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目的に応じて表現・語彙を活用する力を育てる外国語活動の研究 

－ＩＣＴによる外国語学習支援ツールの開発とその利用を通して－ 

 

                         下関市立滝部小学校 教諭 桑原 武夫 

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

中央教育審議会答申（平成28年）では、外国語教育における学習過程の一つとして、「児童

生徒が目的に応じて情報や意見などを発信するまでの方向性を決定し、コミュニケーションの

見通しを立てる」＊１ことが挙げられている。また、「外国語の学習においては、語彙や文法等

の個別の知識がどれだけ身に付いたかに主眼が置かれるのではなく、児童生徒の学びの過程全

体を通じて、知識・技能が、実際のコミュニケーションにおいて活用され、思考・判断・表現

することを繰り返すことを通じて獲得され、学習内容の理解が深まるなど、資質・能力が相互

に関係し合いながら育成されることが必要である」＊２と述べられている。 

 (2) 研究テーマ設定の理由 

   原籍校第６学年児童は、外国語活動に意欲的であるが、自分たちで会話等を考え、進めるこ

とが難しく、目的に応じて表現・語彙を活用する力を十分に身に付けているとは言い難かっ

た。授業者にとっても、児童が自分たちで会話等を考え、進める場を学習過程の中に設定しづ

らい状況であった。例えば、１個の質問と１個の応答を１往復の会話とみなしたとき、つなが

りのある２往復の会話を行うことも難しかった。これは、児童自身が表現・語彙について視覚

的・聴覚的に参照することができる資料が少ないことと、単語や文構造についての理解が十分

でないことが原因ではないかと考えた。 

   そこで、児童が自分の思いに合う表現・語彙を調べ、例文

や音声を参照でき、自然に単語や文構造についての理解を得

られる外国語学習支援ツール（以下、ツール）を、ＩＣＴに

より開発することとした。このツールをいつでも利用できる

状態にすることで、児童が自分たちで会話等を考え、進める

場を学習過程の中に設定しやすくなり、目的に応じて表現・

語彙を活用する力を育てることができると考えた（図１）。 

 (3) 研究の仮説 

   以上のことから、研究の仮説を「外国語活動において、タブレット型端末等のＩＣＴで児童

が利用できる外国語学習支援ツールを開発し、児童がそれを用いて自分たちで会話等を考え、

進める場を学習過程の中に設定することで、目的に応じて表現・語彙を活用する力を育てるこ

とができる」とした。そして、ツールを開発し、そのツールを導入した授業実践を行うことを

通して、仮説の検証を行うこととした。 

 

２ 研究の内容 

 (1) ＩＣＴによる外国語学習支援ツールの開発 

  ア ＩＣＴ活用の方向性におけるツールの独自性 

    これまでの小学校外国語教育におけるＩＣＴ活用の方向性について分類すると、まず活用

図１ 研究の構想 
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主体によって、「教師が活用するＩＣＴ」と「児童が活用するＩＣＴ」に分けられると考え

る。また、活用目的によっても、「一斉授業の改良」と「児童主体の授業の実現」に分けら

れると考える。本研究にお

けるツールは「児童が活用

するＩＣＴ」であり、活用

目的は「児童主体の授業の

実現」である（図２）。さ

らに、写真、ＣＤ、ビデオ

カメラ等、他の媒体で代替

が可能かを考えると、ツー

ルの独自性が浮かび上が

る。ツールは他の媒体で代

替可能ではない。その理由

となるツールの本質的な特徴として、以下２点を挙げる。 

  イ ツールの特徴１ 

    まず、「自分の思いに合う表現・語彙を調べ、ほとんど日本語を介さずに例文や音声を参

照することができる」ことが、特徴として挙げられる。例えば、友達に果物の好みを尋ねた

いと思った児童は、ツールの「たずねたい」ボタンをタップ（マウスを使用する場合はク

リック。以下同様）し、「何が好きかたずねたい」絵カードをタップし、“What”の右にある

空白部分をタップし、その後出てきた複数の絵カードの中から“fruit”の絵カードをタッ

プする。そうすると、“What fruit do you like?”の文全体の音声と文字、及びその文を構

成する部分（do you like）や個々の単語（What, fruit, do, you, like）の音声と文字を

参照することができる（図３）。この操作の過程において、児童は日本語の文を逐語的に英
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図２ ＩＣＴ活用の方向性と具体例 

図３ 外国語学習支援ツールの基本的な操作手順（果物の好みを尋ねたい場合） 

①「たずねたい」をタップ ②「何が好きかたずねたい」をタップ 

③“What”の右の空白部分をタップ ④“fruit”の絵カードをタップ 
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語の文に翻訳しているわけではない。このようなツールの仕組みにより、児童は英語を英語

のまま、英語の文構造の中で調べ、例文や音声を参照することができると考える。 

  ウ ツールの特徴２ 

    もう一つの特徴として、「表現・語彙を調べるうちに、自然に単語や文構造についての理

解を得ることができる」ということが挙げられる。児童自身が自分の思いに合わせて、上記

イに示したような操作を行いながら繰り返し例文を音声とともに参照することを通して、児

童は自然に、単語や文構造についての理解を得ることができると考える。例えば“I like 

apples.”を参照する過程で、リンゴが好きだと伝える際に「アイライ（ク）アポー（ズ）」

と言っているが、それは“I”と“like”と“apples”という３個の独立した意味をもつ部

分からなる文であることを理解するとき、児童は単語の理解を得たと考える。また、好きな

物を伝える表現を参照する過程で、“I like”の後に“apples”や“oranges”等の好きな物

が来るということを理解するとき、児童は文構造の理解を得たと考える。英語の文がいくつ

かの単語で構成されていることや、日本語とは異なる文構造をもつことについての理解は、

児童が自分の思いに合わせて、表現・語彙を活用して英文を構成し、尋ねたいことを尋ねた

り、伝えたいことを伝えたりするための前提条件である。 

    また、この点は、ツールと、日本語の文を入力することで自動的に英文が出力される翻訳

ソフトとの本質的な違いである。翻訳ソフトでは、「あなたは何の果物が好きですか」と入

力すると“What fruit do you like?”や“What kind of fruit do you like?”、または

“What's your favorite fruit?”といった文が、文字で、あるいは音声とともに、出力さ

れる。これは、ある程度単語や文構造についての理解がある学習者にとっては、より一層そ

れらについての理解を深めることにつながるかもしれない。しかし、一般にそのような理解

がほとんどない児童にとっては、単語や文構造についての理解にも、その理解の深まりにも

つながらないと考える。一方、ツールでは、「何が好きかたずねたい」という自分の思いか

ら始めて“What do you like?”の“What”の後に好みを尋ねたいジャンルを表す言葉

（animal, fruit, color等）を選んだり、「何が好きか伝えたい」という自分の思いから始

めて“I like”の後に続けて好きな物を表す言葉（apples, oranges, grapes等）を選んだ

りするという操作を行う。その際、文字が読めなくても、聞き慣れた音声や、単語等の意味

を示すイラスト等を手掛かりに操作を進め、自分が求める例文や音声を参照することができ

る。このような操作を行うことが、自然に単語や文構造についての理解を促すと考える。 

  エ PowerPointを用いたプレゼンテーションファイルの形式で作成していることの意義 

    ツールは、Microsoft社が提供しているPowerPointを用いたプレゼンテーションファイル

の形式で作成している。そのため、ほとんどのパソコンやタブレット端末において利用がで

きる。これは、学校だけでなく、家庭における音声を中心とした外国語学習の広がりにもつ

ながると考える。また、PowerPointを導入しているパソコンであれば、多少の技術と労力は

必要となるものの、自由に改変ができる。例えば地域の名所や特産物などを「図かん」の

コーナーに掲載するなど、学校ごとに独自の工夫を加えることで、より意欲的な活動の実現

につなげられると考える。 

 (2) 児童が自分たちで会話等を考え、進める場の設定 

   毎時間の授業の中に、児童が自分たちで会話等を考え、進める場を継続的に設定する。ま

た、単元を通して、単元の目標を達成するために計画的に各授業を構成する。その際、児童が

表１ 授業の基本的な構成 



- 4 - 

 

目的意識を高められるように、具体的な課題を設定する。授業の基本的な構成は表１のとおり

である。この構成は、単元全体の計画の中で、柔軟に変更され得るものである。授業の中で、

ツールは児童がいつでも利用できるようにする。 

  ア 継続的な設定 

    毎時間の授業の中に設定する、

児童が自分たちで会話等を考え、

進める場は、表１の②～⑥であ

る。look up wordsでは、today's 

goalで確認しためあてを受けて、

今回使いそうな表現・語彙等を考

え、調べる。small talkでは、児

童一人ひとりが、友達や教師に尋ねたい質問を２個以上準備し、お互いに質問をしたり質問

に答えたりする。game or quizでは、単に語彙を増やす練習ではなく、児童同士や教師との

コミュニケーションを楽しむことができる活動を行い、児童が自分たちで考えたことを伝え

たり、尋ねたりすることができるようにする。activityは、各授業の中心となる活動で、目

的に応じて表現・語彙を活用しながら、自分たちで会話等を考え、進める場とする。review

でも自分の気持ちを英語で伝え合う機会を設ける。 

    なお、本研究におけるsmall talkは、鳥飼玖美子著『話すための英語力』（講談社現代新

書）にある、欧米文化における人間関係を円滑にする手段としてのスモール・トーク（世間

話、雑談）を念頭において取組を開始した。文部科学省作成の共通教材『We can!』で取り

入れられているSmall Talkとは、一致する部分もあるが同じものではないので、small talk

と全て小文字で表示することで両者の区別を図っている。また、質問を中心にしてsmall 

talkを進めるようにしていることには、児童の「問う力」を育てたいというねらいがある。 

  イ 計画的な構成 

    単元を通して、単元の目標を達成するために計画的に各授業を構成する。例えばactivity

は各授業の中心となる活動であり、授業中の各活動はactivityとの関連を図りながら行われ

るものであるが、個々のactivityは単元の目標を達成するために計画されるものである。単

元全体を見通して、どのように授業を進めていくかを考える。 

    一方でsmall talkについては、例えば「２個の質問のうち、１個は友だちのできることに

ついて聞くものにしましょう」というように、単元の目標に対応する表現・語彙を用いるよ

うに促すと同時に、単元を超えて、長期的視野に立った段階的指導を計画的に進める。 

  ウ 目的意識を高める具体的な課題の設定 

    児童が主体的にコミュニケーションを図るためには、具体的な課題を設定して児童の目的

意識を高める必要がある。しかし、具体的な課題の設定や目的意識の高揚は、それ自体が目

的ではなく、児童の資質・能力を高めるための手段である。コミュニケーションの目的は、

相手との関係を良くしたり、良い関係を保ったりすることにもある。それゆえに、「会話を

はずませる」ということも具体的な課題の一つであると考え、特にsmall talkにおいてその

ような言語活動を行う。 

 (3) 目的に応じて表現・語彙を活用する力の育成 

   本研究では、児童が自分の思いを実現するために表現・語彙を用いたとき、目的に応じて表

導入 

①today's goal めあてを確認する 

②look up words 
今回使いそうな表現・語彙等を
考え、調べる 

展開 

③small talk 自分たちで複数の質問を考え、
友達や教師とやり取りを行う 

④game or quiz コミュニケーションを楽しみな
がら表現・語彙等に慣れ親しむ 

主活動 ⑤activity 
目的に応じて表現・語彙を活用
しながら、自分たちで会話等を
考え、進める 

終末 ⑥review 学びを振り返る（一部英語で） 

表１ 授業の基本的な構成 
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現・語彙を活用したと考える。活用することを通して活用する力を身に付けられるように、

ツールは児童がいつでも利用できる状態にする。 

 (4) 授業実践 

   第６学年22人の学級で、新学習指導要領を見据えた授業を実践した。第１回は「話すこと

[発表]」を扱う単元として、『Hi, friends!２』Lesson３“I can swim.”（全４時間）を行っ

た。第２回は「話すこと[やり取り]」の目標ウ「自分や相手のこと及び身の回りの物に関する

事柄について、簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりし

て、伝え合うことができるようにする」を扱う単元として、Lesson５“Let's go to Italy.”

（全５時間）を行った。それぞれの単元の流れは表２、表３のとおりである。 

 

   各授業は表１の構成とし、児童が自分たちで会話等を考え、進める場を豊富に設定した。ま

た、small talkの段階的・計画的指導を、児童の実態を踏まえながら、３段階で実施していく

こととした（表４）。その際、Lesson３とLesson５の２回の授業実践の間に実施する原籍校学

時 目標と主な活動 

１ 会話の進め方について整理するとともに、どこの国に行きたいかを尋ね合う表現を知る。 
・small talk：会話の進め方について、「会話ブロック」（＊）を用いて整理し、理解する。 
＊“Do you like animals?”“What animal do you like?”のように２個の質問につながりがあるときを

“More”、“Do you like animals?”“Can you play soccer?”のようにつながりがないときを“Change”
と呼ぶこととして、前の質問や回答と次の質問との間の関係性を意識させる指導上の工夫のこと。 

２ 
 

会話の進め方について新しい方法を学ぶとともに、どこの国に行きたいかを尋ね合う表現に慣れる。 
・small talk：会話の進め方について、「会話ブロック」をもう一つ増やす（＊）。 
＊自分のことを伝えてから質問をすることを“Tell and Ask”と呼ぶこととして、質問するばかりではな

く、自分のことを伝えることにも意識を向けさせる指導を行った。 

３ 身近な話題について会話を進めたり、映像で見た外国の様子について感想を伝え合ったりする。 
・small talk：会話ブロックを意識し、数人が順番に代表者（指導者）に対して質問を出す。 
・game：「“Tell me!”カルタ」（＊）をする。 
＊読み手は例えば“cat”と言うのではなく、猫についての自分の情報を言う。例えば、“I have a …”と
言って、取り手の“You have a …”という反応を受けてから、“cat!”と言う。取り手は読み手のことに
ついて知ることができ、前もって知っていれば、“cat”と言う前に猫のカードを取ることができる。 

４ 自分たちで英語による会話を進める。 
・small talk：会話ブロックを意識し、数人が順番に代表者（指導者または児童）に質問を出す。 
・game：「“Tell me!”カルタ」をする。 

５ 
 

「アメリカの学級で、友だちと会話を通して仲良くなり、いっしょに遊ぼうとさそう」という目的をもっ
て、自分たちで英語による会話を進める。 
・small talk：会話ブロックを意識し、数人が順番に代表者（指導者または児童）に質問を出す。 
・activity：「アメリカの学級で友だちと会話を通して仲良くなって、いっしょに遊ぼうとさそう」という
目的をもって、自分たちで英語による会話を進める。 

時 目標と主な活動 

１ 動作を表す語や「できる」「できない」という表現を知り、英語と日本語の動作を表す語を比較し、その共
通点や相違点に気付く。 
・small talk：友だち２～３人と、自分で考えた質問をしたり答えたりし合い、メモをする。 
・quiz「“Who am I?”クイズ（１）」：指導者が“I can ～.” “I can't ～.”でヒントを伝える。 

２ 動作を表す語や「できる」「できない」という表現に慣れ親しみ、「できること」を尋ねたり答えたりする表
現を知る。 
・small talk：友だち２～３人と、自分で考えた質問をしたり答えたりし合い、メモをする。 
・quiz「“Who am I?”クイズ（２）」：児童が出題者（指導者）に“Can you ～?”でヒントを尋ねる。 
・指導者の自己紹介を聞き、単元のめあてをつかむ。 

３ 「できること」を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。 
・small talk：友だち２～３人と、自分で考えた質問をしたり答えたりし合い、メモをする。 
・quiz「“Who am I?”クイズ（３）」：児童が出題者になる。 
・activity：自己紹介をする内容を考える。自己紹介をする練習をする。 

４ 「できること」「できないこと」を中心に、自己紹介をし合う。 
・today's goals：「アメリカの小学校に転校した初日、クラスのみんなの前で」自己紹介をしよう。聞くと

きは、アメリカの小学生になったつもりで、リアクションをしながら聞こう。 
・small talk：友だち２～３人と、自分で考えた質問をしたり答えたりし合い、メモをする。 
・activity：グループで自己紹介をし合う。代表児童を選び、学級全体で自己紹介をし合う。 

表２ 第１回授業実践の単元の流れ（６月 14 日～６月 28 日） 

表３ 第２回授業実践の単元の流れ（10 月５日～10 月 27 日） 
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級担任によるLesson４の授業（全４時間）においても、継続的にツールを利用したsmall talk

の実践を行うこととして、Ｔ２として全４時間の授業に参加した。 

 (5) 授業実践の結果及び考察 

  ア ツールは児童が利用できるものになっていたか 

    児童はツールを頻繁に利用し、操作に戸惑う様子は見られなかった。児童に対する事後ア

ンケートの結果（表５）も、公開授業を参観した教員に対するアンケートの結果（表６）

も、ツールについて概ね肯定的である。これらのことから、ツールは児童が利用できるもの

になっていたと考える。 

 

  イ 自分たちで会話等を考え、進める場を設定することができたか 

    第１回授業実践では、児童が自分の伝えたいことを伝えるために、ツールを参照しなが

ら、自分で５個の平叙文を用意して、友達に自己紹介を行うことができた。自己紹介の内容

は、「アメリカの学校に転校した初日、クラスのみんなの前で」という状況において、アメ

リカの新しい友達に自分のことを分かってもらい仲良くなるという目的をもって、児童自身

が考え、構成したものである。児童は個々に発表の練習をして、友だちの前で発表した。表

７には、児童自身がツールを利用しながら書いた自己紹介パネルの記述を掲載している。 

段階 第１段階 第２段階 第３段階 

実施単元(時間数) Lesson３（全４時間） Lesson４(全４時間) Lesson５（全５時間） 

内容 ２個の質問・応答 つながりのある２個の
質問・応答 

つながりのある３個以上の質
問・応答 

ねらい 多様な質問・応答に慣れる つながりを意識する 会話の流れを意識する 

予想される会話の
例 

Do you like animals? / 
Yes, I do. / Can you eat 
natto? / No, I can't. 

Do you like cats? / 
Yes, I do. / Do you 
have a cat? / Yes, I 
do. 

Do you like animals? / Yes, I 
do. / What animal do you 
like? / I like dogs. / Do you 
have a dog? / No, I don't. 

  はい 
（人） 

どちらかというと 
はい（人） 

どちらかというと 
いいえ（人） 

いいえ 
（人） 

第１回授
業実践後 

ツールは使いやすかったですか 
 

20 １ ０ １ 

知りたい言葉や言い方を調べる 
ために役立ちましたか 

20 ２ ０ ０ 

自分たちで英語の会話等を考え、 
進めるために役立ちましたか 

19 ３ ０ ０ 

第２回授
業実践後 

ツールは使いやすかったですか 
 

18 ２ １ １ 

知りたい言葉や言い方を調べる 
ために役立ちましたか 

19 ３ ０ ０ 

自分たちで英語の会話等を考え、 
進めるために役立ちましたか 

18 ４ ０ ０ 

  はい 
（人） 

どちらかというと 
はい（人） 

どちらかというと 
いいえ（人） 

いいえ 
（人） 

第１回授
業実践後 
 
＊回答者
９人 

ツールの操作は児童にとって簡単
だったと思いますか 

９ ０ ０ ０ 

表現・語彙を調べるために、役立っ
たと思いますか 

９ ０ ０ ０ 

自分たちで、英語での会話を考え、
進めるために役立ったと思いますか 

６ ３ ０ ０ 

第２回授
業実践後 
 
＊回答者
７人 

ツールの操作は児童にとって簡単
だったと思いますか 

６ １ ０ ０ 

表現・語彙を調べるために、役立っ
たと思いますか 

７ ０ ０ ０ 

自分たちで、英語での会話を考え、
進めるために役立ったと思いますか 

７ ０ ０ ０ 

表５ 児童に対する事後アンケートの結果 

表４ small talk の段階的指導計画 

表６ 公開授業を参観した教員に対するアンケートの結果 
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    児童は自己紹介の内容を考える際に、できることばかりではなく、好きなことや物、苦手

なことや物等についてもバランスよく伝えることを意識していた。そして、自分で自分の伝

えたい本当の自分のことを、それまでに慣れ親しんだ表現・語彙で伝えられる範囲で考え、

正しい発音や文構造からほとんど離れることなく、聞き手に伝えることができた。これと同

じ活動を、ツールがない状況で、５年生から通常の時間数で外国語活動を行ってきた６年生

の学級において、全４時間で実現することは、容易ではない。ツールがあることにより、授

業者にも児童にも無理なく、楽しみながら実現することができたと考える。 

    small talkは、毎時間実施し、特に第２回授業実践では主活動としても扱った。そして、

表４のように三つの段階を経ながら、児童が自分の尋ねたいこと尋ねるために、自分で２個

以上の疑問文を考えて、質問を出し合う活動を行うことができた（図４）。ツールがあるこ

とで、児童一人ひとりの思いに合った例文をいつでも参照できるため、「どうすれば質問が

できるか」ではなく、「どのように質問をつなげていくか」を考えることに多くの時間を充

てることができた。つまり、児童が自分たちで会話等を考え、進める場を学習過程の中に無

理なく豊富に設定することができたと考える。 

児童Ａ 児童Ｂ 児童Ｃ 児童Ｄ 

I like dogs. 
I can't play baseball. 
I have a guitar. 
I have a smartphone. 
I can play volleyball. 

I like cats. 
I like yellow. 
I like 
 s(t)rawberry(ies). 
I don't like natto. 
I can jump a rope. 

I like green. 
I can't play baseball. 
I can eat natto. 
I like sushi. 
I can draw pictures. 

I like baseball. 
I can ride a unicycle. 
I can't do judo. 
I don't want a banana. 
I can play baseball. 

児童Ｅ 児童Ｆ 児童Ｇ 児童Ｈ 

I like study(ing). 
I don't like 
 eggplant(s). 
I can jump a rope. 
I can cook. 
I can do calligraphy. 

I can play the piano. 
I don't have 
 (a) sumaho. 
I like cats. 
I don't have a cat. 
I can play volleyball. 

I like YouTube. 
I don't have (a) (PC). 
I have a (dog). 
I can't eat eggplant. 
I can draw pictures. 

I have (a) wiiU. 
I like YouTube. 
I want (a) Switch. 
I don't like 
 green peppers. 
I can play baseball. 

児童Ｉ 児童Ｊ 児童Ｋ 児童Ｌ 

I like P.E. 
I don't like science. 
I can't play 
 the piano. 
I like parfait. 
I can play 
 the volleyball. 

I can cook. 
I don't like winter. 
I like fruits. 
I don't like 
 green peppers. 
I can play 
 the recorder. 

I don't like sushi. 
I can't speak English. 
I like basketball. 
I don't have 
 a smartphone. 
I can swim. 

I like dogs. 
I don't like 
 green peppers. 
I have two brothers 
 and a sister. 
I'm eleven years old. 
I can do origami. 

児童Ｍ 児童Ｎ 児童Ｏ 児童Ｐ 

I have a sister. 
I like YouTube. 
I don't like 
 red pepper(s). 
I have a smartphone. 
I can (do) soroban. 

I like sushi. 
I can cook. 
I don't like 
 basketball. 
I can't play soccer. 
I can play volleyball. 

I like grapes. 
I like soccer. 
I can't play baseball. 
I have (an) iPad. 
I can play soccer. 

I can cook. 
I don't like dogs. 
I can't ride 
 a unicycle. 
I want a smartphone. 
I can play basketball. 

児童Ｑ 児童Ｒ 児童Ｓ 児童Ｔ 

I like game. 
I like animals. 
I don't like subjects. 
I don't like piano. 
I can draw pictures. 

I have a cat. 
I like volleyball. 
I have a brother. 
I'm twelve. 
I can draw pictures. 

I like sushi. 
I don't like soccer. 
I can do soroban. 
I can't play baseball. 
I can ride a unicycle. 

I can play baseball. 
I don't like garlic(s). 
I can cook. 
I can't play soccer. 
I like cats. 

児童Ｕ 児童Ｖ  
＊文中の「(s)」や「the」は、児童の発表において文
法的に間違っていたところ。 
＊下線無しの文は「ツールに示した文」で、下線付き
の文は「児童が作った文」である。 

I like game. 
I can't play kendama. 
I have a sister. 
I have a cat. 
I can play the piano. 

I like tennis. 
I don't like math. 
I have a dog. 
I am twelve years old. 
I can play soccer. 

表７ 児童が行った自己紹介の内容（順不同） 
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  ウ 目的に応じて表現・語彙を活用する力を育てることができたか 

    「話すこと［発表］」については、第１回授業実践の自己紹介活動における児童の発表内

容を検証の根拠とする。全ての児童が、ツールに示した例文をそのまま使用したり、ツール

にはない文を自分で作ったりして、「アメリカの小学校に転校した初日、クラスのみんなの

前で自己紹介をする」という目的に応じて５個の平叙文を用意し、発表することができた

（表７）。少なくともそれらの文が、その児童にとっての事実を表していることは、学級担

任とともに確認した。これは、野球が好きではないのに野球が好きだと述べていたり、猫を

飼っていないのに猫を飼っていると述べていたりする文はなかった、ということである。 

    さらに児童は、ツールに示していた134種類の例文にはない文を、学級全体の合計で32種

類作っていた（表７の下線付きの文。“I can play volleyball.”等、複数の児童が使って

いる文は１種類と数えた）。「ツールにはない文を作る」とは、例えばバレーボールができる

ことを伝えたいとき、ツールには“I can play volleyball.”という文はないが、“I can 

play baseball.”という文はあり、“volleyball”という語は「図かん」に掲載されている

ので、“baseball”を“volleyball”に替えて文を用意した、ということである。“I have 

(an) iPad.”のように、「図かん」にもない語を組み合わせた文もあった。このように、

「ツールにはない文」を一人当たり平均で約1.5種類作っていたということも、児童が自分

の伝えたいことを伝えようとして表現・語彙を活用していたことを示していると考える。 

    「話すこと［やり取り］」については、授業実践後に実施したパフォーマンステストの結

果を検証の根拠とする。パフォーマンステストでは、児童と教師の１対１で日常的な会話を

約２分ずつ行った（ツールをいつどのように使うかは児童に任せた）。そこでは、英語によ

る会話（１個の質問と１個の応答を１往復と数える）を一人当たり平均で10.8往復行うこと

ができた。その会話の約98％は前後に関連がある「つながりのある質問・応答」であり、平

均10.8往復中の4.4往復は児童が質問し教師が応答するものであった。ここでは、三つの段

図４ 第３段階の small talk の例：「つながりのある３個以上の質問・応答」をめざす 

第３段階の small talk で取り組んだ活動の一つ（活動名“Ask me!”） 

①３～４人のグループごとに、くじ等で質問する相手（教師、ＡＬＴ、代表児童等）を決める。 

②各グループで、質問相手のことを考え、つながりそうな３～４個の質問を考える。例えば、“Do you 

like sports?”“What sport do you like?”“Can you play (   )?”など。この場合、最初の質問で

“No, I don't.”と答えられると対応しにくいので、相手に合わせて質問の内容や流れをよく考える。 

③グループ内で各質問の担当者を決める。一人１個の質問を担当する。直前の質問に対する相手の答えに

よって出すべき質問が変わりそうなところは、自然と外国語が得意な児童が担当するようになる。 

④実際に相手に質問をして、会話を進める。質問をするグループ以外の児童は、２個目以降の質問が、前

の質問とつながっているか判断して、つながっていると思えば“More”と書かれた札を、つながってい

ないと思えば“Change”と書かれた札を上げ、児童自身が評価をしながら質問・回答を続ける。 

⑤教師は、学級全体で会話の流れを振り返り、その場での対応、話題の新しさ、会話の流れの工夫、自然

なリアクションなどを価値付けて、次につなげる。 

 グループで考えて、多様な会話の流れを生み出し
ていった。 

写真は④の様子 

 ここで生み出された会話の流れは学級全体で共有
され、一人ひとりが身に付けていった（＊）。 

＊単元の終末の活動で生かされていた。また単元
後のパフォーマンステストで確認できた。 

                  （後述） 
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階を経て継続的に取り組んできたsmall talkの成果が表れており、特に第３段階の活動

“Ask me!”（図４）で身に付けた会話の流れを活用する児童が多かった（図５）。 

    以上の結果から、目的に応じて表現・語彙を活用する力を育てることができたと考える。 

 

３ 研究の成果と今後の課題 

 (1) 研究の成果 

  ア 「話すこと［発表］」と「話すこと［やり取り］」における研究仮説の検証 

    研究仮説は「話すこと[発表]」、「話すこと[やり取り]」において検証されたと考える。 

  イ 「読むこと」に有効であることを示すデータが得られたこと 

    ツールを利用する「話すこと」の授業が「読むこと」にも有効であるというデータが得ら

れた（表８、表９）。児童の読む力の変容を把握するために、第１回授業実践前（事前）の

６月と、第２回授業実践後（事後）の11月に、同一のテストを実施した。その結果を比べて

みると、この間児童に対して「読むこと」に関する直接的な指導は行わず、事前実施のテス

トの結果を知らせるこ

ともしなかったにもか

かわらず、「読むこ

と」の力が大きく伸び

ていた。これは、ツー

ルを利用して「話すこ

と」「聞くこと」に関

わる活動を継続してき

たことが、自然に「読

むこと」の力の向上に

文字で示された四つの単語の中から、問

題文に合うものを選択 

選択者数（人）／22人中 

*６月は無答が１あった 

問題文 選択肢 事前（６月） 事後（11月） 

何かを「持っている」

というときに使う英語

は、次のどれだと思い

ますか？ 

like ５ ０ 

have（正解） ９ 19 

want ３ １ 

stand ４ ２ 

何かを「好きだ」とい

うときに使う英語は、

次のどれだと思います

か？ 

want ３ ０ 

can ４ ０ 

sit ３ ０ 

like（正解） 11 22 

①目的を「会話をはずませること」と「お互いのことを知り

合うこと」と設定し、児童と共有する。会話の往復回数や

形式的なリアクションではなく、話されている内容を大切

にする。児童に達成感をもたせることも重要である。 

②児童からの質問を待ち、教師は質問に答える。児童の質問

が続く限りは児童に任せて、教師は質問に答え続ける。 

③様子を見て、教師からの質問を始める。教師からの質問は

児童の質問内容等を受けて「その場で」行うので、児童は

「その場で」答える必要がある。 
④教師からの質問の流れに区切りがついたら、もう一度児童からの質問を待ち、質問が出れば②を行う。

その質問の流れに区切りがつくか、質問が出なければ、パフォーマンステストを終える。 

図５ パフォーマンステストの概要 

実際に行われた２往復の会話例 

C: Do you like fruits? 

T: Yes, I do. 

C: I like strawberry. Do you 

like strawberry? 

T: Me, too. I like 

strawberries. 

実際に行われた３往復の会話例 

C: Where do you want to go? 

T: I want to go to Tokyo. 

C: What do you want to do in 

Tokyo? 

T: I want to eat sushi and 

soba. 

C: What sushi do you like? 

T: I like tuna, salmon, and 

egg. 

実際に行われた４往復の会話例 

C: Do you like animals? 

T: Yes, I do. 

C: What animal do you like? 

T: I like cats. 

C: Do you have a cat? 

T: Yes, I do. 

C: What's the cat's name? 

T: It's Jinbei. 

C は児童、T は教師。 

表８ 単語を「読むこと」に関わるテストの結果（事前・事後） 
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結びついたことを示す

と考える。また、授業

中、ツールをよく調

べ、何度も例文や単語

を参照するにもかかわ

らず、音声を参照しな

いことが多い児童が増えてきたので話を聞くと、「見るだけで大体分かるようになった」と

いう答えが返ってきたことも、「読むこと」の力の向上を示していると考える。これは、新

学習指導要領における「音声中心から文字へ」という考え方に合っており、今後「読むこ

と」の指導においても、ツールを利用した授業が有効であると考える根拠である。 

  ウ 「聞くこと」に関わる言語活動の充実 

    一般に、「聞くこと」に関わる言語活動と言えば、指導者やデジタル教材等の話す言葉等

を聞くことが中心であり、児童が話す言葉等を聞くことを想定していない。それは、児童が

話す言葉等は、内容が限られていたり、正確さを欠いていたりすることが多いからである。 

    しかし、ツールがあることで、話し手としての児童は、自分が尋ねたいことを尋ねたり、

自分が伝えたいことを伝えたりすることができる。そしてそれらの質問や発表は、正しい文

や音から大きく離れることがない。これは聞き手としての児童にとって、意欲をもって、意

味のあるコミュニケーションの中で、友だちから様々な質問や発表を正しい文や音で聞く機

会が豊富にある、ということである。「インプットとしての質」は、言葉の正確さと、内容

の身近さにかかっていると考える。ツールは、児童が話す言葉の「インプットとしての質」

を言葉と内容の両面から向上させ、「聞くこと」に関わる言語活動を充実させると考える。 

  エ 「書くこと」に関わる言語活動の充実 

    授業実践を通して、「書くこと」に関わる言語活動についてもツールがあることで充実す

ることが分かった。その例として、まず「自己紹介」活動の際の「自己紹介パネル」の作成

が挙げられる。新学習指導要領で示されている「書くこと」に関わる言語活動の例と、その

中の(ｴ)の事項について説明した「解説」の記述を表10、表11に示す。 

    

問題文を読み、その意味を日本語で記述 正解者数（人）／22人中 

問題文 二つに分けて採点 事前（６月） 事後（11月） 

Do you like 

        oranges? 

Do you like ５ 18 

oranges ５ 11 

I don't have 

   a smartphone. 

I don't have １ 13 

a smartphone ０ 16 

 (ｲ)及び(ｳ)が「書き写す」としていることに対して、この事項では「書く」としている。「書き写す」と
は、語句や文を見ながらそれをそのまま書くことである。一方で、「書く」とは、例となる文を見ながら、自
分の考えや気持ちを表現するために、例となる文の一部を別の語に替えて書くことである。例えば、自分が好
きな人やことを他者に紹介する活動において、“I like baseball. My favorite baseball player is ～.”を
例としながら、自分の考えや気持ちを表現するために、語順を意識しながら、baseballなどの語を替えて、“I 
like music. My favorite musician is ～.”と書くことである。 
 （中略） (ｱ)もこの事項も、「書き写す活動」ではなく「書く活動」としている。しかし、(ｱ)は何も見るこ
となく児童が自分の力で書くことができるようになることを求めている。一方で、この事項では、「例の中か
ら言葉を選んで」と示していることからも分かるように、その段階までは求めていない。換言すれば、この事
項における活動に取り組ませる際は、児童が、言葉を選んで書くことができるよう、例となる語句や表現を示
すことが必須となる。 

表 10 新学習指導要領に示されている「書くこと」の言語活動例 

(ｱ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体の大文字、小文字を書く活動。 
(ｲ) 相手に伝えるなどの目的を持って、身近で簡単な事柄について、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句を

書き写す活動。 
(ｳ) 相手に伝えるなどの目的を持って、語と語の区切りに注意して、身近で簡単な事柄について、音声で十分

に慣れ親しんだ基本的な表現を書き写す活動。 
(ｴ) 相手に伝えるなどの目的を持って、名前や年齢、趣味、好き嫌いなど、自分に関する簡単な事柄につい

て、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を選んで書く活動。  

表９ 文を「読むこと」に関わるテストの結果（事前・事後） 

表 11 「書くこと」に関わる言語活動(ｴ)についての解説（一部抜粋）＊３ 
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    ここで言う「書き写

す」ことと「書く」こと

とは、「自己紹介パネ

ル」の作成においてその

まま実現していた（図

６）。表７の「ツールに

示した例文」が「書き写

した」文であり、「児童

が作った文」が「書い

た」文である。 

    また、毎時間の外国語

活動シート（ワークシー

ト）における活動の振り

返りに、英語で感想を書

く児童が出てきたこと

も、「書くこと」の充実

につながっている例とし

て挙げられる。外国語活動シートの振り返りの部分は、ツールの「ふり返ろう」のコーナー

と対応させて、例文と音声を参照できるようにしていた（図７）。何人かの児童は、それら

の内容を踏まえて、“I enjoyed the game.”“I enjoyed the small talk.”と言うような文

を「書き写す」ことができた。また、“I like the small talk.”というように、例文とし

て示されてはいないが、“enjoyed”を“like”に替えて、small talkが好きであるという自

分の気持ちを「書く」児童も一人いた。ワークシートに英語の単語や文を自由に書くことが

できる欄を設け、「書かなくてもよいですが、何か英語で書こうと思うなら、何でも書いて

よいですよ」等の声掛けを行っただけで、このような記述が児童から生まれてきたことは、

ツールを利用した授業が「書くこと」にも有効であることを示唆していると考える。 

    以上ア～エから、ツールを利用した授業は新学習指導要領外国語科においても有効であろ

うと考える。 

①I like P.E. ← ツールの“I like Japanese.”等を例として、

“Japanese”を“P.E.”に替えて「書いた文」 

②I don't like science. ← ツールの“I don't like Japanese.”

等を例として、“Japanese”を“science”に替えて「書いた」文 

③I can't play the piano. ← ツールにある“I can't play the 

piano.”を「書き写した」文 

④I like parfait. ← ツールの“I like sushi.”等を例として、

“sushi”を“parfait”に替えて「書いた」文 

⑤I can play the volleyball(.) ← ツールの“I can play 

baseball.”等を例としながら、“baseball”を“volleyball”に

替えて「書いた」文 

⑥This is ME(!) ← 学級全体で同じ文を使用したもの 

図６ 「書くこと」の言語活動の成果物：自己紹介パネルの例 

英語で自由に書いてよい欄 

図７ 外国語学習支援ツール（左）と外国語活動シート（右）の対応 

 「ふり返ろう」のコーナーにある「楽しかったこと

を伝えよう」のページ：文字と音声の参照が可能 

対応 
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 (2) 今後の課題 

  ア ツールを利用する単元・授業例の提示 

    ツールはどのような単元や授業においても、英語を用いる場面がある限り利用できるもの

であるから、本来、それらの計画例を提示する必要はないと考える。たとえて言えば、単

元・授業計画は「地図」、ツールは「コンパス」のようなものだからである。しかし、ツー

ルは「児童が活用するＩＣＴ」であり、「児童主体の授業の実現」に資するものであること

が理解されにくい、ということが、公開授業を参観した教員のアンケート等から分かった。

中にはツールは「外国語が苦手な児童だけを対象にしたもの」という捉え方もあった。その

ため、ここでは紙数の関係で詳しく述べることができなかった具体的な単元・授業計画例に

ついて、校内研修やウェブ等を通じて提示していきたい。 

    また、small talkの段階的指導について得られた成果を踏まえ、「話すこと［やり取り］」

の目標ウに関わる力をさらに発展させる指導方法を考え、実践し、提案していきたい。 

  イ ツールの整備 

    今回の研究で作成したツールは、『Hi, friends!』の内容を網羅しているものではない。

また、移行期間中の教材『We can!』や『Let's Try!』に対応しているものでもない。今回

の研究で、ツールを用いた授業の有効性が検証されたことを踏まえ、移行期間中の教材や、

その後の教科書にも対応するツールの開発・整備を続けていきたい。 

  ウ ツールとツールを利用する単元・授業の改善の場の構築 

    社会は変化し続け、その変化の速さは増すばかりである。ツールやツールを利用する単元

や授業についても、これで完成というものはないので、社会の変化にも対応しながら、改善

を図り続けていきたい。その際、ウェブ上に、随時改善されたツールを公開したり、ツール

を用いた単元・授業の事例を集め、より良い授業づくりに向けた交流を図ったりすることが

できるような場を設けることができれば、より広い範囲で外国語教育の水準を向上させるこ

とができるのではないかと考える。そのような場の構築に向けて力を尽くしたい。 

 

【備考】 

  外国語学習支援ツールは、「やまぐち総合教育支援サイト」内に掲載しており、「先生のページ」から該当

ページにアクセスして、ダウンロードすることができる。利用にあたっては、該当ページに掲載の利用規約等

を参照いただきたい。 (http://shien.ysn21.jp/contents/teacher/shidou/contents.html) 
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