低学年の
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（２）授業改善
①英語を用いたコミュニケーションを目的
にした学習
○最終的なゴールを，英語を使った「ネイ
ティブスピーカーとのコミュニケーショ
ン」に設定した。
○２往復・３往復のやり取りができること
を目指した授業作り→中・高のねらいで
ある「即興で話すことができる」ための
素地をつくる。そのために，「話された
ことに反応する」ための語彙を使う場面
を意図的に設定している。
② All English による授業づくり
平成 27 年度から全ての学年の担任が
英語で授業を進める All English による
授業づくりに取り組んでいる。子どもた
ちの英語によるコミュニケーションの意
欲を高め，より多くの input を与えるこ
とをねらいとしている。また，HRT が，
英語を使って子どもたちに話しかけたり
ALT と話す姿を見せたりすることは，
「英語を話す身近な日本人」のモデルと
なり，身に付けた表現を使う場面を提示
することにもつながる。
教師の指示や発問を英語で行うためには，
話す内容を精選する必要がある。そのこと
で事前の授業研究の視点が明確になった。
また，言葉を補うジェスチャーや具体物
の提示によって，言語以外のコミュニケー
ションのモデルを子どもに示すことができ
た。

１年生も英語でコミュニケーション
「先生のまねをしてやってみよう」
③授業の実際
【２年生 短時間学習】
単元名 「いろとなかよし」
単元の目標
歌やゲームなどを楽しみながら，色の名
前を英語で話そうとする。【コミュニケー
ションへの関心・意欲・態度】
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Color basket
“What color?” “Red or black.”
The child who has red or black card
move to another chair.
単元構成の工夫
単元の導入では，Supporter による絵
本「Brown Bear, Brown Bear, What
Do You See ？(by Eric Carl）
」の読み聞
かせをして，色を表す英語表現に関心を
もつことができるようにした。そして，
カラータッチゲームやフラッシュゲーム，
ミッシングゲームなどをして，英語に触
れる楽しさを味わったり，色を表す表現
に慣れ親しんだりできるようにした。そ
して，Supporter の発音を繰り返し聞いた
り話したりする場をつくり，英語が上手
になりたいという子どもの意欲を高めた。
また，ゲームの中では，体を動かしたり
自己決定する場を随時設けたりして，友
達同士でコミュニケーションを図る楽し
さを味わうことができるようにした。
【３年生 外国語活動】
単元名 「あなたのすきな色は？
What color do you like ？ 」
単元の目標
・好きな色について尋ねたり答えたりし
ようとしている。【コミュニケーション
への関心・意欲・態度】
・色を表す英語の音声やリズムに慣れ親
しむ。【外国語への慣れ親しみ】
・日本語と英語では色の言い方に違いや，
似ているところがあることに気付いて
いる。 【言語や文化に関する気付き】

留学生や友達と互いに作った旅行プラン
を紹介し合い，自然な会話のやり取りを
することで，コミュニケーションの充実
を図った。
使用する主な表現は，「I want to
go(see, eat ...) ～ .」とし，その国に行
きたいという表現だけでなく，その国で
見たい物や食べたい物なども表現できる
ようにし，それらが，その国を訪れたい
理由となるようにした。そして，１時間
ごとに学習した表現を「外国旅行プラン」
に書き込んでいくことで，紹介するため
のポスターが徐々に出来上がっていくよ
うにし，意欲を高めていった。

“My ice cream is pink and yellow.
Because I like pink.
How about you?”
“My ice cream is blue and purple.
Because I like the sea. ”

単元構成の工夫
交流する中で，自分なりの思いをもち
ながら好きな色を教えたり，友達はどうし
てその色が好きなのか関心をもって尋ねた
りするように働きかけることで，単に質問
して答えるだけの活動ではなく，お互いを
より一層理解するためのコミュニケーショ
ン活動になるようにした。
友達が話したことに，“Nice.” “Really?”
“Me, too.” などど反応できるように，反応
するための言葉の練習も取り入れた。
最後に全員が作ったアイスクリーム
を黒板に飾ることで，一人一人の活動
を全体で共有する楽しさを味わうこと
ができるようにした。
【６年生 AIU 訪問，留学生との交流】
単元名「My travel plan を つくろう
I want to go to ～．」
単元の目標
・外国旅行について伝えたいことを，適
切な表現を用いて進んで伝えようとし
ている。【コミュニケーションへの関
心・意欲・態度】
・外国でしたいことを紹介するために，そ
の外国の特徴などを簡単な英語表現を
用いて，話すことができる。
【外国語表
現の能力】
・外国でしたいことの紹介を聞き，反応
しながらその内容を聞き取ることがで
きる。【外国語理解の能力】
・世界には様々な国があり，それぞれの
国には特有の文化や特徴があることを
理解することができる。【言語・文化
についての知識・理解】
単元構成の工夫
既習の会話や反応を取り入れながら，

Travel plan
“I want to go to U.S.A.”

６年生AIU訪問でのグループトーク
・「反応する」ための語彙を学習し，できる
だけ長く会話を続けるようにした。
A: I want to go to Italy. I want to see
a soccer game. I like soccer.
B: I see.
A: I want to eat pizza. I like pizza very

much.
B: Me too. I like seafood pizza. How
about you?
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④教師の英語力・英語による授業力向上の
ための研修
○授業を見合う会
外国語活動・英語科主任による授業提示
学習スタイルの共通理解を図った。
・All English の授業の進め方
・Warm up :ほめほめタイム
・Listening time
・コミュニケーション活動 Demonstration
・Feedback

英語を使って
楽しく会話

（３）単元・教材の開発と活用
①単元の開発
平 成 2 7 年 度 に ，26 年度の使 用 教 材
（Hi, friends!, Hello, Kids!自作教材）
の全面的な見直しを行った。また，年間
指導計画の見直しを行い，中学年におい
ては高学年における教科型の授業に向け
た基礎作りを念頭に置いた計画を作成し
た。高学年では，年間 70 時間（内 1/2
は短時間学習）の計画を作成した。
高学年の単元は，Hi, friends!の内容を
ベースにしながらも，子どもの願いや興
味・関心，行事や他教科との関連を図り
ながら計画している。
【５年生：他教科（家庭科）と関連した内容】
単元名 「ランチメニューを作ろう
What would you like?」
単元の目標
・自分の欲しいものを分かりやすく伝える。
外国と日本の小学校のランチタイムの様
子の違いを理解する。 【知識及び技能】
・おすすめのメニューとその理由を友達に
分かりやすく伝わるよう考え，話す。
【思考力・判断力・表現力】
・好きなメニューやその理由について進ん
で伝えようとする。
【主体的に学習に取り組む態度】
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単元構成の工夫
家庭科「食べて元気に～食品に含まれ
る栄養素の体内でのはたらきを理解しよ
う～」の単元と関連づけて設定した。
欲しい物を尋ねたり答えたりする表現
を用いて夢のランチメニューを考え，紹
介する活動に取り組んだ。考えたランチ
メニューは，栄養教諭にベストメニュー
を選んでもらい，実際に給食で作っても
らうこととし，意欲を高めた。ランチメ
ニューを考える際には，１時間ごとに飲
み物やデザート，主食，汁物，主菜，副
菜を決めていくことで無理なく作ること
ができるようにした。また，既習の表現
や簡単な単語を使って選んだ理由を付け
加えることで，説得力のある紹介になる
ようにした。さらに栄養教諭から給食を
考えるときのポイントとなる栄養のバラ
ンス，いろどり，ボリューム，カロリー
の４つの視点を与えてもらってお互いの
ランチメニューを見直し，アドバイスし
合うことで，よりよいランチメニューに
なるようにしていった。
栄養教諭のアドバイ
スを受けて，ランチメ
ニューづくり

②絵本の活用
子どもの願いに応え，興味・関心を広
げたり授業に活用したりするために，26
年度から英語の絵本を購入している。28
年度は，授業に活用することを意図して
Big book を中心に購入した。
高学年，中学年棟にそれぞれコーナー
を設置し，子どもたちがいつでも手に取
ることができるようにした。家庭に持ち
帰って読みたいという子どもの願いを受
け，貸出できる体制も整えた。
27 年度は英和辞典，和英辞典も冊数を
大幅に増加し ， 一 人 一 人 が 授 業 等 で 活
用で きるよ うにした 。
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