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主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養う小学校外国語科の指導に関する研究 

－言葉の特徴やきまりに気付かせる活動を通して－ 

 

防府市立牟礼小学校 教諭 植杉 公哉  

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景について 

「小学校学習指導要領解説 外国語編」（平成29年）では、高学年における教科化の趣旨とし

て、発達の段階に応じて文字を扱い、総合的・系統的に学ぶことを挙げている*1。その背景とし

て、これまでの外国語活動の成果を認めつつ、子どもの学習意欲に関する課題や、学習内容や

指導方法等を発展的に生かすことについての課題を述べている。 

(2) 研究のテーマ設定の理由について 

   これまでの授業では、子どもは楽しく活動していたが、外国語についての気付きを基に、既

習事項を生かしてコミュニケーションを図る姿は多く見られなかった。これは、子どもが知的

な面白さを感じることができるような、英語表現の使用場面について思考させたり表現方法を

工夫させたりする働き掛けが十分でなかったことが要因として挙げられる。今後は、外国語に

ついての気付きを基に、既習事項を活用してコミュニケーションを図る活動の充実が重要であ

ると考える。それは、言語に対する興味・関心を高め、言葉の大切さや豊かさに気付いたり、

これを尊重する態度を身に付けたりすることにつながると考える。 

この点について、松浦（2011）は言語材料と言語活動を関連付けて指導することが重要であ

ることを述べている*2。そこで、言葉の特徴やきまりへの気付きを基盤とした、語句や英語表現

について推測して考えたり既習の語句や英語表現を生かしてやり取りをしたりする活動を設定

する。そうすることで、主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養うことができる

と考えた。 

(3) 研究の仮説について 

本研究仮説を、「小学校外国語科において、言葉の特徴やきまりへの気付きを基盤とした、

推測して考えたり既習事項を生かしてやり取りを進めたりする活動を仕組むことで、子どもは

英語表現について考えたり、表現方法を工夫したりしながら活動に取り組み、主体的に外国語

を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養うことができる」とし、授業実践を通し

て検証することとした。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 「主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度」について 

   本研究でめざす態度とは、「活動を楽しむだけでなく、既存の知識を基に状況に応じて想像力

を働かせて、自分の考えや思いを英語で表出しようとする子どもの姿」と考える。 

 (2) 「言葉の特徴やきまり」について 

   本研究では、言葉の特徴やきまりの内容について、「小学校学習指導要領解説 外国語編第

２節２(1)英語の特徴やきまりに関する事項」（平成29年）を基に、四つの視点から整理した（表

１）。英語表現の意味だけでなく、音声や文字、それらのつながり、文化的な背景や語の役割な

どを言葉の特徴やきまりと捉える。 
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 (3) 「言葉の特徴やきまりに気付かせる活動を通して」について 

本研究では、子どもに付けたい資質・能力を明確にして、その目的に向けたスモールステッ

プを踏ませるために、英語表現の意味や使用場面などを捉えさせる活動を逆向きに設定する。

その際は、問い掛けなどを工夫して「推測」を仕組み、意味や音声、語順などの言葉の特徴や

きまりに気付くことができるようにする。そうすることが、日本語と英語の違いや、言葉の背

景にある文化といった言語そのものの面白さを感じることにつながると考える。また、課題設

定などを工夫して「やり取り」の必然性のある活動を仕組む。授業の際は、気付きを表出しや

すい雰囲気の醸成や、気付きの表出に対しての価値付けに留意する。また、活動を通して音声

で十分に親しんだ英語表現について文字を扱い、読んだり書いたりすることに興味をもって取

り組むことができるようにする。 

  ア 推測して考える活動 

    子どもが英語表現に親しむことができるように、推測しながら英語表現の意味を捉えたり、

その特徴やきまりを探ったりする場を設定する。例えば、子どもにとって身近な話題につい

て英語を使って活動を進める。そして、その活動を振り返る問い掛けを行うことで、子ども

は場面や状況に応じて推測して考え、英語表現の意味や音声の特徴を見出していくことが考

えられる。教師が英語を使う際は、会話の概要を捉えることができるように視覚的な情報や

ジェスチャーを効果的に用いたり、抑揚や強勢、語と語の連結による音声の変化などにも気

付くことができるように発音を意識したりする。 

  イ 既習事項を生かしてやり取りを進める活動 

    子どもが場面に応じて英語表現を使うことができるように、見出した気付きを意識してや

り取りを進める場を設定する。例えば、“What sport do you like?”の意味やリズムに慣れ

親しんだ子どもが、下線部の語を“color/animal/subject”などに替えて、互いの好きなも

のを詳しく探る活動が挙げられる。その際は、やり取りする相手を意識した視線や表情など

の表現方法の工夫を促し、コミュニケーションの楽しさを味わうことができるようにする。 

 (4) 仮説における検証の視点と方法について 

   仮説の妥当性を検証する方法として、表２の視点や方法で検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

検証の視点 検証の方法 

＜主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度の妥当性＞ 

・英語表現を活用して自分の考えや思いを表出しているか 

行動観察、ワークシート、 

事前・事後アンケート 

① 推測して考える活動の有効性 

・言葉の特徴やきまりに気付いているか 

・言葉の特徴やきまりに気付くことの面白さを感じているか 

・英語表現の意味を捉えているか 

・英語表現に慣れ親しんでいるか 

② 既習事項を生かしてやり取りを進める活動の有効性 

・見出した言葉の特徴やきまりを意識して英語を使っているか 

・相手を意識して表現方法を工夫しているか 

 

表２ 仮説における検証の視点と方法 

＜音声＞ 

音の変化  例）I am goo(d a)t cooking.（語の連結）  

強勢   例）piano[piǽnou]（日本語と異なる英語のリズム）  

抑揚   例）Do you like soccer(⤴)?（英文の基本的イントネーション）  

区切り  例）I/like/baseball.（意味のまとまり）  

＜文字及び符号＞  

文字の形の特徴 例）A（直線で構成）、B（直線と曲線で構成）、C（曲線で構成） 

        a、b、j、p（四線に書いたときの字の高さの違い）  

符号の役割 例）Where is the treasure? 

It’s on the desk.   A, B, and D 

＜語、連語及び慣用表現＞  

言葉の視点 例）fire station（fire）－消防署（消す・防ぐ）  

文化的背景 例）twelve まで規則性がない（ダースの文化）  

語源   例）January（神の名前）－睦月（家族との結びつき）  

音声と文字 例）友だちを表す語[frénd]の頭文字“f” 

＜文及び文構造＞  

語の役割  例）where（疑問を表す語）、run（動作を表す語）  

語の順序  例）What animal do you like?（animal の位置） 

言葉の働き 例）He is kind.（対象に対する考えを伝える働き）  

 

表１ 本研究における言葉の特徴やきまりと例 
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 (5) 授業実践とその考察について 

ア 授業実践１「We Can!① Unit7“Where is the treasure?”～道案内でお宝みっけ～」 

(ｱ) 単元の概要 

「We Can!① Unit７“Where is the treasure?”～道案内でお宝みっけ～」（全６時間）

を行った。位置関係を示す前置詞（on/in/under/by）や進む方向を指示する英語表現に出

合い、英語表現を活用して道案内することをめざす単元である。 

(ｲ) 単元指導計画 

単元最後の学習活動として指示カー

ド（図１）を基に、地図（図２）や各場

所にあるカード（図３）を使って道案内

や位置関係におけるやり取りを行い、集

めた箱の中のものの共通点からクラス

の宝物を探る活動「お宝みっけ」を設定

し、単元を表３のように逆向きに設定した。その際に、

子どもがやり取りする内容や、推測して気付く内容に

ついても整理して言語活動を仕組むこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４を授業の基本構成として授業実践を行っ

た。導入の場ではsmall talkを設定し、子どもが

スモールステップを踏んで英語表現に慣れ親し

むことができるようにした。展開部の活動にお

いて問い掛けを行う際は、子どものつぶやきに

対して教師が反応したり、ペアやグループで互

いの考えを伝えさせたりして、対話を促すことに

留意した。まとめの場で子どもが学習のまとめや振り返りを表出する際は、言葉の特徴や

きまりへの気付きや、コミュニケーションを図る相手への意識を視点として価値付けを行

うことに留意した。また、ペアやグループなどの学習形態の工夫や、発言の際のルールづ

くりなど、子どもが自分の考えを表出しやすい雰囲気づくりにも留意した。 

時 学習活動  推測して気付く内容 気付きを生かしてやり取りする内容 

６ 

道案内や位置関係での英語表

現を使って、ボード上で道案内

をする活動(「お宝みっけ」) 

 道案内のやり取りデモンストレーションの際、

“You can see it on your left/right.”の意味

を捉えたり、頭文字（L/R）を基に左右を判別する

方法を見出したりすること 

“Where is the treasure?”に対して方向を指

示する英語表現や位置関係を伝える英語表現を

生かして宝物の位置を伝えること 

５ 

方向を指 示する 英語表現 を

使って、ボード上で道案内をす

る活動 

 

“Where is the 施設名?”に対して方向を指示

する英語表現や、“You can see it on your 

right.”を使って道案内をすること 

４ 

目隠しをした相手に英語表現

を使って方向を指示して進め

る活動(「スイカ割り活動」) 

 

動作を表す語や方向を表す語を用いたクイズを行

い“Go straight.”などの語順のきまりや英語ら

しい発音の仕方に気付くこと 

“Where is the watermelon?”に対して、相手

に伝わりやすい方法を工夫しながら、方向を指示

する英語表現を使って道案内すること 

３ 

施設を表す語の英語における

表し方について選択肢を基に

予想する活動 

 
施設を表す複数の絵カードを基に“station”や

“park”といった語に共通する意味を見出すこと 

絵カードの位置関係について、“Where is the 

fire station?”に対して“It’s on/in/under/by 

the ―.”を使って答えること 

２ 

“Where is the ―?”に対して

“on/in/under/by”を使って位置関係

を答える活動(「チャンツクイズ」) 

 

位置関係の状況が想像できる絵カードを基に、英

語表現を選ばせるクイズを行い、“on/in/under/by”

の意味を捉えること 

“Where is the treasure?”に対して、We Can!

①p52を使って、宝物として捉えたものについて

ヒントを伝えて当て合うこと 

１ 

“Where is the ―?”を使って

位置関係を尋ね、指差しで答え

る活動(「指差しクイズ」) 

 

“Where is the ―?”を使ったクイズを行い、丁

寧な振り返りを通して、“Where”の意味を捉え

ること 

“Where is the ―?”と友だちに問い掛けたり、

問い掛けの意味を捉えて意欲的に指差しで答え

たりすること 

 

図２ 活動で用いた地図 

図３ 宝箱の位置の例 

図１ 指示カードの例 

 

表３ 単元の構成 

図４ 授業の基本構成 

  

 

推測して考える活動 

話合い活動 

 

 まとめ・振り返り 

0 分 

45 分 



- 16 - 

(ｱ) 授業の実際１（推測して考える活動） 

１時間目では、“Where is the―?”に慣れ親しませ、意

味を捉えさせるために、子どもにとって身近な絵本を活用

して「指差しクイズ」を行った（図５）。「ウォーリーを

さがせ（フレーベル館）」では、“So now, I’ll ask you 

some questions. You’ll answer them with pointing.”と

ジェスチャーを交えた英語で活動を導入し、“Where is Wally?”と問うた。そして、「I 

SPYミッケ！（小学館）」では、“Where is the ―?”に英語表現を変えて活動を進めた。

その後、「先生の話す英語を聞いて何をしたか」「どのような音声で問い掛けていたか」な

どと、学習内容に迫る問い掛けをしていくと、子どもは「―を探して指差した」「“Where 

is the ―?”と聞いていた」と答えた。変化のある繰り返しの活動を通して、“Where is 

the ―?”の英語表現に慣れ親しみ、活動を丁寧に振り返ることで英語表現について思考

し、その意味や特徴を見出していった。その後、グループ

で行った「指差しクイズ」（図６）において、「英語で答え

てみたい」という子どものつぶやきから、２時間目の学習

課題を設定していった。 

２時間目では、“It’s on/in/under/by the ―.”に慣れ

親しませ、意味を捉えさせるためにチャンツを取り入れた。

その際は、英語表現の語数が多くなるため４度（①on,②

on/in,③on/in/under,④on/in/under/by）に分けて英語表

現に出合わせた（図７）。子どもは、前置詞の意味を一つ

ずつ確認しながら、音声に親しんでいった。思考・判断を

しながら進める「チャンツクイズ」では、四つの選択肢の

中から当てはまる意味を考え、親しんだリズムに乗せて英

語で答える活動に意欲的に取り組んだ。また、絵カードを

操作させて英語表現を可視化させると、“It is on the 

desk.”は５語で構成されていることや、“It is”は短く

“It’s”と表すことに気付いていった（図８）。 

(ｲ) 授業の実際２（既習事項を生かしてやり取りを進める活動） 

４時間目では、方向を表す語句に親しませた後、目隠しをした友だちに進む方向を指示

して進める「スイカ割り活動」をグループ活動で行った。その際は、スイカが見える案内

者と見えない活動者でインフォメーションギャップを仕組

み、相手を意識してやり取りさせることを狙った。それぞれの

グループでの活動を通して、子どもは協力してスイカを打つ

という目的に向けて、様々な工夫をしながら活動に取り組ん

だ（図９）。相手の様子を見て不安を感じていると考えた子ど

もは、相手を安心させるために、“Go straight, go straight,…”と方向を指示する英語

表現を続けて使っていた。また、スイカを打てるように相手の動きを調整したいと考えた

子どもは、友だちと相談しながら相手が細かい動きを連想できるように“One go 

straight.”や“Small turn left.”などと英語表現を工夫する姿が見られた。子どもの少

図５ 全体の場で「指差しクイズ」に取り組む様子 

図６ グループで「指差しクイズ」を楽しむ様子 

図７ 「チャンツクイズ」の様子と内容 

(動作を加えて)On in under by ×３ 

Where is the ―?     （質問） 

Three, two, one, hey, （考える時間） 

It’s ― the ―.  （答え） 

図８ 子どもが操作した英語表現を表す絵カード 

図９ 相手に使う英語表現を相談する様子 
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ない語彙の中で、何とか相手に伝えようとする前向きな態度を価値付け、“One more 

step.”“Turn a little bit left.”といった表現方法を紹介した。 

６時間目では、これまでに学習した内容を生かしてやり

取りさせるために「お宝みっけ」をグループ活動で行った。

黒板に掲示されたモデルを基に、友だちとアドバイスを出

し合いながら、自力でやり取りを進める姿が見られた。位

置関係でのやり取りでは、チャンツを動作化して前置詞の

意味を確認しながら活動を進めたり、道案内でのやり取り

では前時までに見出した“left/right”の判別方法を使っ

て活動を進めたりする姿が見られた（図10）。また、宝箱

カードの中に描かれたものの音声における共通性を問う

と、子どもはアルファベットの名称か音かで迷いながら、

語の音声と頭文字のつながりを探っていった（図11）。そして、１～７班の宝物がそれぞ

れ、“f”“r”“i”“e”“n”“d”“s”であることを見出した。それらを黒板に書き出

すと、子どもは口々に「“friends”だ」とクラスの宝物が友だちであることを見出した喜

びや７文字の語を読めた喜びを表した。 

(ｳ) 授業の考察 

子どものワークシートを見ると「“go straight”のように、日本語と英語は反対に言う

のが面白かった」や「“on/in/under/by”を入れ替えると、違う意味がつくれるところが

面白いと思った」などの記述が多く見られた。日本語と英語や、複数の英語表現を比べて

考え、気付きをもったことが、外国語の学習への意欲を向上させたと考える。また、学習

内容である英語表現に親しみながら子ども自身がで

きることを増やし、単元における学びを深めていっ

たことがうかがえる（図12）。これらのことから、授

業において「推測」や「やり取り」を通して英語表現

や表現方法について思考する機会を意識的に仕組む

ことの有用性を見出すことができる。 

授業を参観した原籍校教職員に授業の仕組み方や子どもの様相について尋ねると、「音

声中心の活動の中に文字を扱うことで、子どもは英語に興味をもって意欲的に活動してい

た」や「外国語科では子どもの気付きを扱いながら学びにつなげていくことが大切と感じ

た」といった感想を聞くことができた。このことから、子どもが外国語の学習に意欲的に

取り組み、多くのことに気付きながら学びを深めていったことが推察できる。 

このように、多くの子どもが授業において思考しながら活動に取り組んでいたことか

ら、主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養うために有効な手法であったこ

とがうかがえる。しかし、授業が進むにつれて活動の難易度が上がっていくことから、語

句や英語表現を使うことや英語表現を活用して互いの伝えたいことについて、やり取りを

進めることに困り感を示した子どももいた。授業実践２に向けて、慣れ親しんだ英語表現

を定着させる場の設定や、子どもが英語表現を活用していけるようなやり取りのモデルの

提示など、授業改善を進めるための働き掛けを行うことに留意して研究を進めていく必要

を感じた。 

図 12 単元の学習における子どもの振り返りの記述 

図 11 ７班の子どもの活動メモ 
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  イ 授業実践２「We Can!① Unit9, We Can!② Unit1,3 統合単元“My hero is great!”～自分の考えを友だちに紹介しよう～」  

(ｱ) 単元の概要 

“My hero is great!～自分の考えを友だちに紹介しよう～”（全６時間）の単元を設定

した。この単元では、得意なことを伝える英語表現や、尊敬する人についての考えを伝え

る英語表現に出合い、既習の好きなことやできることも活用しながら、自分のことについ

て英語を使って詳しく友だちに紹介することをめざす単元である。 

(ｲ) 単元指導計画 

単元を設定する際、単元最後の学習活動とし

て書き溜めた「スピーチメモ」（図13）を基に

自分のことを詳しく友だちに伝え合う「This is 

Me.スピーチ」を設定し、単元を表４のように逆

向きに設定した。その際に、子どもがやり取り

（発表）する内容や、推測して気付く内容につ

いても整理して言語活動を仕組むこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14を授業の基本構成として授業実践を行っ

た。導入の場では、文字の指導を円滑に行うた

めに、アルファベットソングを活用して大文字・

小文字の形や名称、音に興味をもつことができ

るようにした。展開部では、言葉の特徴やきま

りに気付かせるために、やり取りのモデルであ

る英会話の様子を見聞きした後に、語句や英語表現についての問い掛けや、音声と文字を

関連付けさせるための絵・文字カードの掲示を行い、活動を丁寧に振り返るようにした。

また、課題の設定の際は子どもにとって身近なことを取り上げたり、インフォメーション

ギャップを仕組んだりしてやり取りの活性化を促した。まとめの場では、慣れ親しんだ語

句について、ワークシートに薄く書かれた字をなぞったり、カードなどの視覚的情報を基

に書き写したりして学びの履歴を残し、「スピーチメモ」を毎時間書く活動を設定した。 

 

表４ 単元の構成 

図 13 子どもの「スピーチメモ」（一部修正）  

導入 アルファベットを題材としたチャンツ・歌  

展開 

推測して考える活動 

話合い活動 

既習事項を生かしてやり取りを進める活動  

まとめ 「スピーチメモ」づくり（書く活動）・振り返り  

 

0 分 

45 分 

時 学習活動  推測して気付く内容 気付きを生かしてやり取り（発表）する内容 

６ 

好きなことや尊敬する人や得意

なことを相手に発表する活動

（「This is ME.スピーチ」）  

 

友だちのスピーチを通して、視線やジェスャーの有用性

や適度な声量やあいさつの言葉を加える有用性を捉え

ること 

“favorite” “he/she” “be good at”を活用し

て、他者を意識して自分の考えや思いを発表

すること 

５ 

やり取りを通して、スピーチで

伝えたい内容について整理する

活動（「This is ME.トーク」）  

 
毎時間書き溜めた「スピーチメモ」を基に相

手を意識して、発表内容を構成すること 

４ 

得意なことを表す英語表現を使

用してやり取りをする活動（「自

己紹介トーク」）  

 英会話の中で使われる“can”と“be good at”を比べて、

意味の同異や得意なことを表す英語表現の音声の特徴

を捉えること  

“can” “be good at”の関係を捉えて、自分の

得意なことについて伝え合うこと  

３ 

尊敬する人についての考えや思

いを伝える英語表現を使用して

やり取りをする活動  

 “My hero is ―. He/She can ―. He/She is ―.”を使っ

た英会話の様子を見聞きして、“he/she”の意味や共通の

話題のときに使用するという場面を捉えること  

“he/she”の使用場面を捉えて、自分の尊敬す

る人について詳しく伝え合うこと  

２ 

自分に所属する事柄について 

“I have ―.”を使用してやり取

りをする活動  

 
“memory” “dream”などの名詞を当てはめて、 “I have 

―.”で表すことができるかについて問い掛け、“have”の

意味の多様性を捉えること  

“have”の多様な意味を捉えて、自分について

詳しく伝え合うこと  

１ 

好きなものやお気に入りのもの

について伝える英語表現を使用

してやり取りをする活動  

 
“I like ―. My favorite is ―.”を使った英会話を絵カー

ドで可視化して、語順のきまりや“like”と“favorite”にお

ける意味の同異を捉えること  

“like”  “favorite”の意味の同異を捉えて、  

自分の好きなものを詳しく伝え合うこと 

 

図 14 授業の基本構成 
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(ｳ) 授業の実際１（推測して考える活動） 

４時間目では、教師による英会話における映像を４度見聞きさせた。その際は、１度の

視聴につき一つの視点を示し、表５のように対話を行い、丁寧に活動を振り返った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、得意なことを表す英語表現に目を向けさせるために、英会話の概要や具体的な内

容について順に問い掛けた。子どもは、目的をもって英会話の映像を見聞きし、楽器の種

類や会話の中で使われる順番について答えていった。対話の内容を黒板に整理していく際

は、絵カードと文字カードのマッチングに目を向けさせるために、ピアノカードの横に

“drums”の文字カードを掲示した。すると子どもは、“drums”を推測して読み、「それ

は“piano”ではない」と口々に述べた。また、英語と日本語を比べて考え、「“drums”

と『ドラム』は音が違う」と、英語らしい音声の特徴に気付いていった。 

次に、２度使われる“guitar”についての意味の同異や、得意なことを表す英語表現の

特徴について順に問い掛けた。子どもは、“guitar”が使われる前後の文脈、聞こえた音

声（“good”や「スペシャル」）や親指を上に立てるジェスチャーを基に推測して考え、

「得意」「一番できる」という意味を見出した。そして、“good”の直後には“at”の音

声があること、これまで動きを表す語として慣れ親しんできた“play”が“playing”と変

化していたこと、楽器の直前には“the”の音声があることなど、“good”の音声を基にし

て英会話を注意深く見聞きし、音声の特徴を見出していった。 

このように、推測して英語表現の意味を捉えたり文字の読み方を見出したりして言葉の

特徴やきまりに気付いた子どもは、その気付きを生かして発音練習に取り組み、英語表現

に慣れ親しんでいった。 

教師の働き掛け 
（数字はそれぞれの回の映像視聴で与えた視点） 

活動の様相 子どもの反応 

① 話の概要 

Ｔ どのような話だったか。 

（近くの友だちと話し合って）気付いた

ことは何か。 

 

② 具体的な事柄 

Ｔ どのような楽器が、どのような順で話さ

れていたか。 

 

 

 

Ｔ 絵カードと合う文字カードはどれか。 

 

 

 

Ｔ 楽器はそれぞれ１回ずつ話されたか。 

 

③ “be good at”の意味 

Ｔ ２回目のギターの意味についての意見

の根拠は何か。 

ジェスチャーからも、いえることはな

いか。 

④ 音声の特徴 

Ｔ 得意なことを表す英語表現の音声の特

徴は何か。 

  

○ 音楽についての話だった。 

○ “What subject ―?”と聞いていたので、教

科のことを言っていた。 

○ “I like music.”と聞こえたから音楽の話と

思った。 

○ 楽器（ピアノ、リコーダー、ギター）が出

てきた。“I can ―.”と聞こえたのでその楽器

ができるということと思った。 

○ ギターは最後に話していた。３番目はサック

スだった。 

○ 最後のギターは２回．．．。 

○ piano カードと“drums”は合わない。文字

を読むと“drums”で、日本語のドラムと音

が違う。 

○ ギターは２回出てくる。（２回目は）上手にで

きる。 

 

○ “good”が聞こえたので得意という意味と

思う。 

○ 「スペシャル」が途中で聞こえた。親指を立

てるジェスチャーから、一番できるという意

味と思う。 

○ “good”だけでなく“at”の音があった。 

○ “good at play the guitar”と言っている。 

○ “play”には“ing”がついている。 

○ “the guitar”と楽器に“the”がついている。 

 

表５ ４時間目における対話の内容 

<見聞きさせた英会話の内容> 

T1,2: Hello! 

T1: What subject do you like?  

T2: I like music. I can play the piano. 

I can play the recorder. 

I can play the saxophone. 

I can play the drums. 

And I can play the guitar. 

T1: It’s amazing. 

T2: Especially, I am good at playing the guitar. 

T1: Oh, you are good at playing the guitar! 

T1,2: Bye! 
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(ｴ) 授業の実際２（既習事項を生かしてやり取りを進める活動） 

発音練習に取り組んだ後、得意なことを表す英語表現を使用してやり取りをする活動と

して、「自己紹介トーク」の場を設定した。子どもは、これまでに音声で慣れ親しんだ英

語表現を使って、得意なことを伝え合おうとしていた。例えば、前の体育の時間に跳び箱

が上手に跳べたことから“I like P.E. I am good at jumping box.”と伝えようとする姿

や、ピアノを習っている子どもが、“I like music. I can play the recorder. I am good 

at playing the piano.”と伝えようとする姿である。しかし、“be good at”や“―ing”

といった新出の言語材料が多いことや、“I am good at ―ing.”と使用する英語表現の語

数が多いことから、発音の特徴やきまりは捉えている

ものの、それを表出することに難しさを感じる様子が

見られた。そこで教師は、“good”を基に、“good at”

“I am good at”“I am good at cooking.”という

ように少しずつ表現に親しむことができるように発

音練習を促した。また、図15に示す画面をモニターに

提示して視覚的な支援を行い、子ども同士のやり取り

の活性化を狙った。活動の際は、協働的な学習につな

げるために、ペアでしっかり練習を行い、グループ活動へと広げることができるように、

段階的に学習形態を工夫した。子どもは、絵カードに書かれた文字を推測して読みながら

練習を進め、英語表現を使う相手を変えて自分の考えや思いを伝える機会を増やしていっ

た。その中で、視線を上げて英語を話したり、話す際にジェスチャーを使ったり、やり取

りの前後にあいさつの言葉を添えたりと、徐々に相手を意識して活動を進めていった。    

(ｵ) 授業の考察 

スピーチで伝えたい内容について整理する活動「This 

is ME.トーク」を５時間目に行った。その際、あるグルー

プでは“I like P.E. I can dance. I am good at running.”

に続いて、自分が尊敬する人について“She can dancing.”

と述べた子どもがいた。その子どもに対して拍手をした上

で、「“can”だから“dancing”ではなくて“dance”かな」

などと、友だち同士で気付きを述べ合う姿が見られた（図16）。その後、助言を受けた子

どもは、“can”と“be good at”の直後の語における音声の特徴を意識して、自分のこと

について英語表現を使って詳しく説明する練習に取り組むことができた。これらの姿から、

言葉の特徴やきまりを捉えて、英語表現に親しむ様子がうかがえる。 

このようにして自分の伝えたいことを見出した子どもは、慣れ親しんだ英語表現を活用

したり、伝える相手を意識して表現方法を工夫したり

してやり取りを進めていった。また、授業のまとめの場

で設定している書く活動にも意欲的に取り組み、英語

の音声をつぶやいたり綴りを確認したりして「スピー

チメモ」に書き加える姿が見られた（図17）。自分の伝

えたいことを英語表現で伝えるという経験が、文字を

書く活動への抵抗感を和らげたと推察する。 図 17 意欲的に「スピーチメモ」に書き加える様子 

 

図 16 表現方法を助言し合う様子 
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 (6) 研究における考察について 

ア 主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度 

単元を逆向きに設定し、推測して考える活動や既習事項を生かしてやり取りを進める活動

を仕組んでいった。ペアやグループで、互いのスピーチについて助言する活動を設定すると、

それぞれのスピーチを基に積極的に意見交換を行い、全員が８文以上のスピーチを構成した

（表６）。単元最後の学習活動「This is ME.スピーチ」では、これまでに学習した英語表現

や「スピーチメモ」を生かして、詳しく自己紹介する活動に意欲的に取り組んでいった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出した三人の子どもに共通する点について考察をする。 

一点目は、「スピーチメモ」を基にして内容を構成し、発表に生かした点である。発表内容

を構成する際、それぞれが書き溜めた英語の語句の中から選び、話す順序を決めていった。発

表のキーワードとなる語句を選び、慣れ親しんだ英語表現に当てはめて意欲的に練習を行っ

たため、それぞれが自分の伝えたいことを表出することができた。 

二点目は、スピーチを見聞きする相手を意識していた点である。「スピーチメモ」や視覚的

な支援（前述図15）に目を向ける場面はあったものの、発表の際は、友だちの方を向き、ジェ

スチャーを交えて笑顔で発表していた。相手に自分のことを知ってもらいたいという思いを

もって臨んだため、“Hello!”や“Thank you!”といった聞き手に投げ掛けた言葉が相手の反

応を促し、温かい雰囲気で「This is ME.スピーチ」を行うことにつながった。 

このように、推測して考える活動や既習事項を生かしてやり取りを進める活動を積み重ね

たことで、子どもは「This is ME.スピーチ」において自分の伝えたい考えや思いを発表する

ことができた。発表の際は、語と語の連結を意識して発音したり、伝える相手を意識してジェ

スチャーや視線などを工夫したりと、既習事項を生かして自分の伝えたいことについて発表

する姿を見取ることができた。単元の学習の中で意図的に仕組んだ二つの活動を通して、子

どもは言葉の特徴やきまりに気付き、英語らしい発音や伝える相手を意識して発音練習を行

い、英語を使って意欲的に自分の考えや思いを表そうとしていった。 

Ａさん Ｂさん Ｃさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! 

I like animals. 

My favorite is dogs. 

I like music. 

I am good at playing the piano. 

My hero is mother. 

She can play the piano. 

She can cook. 

She is good. 

Thank you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! 

I like soccer. 

My favorite is Juventus and 

Atlético de Madrid（サッカーチーム）. 

I like P.E. 

I am good at playing soccer. 

My hero is Ronald. 

He can play soccer well. 

He is cool. 

Thank you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! 

I like fruits. 

My favorite is peach. 

I like Japanese. 

I am good at reading. 

My hero is Yamaguchi Momoe.  

She can sing. 

She is cool. 

Thank you! 

 

表６ 抽出した子どもにおけるスピーチの内容と「スピーチメモ」（下線は筆者） 
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  イ 推測して考える活動 

２回の授業実践を通して推測して考える活動を仕組んだ結果、子どもが気付いた言葉の特

徴やきまりと、気付かせる際に有効に働いたと考えられる働き掛けを次の表（表７）のように

整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームやチャンツを活用した活動そのものが気付きを促す場合もあったが、絵・文字カード

や写真を提示して操作したり、問い掛けに対する子どもの意見を価値付けながら板書にまと

めたりと、英語の音声を可視化することが、言葉の特徴やきまりに気付かせる際の働き掛けと

して効果的であった。気付きの対象となる教材が音声や映像であったため、英語の音声を可視

化するという教師の働き掛けが意見を交流するきっかけとなり、多様な気付きの表出を促し

た。また、学習内容である英語表現と他の英語表現や日本語における表現、生活体験などと比

べることを促す問い掛けも多く行っていた。まとまりのある英会話を見聞きさせる際、前後の

文脈や状況、表情やジェスチャーなどから意味を推測することが多い。他の英語表現や日本語

における表現、生活体験など、推測するための視点となる情報を与えることが、思考を促すこ

とにつながったと考える。 

授業前後に行ったアンケートの結果（図

18）を見ると、音声の特徴や語順のきまり

に気付く子どもや、授業中に「知りたいな」

と疑問をもつ子ども、「外国のことについ

てもっと知りたい」と思う子どもが増えて

いる。このことから、子どもが知的な興味

をもって外国語の授業に臨み、授業におい

て思考の機会を増やしていったことが分か

る。これらのアンケート項目について、肯

定的に変容している子どものワークシート

ア 音声 

気付いた内容 気付かせる際の働き掛け 

アクセント 

英語らしい音声 

省略表記による音の変化 

語と語の連結 

語と語の同化 

英語と日本語の比較 

絵カードと文字カードのミスマッチング 

絵・文字カードの操作（図８） 

絵・文字カードの操作 

絵・文字カードの操作 
 

イ 文字及び符号 

気付いた内容 気付かせる際の働き掛け 

語の頭文字 

音声と文字の関連付け 

アルファベットの名称の特徴  

大文字の形の特徴 

小文字の形の特徴 

身近にある英語が使われた写真の提示  

アルファベットの音の指導 

アルファベットソングと文字の提示 

アルファベットソングを生かしたイニシャルの提示 

動作化したアルファベットソング（図14）  
 

ウ 語、連語、及び慣用表現 

気付いた内容 気付かせる際の働き掛け 

語の意味 

 

語の多様な意味 

語の多様な意味や共通性 

語と語の関係 

語の使用場面 

活動後の丁寧な振り返り（表５） 

選択肢の中から選ばせる活動（図７）  

英語表現に置き換えた活動 

同じ言葉を含む語句の提示 

語と語における関係の図化 

複数の事例の提示、二つの例の比較 
 

エ 文及び文構造 

気付いた内容 気付かせる際の働き掛け 

語の役割 

句の構成 

単文の語順 

疑問詞で始まる文の語順 

疑問文の語順 

言葉の働き 

色分けした絵・文字カードの提示（図15）  

絵・文字カードの操作 

絵・文字カードの提示、日本語との比較 

これまでに聞きなれている英語表現の提示 

絵・文字カードの操作 

絵・文字カードの操作、英語と日本語の比較 
 

 

表７ 推測して考える活動における子どもが気付いた内容と気付かせる際に有効だった働き掛け  

図 18 アンケートの結果 

外国語の授業で日本語と英語を比べて、音声の特徴や 
語順のきまりに気付くことがありますか       （単位：人） 

外国語の授業中に「なぜかな」「知りたいな」と、 
疑問をもつことがありますか            （単位：人） 

「外国の人と友だちになりたい」や「外国のことについて
もっと知りたい」と思いますか                （単位：人） 
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の記述を見ると、言葉の特徴やきまりに気

付くことを通して英語表現の意味や語句

の役割を捉えたり、外国語の学習に対する

新たな興味を抱いたりしていることが分

かる（図 19）。また、授業において英語表

現についての気付きを積極的に交流する

姿や、発音練習や書く活動に意欲的に取り

組む姿が見られた。これらのことから、気

付きを基に英語表現に慣れ親しむ様子が

うかがえる。 

このように、推測して考える活動では、子どもは英語表現の意味や使用場面を見出したり、

言葉の特徴やきまりに気付いたりして学習を進め、学習内容を意識して英語表現に慣れ親し

んでいった。 

  ウ 既習事項を生かしてやり取りを進める活動 

既習事項を生かしてやり取りを進める活動では、慣れ親しんだ英語表現を基に子どもは、

自分の考えや思いを伝える方略を工夫して相手に伝えていった。 

アンケートの結果（図20）を見ると、相

手に伝わるように工夫する子どもが増え

ている。このことから、英語表現の使い方

や表現方法について思考する機会を増や

していることがうかがえる。また、アン

ケート項目について肯定的に変容してい

る子どものワークシートを見ると、できる

ようになったことについての記述、学習過

程や伝える相手を意識して活動すること

の有用性についての記述、他の場でも英語

を使ってみたいという意欲面についての

記述、できるようになったことが増えたこ

とを起因とした英語に対する思いについ

ての記述が多く見られた（図21）。また、

授業において英語表現を活用して、自分な

りに伝えたいことを伝えようとする姿や、互いの表出する英語表現について助言する姿が見

られた。 

２回の授業実践を通して既習事項を生かしてやり取りを進める活動を仕組んだ結果、子ど

もは自己の変容について気付いていった（図 21 太枠内）。単元のねらいを明確に設定し、そ

れに向けたスモールステップを仕組むことが、子どもの「できた」という達成感につながった

のではないかと考える。また、学びを深めるために、ペアやグループ活動を通してインフォ

メーションギャップのある課題を解決していく活動を設定した。そして、英語表現を使う際に

困ったことに目を向けさせる問い掛けを行い、表現方法の工夫を促した。そのことが、コミュ

ニケーションを図る相手を意識することに有効に働いたと考える。 

図 21 ワークシートの記述内容の一部 

外国語の授業で英語を使って活動するとき、 
相手に伝わるように工夫していますか   （単位：人） 

図 20 アンケートの結果 

図 19 ワークシートの記述内容の一部 
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３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめについて 

授業実践１の課題を受けて、授業実践２では、やり取りのモデルを絵カードや文字を用いて

提示したり、視点を明確にして、何度も英会話を見聞きさせたりするなどの働き掛けを行った。

その結果、子どもの外国語の学習に臨む態度には肯定的な変化が見られた。推測することを通

して英語表現に親しむ経験や、既習事項を生かす経験を重ね、自分の伝えたい内容について、

伝える相手を意識して英語表現を使ってコミュニケーションを図ろうとすることができた。こ

のことから、仮説が主題解明に有効に働いたと考える。 

(2) 今後の課題について 

 今後は、推測して考える活動や既習事項を生かしてやり取りを進める活動を効果的に行う方

法について研究をしていきたい。単元の導入では、新出の英語表現に出合うため、推測して考

える活動に重きが置かれる。単元の終末では、単元目標の達成に向けて、既習事項を生かして

やり取りを進める活動に重きが置かれる。しかし、単元の導入でも既習事項を生かしてやり取

りを進める活動を仕組むことは可能である。同様に、単元の終末でも推測して考え、言葉の特

徴やきまりに気付かせることは可能である。明確にしておくべきことは、単元の中で、何を、

どの場面で、どのように学ばせるかということである。本研究で大切にしたその部分を生かし

て、それぞれの活動の在り方を、さらに探っていきたい。 
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