるのがよいですか。 

フォニックスを学ぶ前に文字（アルファベット）知識と音韻（音素）認識能力が必要です。 
これらの力が培われていない段階でフォニックスを教えるとルールを覚えるだけのドリル的な作業になり、英語
学習を嫌がる子どもが出てくる可能性があります。３・４年生の外国語活動では、「聞くこと」の目標の１つとし
て「ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，どの文字であるかが分かるようにする。」があるので、３・
４年生はフォニックスの基盤となるアルファベットの指導がはじまることがわかります。音韻認識能力はあまり
意識されないことが多いですが、実際はかなり重要です。文字を使わなくてもできるので３・４年生から音遊び
のように活動できます（下図）。一方、フォニックスは音と文字を結びつけて読めるようにする「読むこと」の指
導法なので、５・６年生になって「読むこと」の指導の中で始めるのがよいと思います。 

 
【学力差について】 
・英会話に通っている子と、初めて学習する子の学力差が大きく、授業構成に悩むことがある。 
・能力差が大きいクラスでの授業の進め方や工夫について、知りたいです。 
回答：学力差は必ずあるので、むしろそれを活用する方法を考えましょう。ペア・グループ学習の中で、苦手な
子は能力の高い子の発話を聞くことによっても学んでいます。いつも同じペアやグループだと教えてばかり（教え
られてばかり）になるので、頻繁に相手を変えて話す機会を与えましょう。TT のときは、ALT（あるいは専科）
がリードしている場面では積極的に苦手な児童の支援に回ることができます。HRT 単独のときは児童が個別に
練習している間に苦手な子の支援に回ります。評価とも関係しますが、全員が到達すべき合格基準「B」と発展
レベル「A」の具体的な姿を描いておくとよいでしょう。 
・高学年においては、書く活動もあり、何度も言わせたり書かせたりすることで文法を身に付けさせようとす
るが、個人差が大きい。楽しく取り組めるアクティビティーを知りたい。 

回答：読み書き指導の前提は音声によるインプットが十分なされていることです。その上で、単に覚えるために書
くのではなく、小学校教育にふさわしい書くことの活動を考えましょう。楽しく取り組める書く活動の例としては
以下のようなものがあります。 
例）「コミュニケーション」と関連づけた指導 
    ＊買い物メモを作って買い物に行く、レストランの注文票を作ってレストランごっこをする（下図） 
    ＊絵や写真に文字を書き写して、自分のことを発表する（Show & Tell） 

＊他教科で作成した作品に英語のコメントをつけて展示する（写真） 
「創造的な活動」と関連づけた指導 

    ＊ピクチャー・ディクショナリーづくり、学校の掲示物・看板・ポスターづくり 



5 

 
【評価について】 
・外国語科の評価について（パフォーマンステスト等の方法） 
・手軽に行えるパフォーマンステスト 
・言語活動やパフォーマンステストの目的・場面・状況の設定にいつも悩まされます。伝える、表現する必
然性があり、意欲がもてるようなゴール設定や持っていき方をしたいです。 

・Can-Do リストの有効的活用、３観点をバランスよく評価する方法 
・評価の場面例（どこでどんな評価を行うか。） 

回答：１つは ALTとの面接形式で行う方法があります。HRTは近くで記録・評価したり、必要な支援をするこ
とができます。この方法はそれなりに緊張するので、教室内でたくさん活動したあとに、学期に数回行うとよい
でしょう。１対１の面接テストにこだわらず、普段の活動の観察・記録からもパフォーマンスを評価できます。 
パフォーマンス評価は複数教員による実施が望ましいですが、評価の信頼性を向上するために、ルーブリックを
作成しておくとよいでしょう。できるだけ A と B の違いを表す対話例を書き出しておくとさらによいです。 

 

知・技 当該単元で評価対象としている表現を正
確に使っているか。 
（発音は指導するが評価対象としない） 

思・判・表 目的・場面・状況に応じて適切に内容を
選択・整理して使っているか。（既習表現
も含む） 

主体的に学
習に取り組
む態度 

・粘り強い取り組みを行おうとする側面 
・自らの学習を調整しようとする側面 
（思・判・表の活動の中で一体的に見取
ることが可能。＋振り返り） 

 
やりとりを活発にする目的・場面・状況の設定は悩みどころですね。例えば、「単に自分の好きなものを伝えよ

う」よりも「相手と同じ好きなものを見つけて仲良くなろう」という目的であれば、あらかじめ用意したものを
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一方的に話すだけでなく、即興的な発話も促されるかもしれません。また、児童は英語や文化を ALTに教えても
らうだけでなく、学校紹介や地域紹介など、身の回りのことを ALT にするのは好きだと思うので、「ALT に私た
ちの学校（あるいは地域）の魅力を発信しよう」というような発表の機会を設けても活発に取り組むのではない
かと思います。 
 
評価の方法や場面について、山口県教育委員会では、「各教科における「指導と評価の一体化」のための学習評価
のポイント」という資料を公開しています。 
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50900/sample/koujousiryou.html 

 
大分県では、『小学校英語指導の手引き３』が作成されています。このページには Can-Do リストの形での学

習到達目標の設定例もあります。https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/tebiki3.html 
 
令和２年度「英語教育改善プラン推進事業」研修協力校の佐伯市立上堅田小学校では、小学校外国語教育の全

体計画（３・４年、５・６年）を作成し、「聞くこと」「読むこと」「話すこと〔やりとり〕」「話すこと〔発表〕」
「書くこと」の５つの領域ごとの学年ごとの目標を設定しています。さらに、Can-Do リストの形での学習到達
目標を年間指導計画の各単元に位置づけ、Can-Do リストを日常的に活用し、達成状況を把握できるよう工夫し
ています。https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/syou-gaikokugo-cando.html 
 
岩手県山田町立豊間根小学校が令和元年度・2年度の 2 年間、文部科学省国立教育政策研究所から教育課程研

究指定校事業の指定を受け、取り組みを進めてきた研究の成果が掲載されています（2021 年 11 月現在、ダウン
ロード可能）。特にエクセルファイルは実際の実践に基づいて作成された CAN-DO リストなので参考になると
思います。https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/3179.html 
評価領域や言語活動によって評価の方法をその都度選択しています。 
①ビデオ撮影による評価  ②観察による評価  
③ワークシートによる評価 ④インタビューなどの相手になっての評価 

CAN-DO リストは作っただけでは意味がありません。それができるようになるための活動が確実に年間の指導
計画の中に位置づけられているか点検しましょう。５領域の評価については、以下の資料が参考になります。 
[なるほど！小学校外国語③] 学習評価  直山 木綿子 文部科学省初等中等教育局視学官 
https://www.youtube.com/watch?v=O2TrA1K8E64（動画） 
直山木綿子 (監修)（2021）『小学校外国語教育の指導と評価』文渓堂 

2020）『小学校英語「５領域」評価事例集』教育開発研究所 
 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50900/sample/koujousiryou.html
https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/tebiki3.html
https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/syou-gaikokugo-cando.html
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/3179.html
https://www.youtube.com/watch?v=O2TrA1K8E64
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・「読むこと」「聞くこと」の思判表のテストおよび評価について、どのようにすればよいか困っています。
業者テストは、知識・技能を問うものがほとんどで、今は自作でテストを作成し評価をしています。この場
合、目的・場面・状況の設定をするのが難しく、どのようなリード文にすれば、小学生にとってわかりやす
いものになるか苦慮しています。よい方法があればご指導いただけると嬉しいです。 
・読むことの知識・技能と思判表はどのような問題で評価をすればよいでしょうか。 

 
回答：「読むこと」「聞くこと」の思考・判断・表現の評価には、目的・場面・状況を設定して聞かせ（読ませ）る
ことがポイントになります。例えば、地域のおすすめの名物・場所を紹介するために、相手の好み（スポーツが好
きとか食べるのが好きとか）を聞いて（読んで）紹介する内容を選ぶとか、どんな食べ物が好きかを聞いて相手に
喜ばれるふさわしいメニューを選んだりするなどです。目的もなく、単に単語や文を聞いて（あるいは文字カード
を読んで）と絵カードとマッチングしたりするだけの活動でなければよいと思います。例えば以下の図のような例
があります。そのためには、単語や一文だけを個別に聞かせるのではなく、ある程度まとまった分量（とは言って
も多くなりすぎないように注意）を聞かせて、目的に応じて「必要な情報」かどうかを探して判断して聞き取る（読
みとる）ことができているかを評価するのがポイントです。 
 
＜Unit 1 ～ Unit 4 終了後，学期末に実施する場合の「読むこと」（「思考・判断・表現」）に関するチャレンジ
クイズの一例＞【出典】学習評価に関する参考資料 国立教育政策研究所 2020 年 3月 p.87 
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_gaikokg.pdf 

 
・ICT の活用について、どのような活用法があるか、勉強したいです。 

回答：東口（2020）では、ICT の活用方法を５つに分類して紹介しています。 
（１）提示ツールとして 
・拡大・縮小が自由にできるので、見やすく提示したり簡単にクイズを作ったりできる。 
・ALTとの対話を録画しておけば、担任一人でも、会話のデモを見せることができる。 

読み取った内容をもとに

行動を選ばせるような問

いがあれば、読む目的を意

識させることができる。 

 

目的・場面・状況

を記述 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_gaikokg.pdf
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・児童のタブレットに教材を送信して、個々の端末で参照させることができる。逆に児童の作品を教師の端末で
一括管理して、大きな画面に映し出して発表させることができる。 

・国際理解につながる写真を提示して英語を聞かせる。Google Earth で、世界の雰囲気味わうのもいいですね。 
 
（２）共有ツールとして 
・共有ファイルを同時編集し、デジタルクイズブックやポスター等をつくる。 
・会話をしている動画をシェアしてお互いに気づきを述べあって学ぶ。 
 
（３）発表ツールとして 
・タブレットがあると手軽に写真に撮れて加工できるので、例えば、学校紹介プロジェクトと題して、校内の様々
な場所の写真をとり、それをスクリーンに映してプレゼンさせるのはモチベーションがあがる。 

・山口市が導入している Chromebook では、児童に画像検索させて好きな写真を選んで貼り付けさせ、プレゼン
資料を作成させる事例もありました。（話すことの評価では文字を入れずに発表させる。） 

・言葉だけで発表するより、写真を写して説明する方が、伝えたい内容を忘れないので話しやすい。 
・紙に文字を書かせて発表させるのは「読むこと」の活動になってしまうので、話すことの活動としては、写真、
実物などを使って発表させるとよい。 

 
（４）記録ツールとして 
・これまでに拝見した実践でよいと思ったのは、３人グループで役割を交代しながら、ペアの対話の様子を撮影
し、すぐに振り返り、よい例をクラスに見えたりした後、2回目をやるというものです。タブレットを台に置い
てペアでもできるのですが、置きっ放しではきちんと取れているかが気になるのと、第 3 者が見ていると適当
にできないという力学も生まれます。 

・タブレットに保存した画像は、授業中に十分に見取れなかった児童の評価材料にもできます。継続的に記録をさ
せれば、特に「話すこと」のデジタルポートフォリオとして児童の成長が評価できる。 

（５）通信ツールとして 
・Zoom などのWeb ミーティングで留学生や他校の ALTや他校の児童（海外とでも可能）と交流する。 
・通信によって「あえて言葉だけで伝えること」や「助けを借りずに自分でやること」にチャレンジさせられる。
例えば、道案内の例では、「電話で道順を教える」という場面設定をして、地図を直接指さしたりせず、ジェスチ
ャーなしで伝えられるかチャレンジさせる。 
（６）その他 
・Siriなどが使える英語の音声入力ができるデバイスに児童が英語で話しかけるという実践もあります。自分の英
語が機械に正しく認識されたとき、児童はとても嬉しそうでした。（知識・技能の観点） 

 
参考： 
・東口貴彰（2020）『小学校英語×ICT』明治図書 
・「ICT 端末活用授業ガイド」『英語教育』2021年 8月
別冊 

・文部科学省（2014）「学びのイノベーション事業実証
研究報告書」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shou
gai/030/toushin/1346504.htm  
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