
 

 

  

 

コミュニケーション活動を軸とし， 

児童が主体的に学ぶ外国語教育について        

―教育課程特例校としての実践と研究を通して― 

 

 

 １．はじめに  

 本校は神戸市西区の西神南ニュータウン（井吹台

地区）にある児童数1100名を超える大規模校である。

井吹台地区には１中学校３小学校があり，平成26年

度より神戸市の「小中一貫カリキュラム教科拠点地

区事業 外国語教育拠点校」に指定され，１中３小

が連携しながら，英語の教科化や早期化に対応した

小中一貫カリキュラムの作成等の研究実践をすすめ

てきた。 

更に平成28年度より３小学校は，文部科学省教育

課程特例校（外国語教育）認定を受け，１年生から

６年生まで，通常の教育課程の編成を変更し，英語

教育の時間を通常より多く実践し，研究をすすめる

こととなった。井吹台地区１中３小は，まだ補助教

材等がない時期から６年間にわたり，カリキュラム

や教材等で連携しながら，それぞれの学校の特色を

生かして研究と実践を続け，神戸市の外国語教育で

のパイロット地区としての役割を果たしてきた。 

 

  【平成２８年度～令和元年度までの時数】 

１・２年生・・・年間１０時間の外国語活動 

３・４年生・・・年間３５時間の外国語活動 

５・６年生・・・年間７０時間の外国語活動 

        （外国語科も視野に入れて） 

 

本校が目指す外国語教育は，誰とでも仲良く，共

に生きることができる人を育てることである。その

ために，「英語」をコミュニケーションの一つのツ

ールとして捉え，それを通して人とつながることや

人と分かり合うことの楽しさや大切さを味わわせた

り学ばせたりしたいと願いながら，コミュニケーシ

ョン活動を中心にした外国語活動に取り組んできた。 

以下，コミュニケーション活動を軸とし，児童が

主体的に伝えたいことを伝え合う外国語や外国語活

動の授業づくりについて，これまでの本校の取組の

一端を述べてみたい。  
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２．本校の特色ある取組について 

（１）常駐するALTの活用 

  平成27年９月より，常駐のALTが配置された。こ

れにより，児童が日常的にALTを通して，英語や

外国の文化にふれることができる環境になった。

児童は外国語活動の時間はもちろんのこと，ふだ

んの休み時間や給食時間などでも，ALTと遊んだ

り会話をしたりすることが日常となった。また，

担任・担当とALTとの打合せの時間も充実したも

のとなり，単元を計画するときにも，ALTの存在

を生かしたものにすることができるようになっ

た。 

（２）低学年からの外国語活動 

  小学校１・２年生は，英語という言葉や外国の

文化に最初にふれる大切な時期である。何事にも

興味を示し，生き生きと活動するその特性を生か

して，体で表現する楽しさを感じ，耳でネイティ

ブの生の音を聞き，それを真似するという活動を

中心に，年間１０時間程度の実践を行った。ALT

や担任と一緒に，歌やダンス，ゲーム，あいさつ，

友達との簡単なコミュニケーション活動などで，

簡単な英語の表現にふれ，「英語って楽しいな」

「伝わるってうれしいな」ということを体感する

機会を多く取った。ALTが常駐しているという利

点を生かし，ALTとのふれあいの機会をできるだ

け多くもてるようにと，45分間の授業を15分単位

の３回（ショートタイムレッスン）に分けて，「15

分×３回と45分×１回」を１セット（２単位時間）

とする単元構成で授業に取り組んだ。ショートタ

イムレッスンで慣れ親しんだ英語表現を使って，

最後には自信をも

って，友達や先生，

ALTに自分が伝えた

いことを伝えるコ

ミュニケーション

活動を展開するこ

とができた。 



 

 

  

  小学校３・４年生は，低学年での経験を生かし，

自分の本当のことを伝えながら，コミュニケーシ

ョンの楽しさを体感するような活動を行った。文

科省補助教材「Let’s Try!」が導入されるまでは，

本校独自のカリキュラムを作成し，移行期間以後

は「Let’s Try!」を軸にした外国語活動を実践し

てきた。世界のいろいろな国のあいさつを知る活

動から始まり，“Do you like～？”や“What～

do you like？”などのコミュニケーションをす

すめる上で必要な表現に慣れ親しんだり，ALTを

通して外国の文化などを知ったりする活動に取

り組んだ。また，総合的な学習の時間の単元や学

活などと関連付けることも行った。 

（３）教科横断的な取組や他学年との関わり 

  本校の外国語

活動では，担

任・担当とALTと

の協同授業が基

本である。その

特徴を生かして，

本校では，他教

科や他学年との関連にも数多く取り組んできた。

総合的な学習の時間，図工，音楽，国語，算数な

ど，あらゆる教科領域に関連付けて単元を組むこ

とができる。例えば，５年家庭科の「味噌汁を作

ろう」と外国語活動「What would you like? 」

を関連させて，授業を行った。家庭科で学習した

栄養素をもとに，児童がALTに健康に良いおすす

めの味噌汁の具材を紹介する内容であった。また，

４年の「二分の一成人式」では，３・４年の外国

語活動で慣れ親しんだ表現を使って，自分の成長

を伝える活動を取り入れた。このように，単元の

構成の工夫次第で活動の可能性は幅広い。 

他学年との関わりも同様である。相手意識をし

っかりもたせることを目的として，他学年との関

わりをつくることが大切なこととなる。例えば，

６年生が１年生に昔話の英語劇を見せる活動な

どは，６年生が１年生にでもわかるような英語の

表現や動作を使って，楽しい劇を発表した。どち

らの学年にと

ってもメリッ

トのある取組

であった。 

（４）スピーキング・チャレンジ 

  小中一貫した児童生徒の「英語活用力」を検証

するために，平成28年度より実施している。ALT

と児童が1対1で会話する中で，授業で慣れ親しん

だ英語表現を活用する力を評価するものである。

小学５年生から中学３年生まで，一貫した指標を

作り，５年間を通して，その児童がどのような力

を身に付けたのかという視点でも，評価すること

ができるようになっている。既習事項を生かして

いかに会話することができるかを見取るもので

あるが，児童にとっては，ALTと二人だけで会話

をするチャンスが生まれ，褒められることで自信

につながっている。外国語科での評価方法の一つ

としても，たいへん有効なものだと思える。 

（５）イングリッシュ・デイ・キャンプ in Kande 

  教室での授業以外で，英語の世界にどっぷり浸

かる体験を多くの児童にさせたいという思いか

ら，神戸市在籍の約20名のALTの協力を得て，５

年生全員が参加する学校行事である。神戸市西区

郊外の神出自然教育園を英語村に見立て，その日

一日は，英語圏の国に旅行に行ったような場を設

定し，ALTと共に楽しく過ごし活動した。 

入国審査，ALTとの交流，数種類のアクティビ

ティ，昼食など様々な場面でALTと関わり合い，

自然の中での活動を通して，必然的に英語でコミ

ュニケーションを取らなければならない状況を

設定した。児童

は同じグルー

プの友達と助

け合いながら，

自分が使える

簡単な英語や

ジェスチャー

などで，自分の伝えたいことを伝えるという体験

をすることができた。10時間ほどの大きな単元と

して，５年生の教育課程内に位置付けたことで，

準備から当日，そしてまとめまで，体系的な学習

活動となったことは意義が大きい。 

児童の事後アンケートでも，「自分の英語が伝

わってうれしかった」「もっと英語を話したいと

思った」「これからの外国語活動がより楽しみに

なった」など，意欲的な感想を多く見ることがで

きた。本校では，学校を離れてイングリッシュ・



 

 

  

デイ・キャンプを行っているが，この取組は，形

式を変えれば通常の学校内でも実施可能な取組

である。児童が楽しん

で英語でコミュニケー

ションできる場の設定

例としては，大変有意

義な活動と言えるだろ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）中学校との連携 

  高学年で外国語科が導入され，中学校では，小

学校高学年との接続ということが，ますます大き

な課題となってきている。中学校英語教員が，小

学校での外国語活動や外国語科の実践を知り，中

学校での授業に生かすことができれば，小中連携

の意義ができてくると考えられる。 

そこで，これまで井吹台地区１中３小では，学

期毎に英語担当者会を実施して，共通のカリキュ

ラムや教材を作成したり，中学校英語教員による

出前授業を行ったり，協同で授業研究会を開催し

たりして連携を深めてきた。共同で開発した教材

一つとしては，昨年度まで使用していた６年生の

「We can!2 」の最後の単元である「Junior High 

School Life」に関連付けた教材がある。来春入

学してお世話になる予定の中学校の先生・教室や

施設・部活動などを，中学１年生が簡単な英語を

使って案内するというDVDを作成し，３校に配布

し，授業で活用した。DVDに登場するのは，１年

前まで同じ小学校で過ごした身近な先輩たちな

ので，視聴する６年生にとっては，「中学生にな

ったら，こんなに英語を使えるようになるのか」

「中学校は楽しそうだな」などといったような憧

れや期待感をもつことができる。また，３小学校

の単元計画を同じものにすることで，一つの中学

校に入学してくる生徒全員が，６年生の時に単元

の導入として同じDVDを視聴し，学習を進めたと

いうメリットがあった。本年度より，外国語科と

して教科書を使用しているが，同様の単元がある

ので，学びの連続性を図るといった観点からも，

今後も中学校に接続できるDVD等の教材を共同で

開発して，活用していきたいと考えている。 

３．昨年度の授業実践から 

 コミュニケーション活動を軸として，児童が主体

的に学ぶ外国語活動を実現するための重要なポイン

トの一つに，単元を組み立てる上で「単元の出口」

の設定を明確にすることが挙げられる。児童が本当

に伝えたいことや聞きたいことを伝える場面設定を

考え，そこからその単元の導入を構築していく。ま

た，児童の伝えたいという意欲を高めるためには，

コミュニケーションを円滑に行うことができる最低

限のスキルを身に付けさせることも大切である。 

（１）Small Talkの活用 

  新学習指導要領の外国語科の指導においては，

言語材料の定着にも重点が置かれている。児童が

現在学習している単元及び既習の単元で学習し

た言語材料を，繰り返して活用できる機会を保障

し，その言語材料のより一層の定着を目指すこと

が求められている。また，「話すこと」によるコ

ミュニケーションを行う際に欠かせないことが，

「対話を続けるための基本的な表現」である。私

たちが日本語で対話をする際も，相手の話した言

葉を繰り返して話し手が伝えたい内容を確かめ

たり，相手の話したことに何らかの反応を示した

りすることで，対話は続くものである。これは外

国語であっても同じことが言える。 

  本校では，Small Talkを行う際に，誰かになり

切って話したり，役を演じたりするのではなく，

指導者や児童が自分自身に関する本当の出来事

や気持ちなどについて真の会話でやり取りする

授業を目指し実

践してきた。従

来の外国語活動

で児童に提示し

てきた「Good 

gesture」「Clear 

voice」「Smile」



 

 

  

「Eye contact」に，「Response」を新たに加え

て，「Wow!」「Really?」「Me too.」などの言葉

が会話の中で自然に出てくるような授業展開を

目指した。 

（２）５年「大切な人や憧れの人を紹介し合おう」

(We Can!Unit9 Who is your hero?) 

  昨年度の５年生は，毎時間，Small Talkを通し 

て本時に関する気付きの共有や，既習内容のアウ 

トプット，本時末に必ず行う振り返りタイムを通 

して本時の学びの共有を行い，ただインプットす 

るだけでなく，主体的に学び，気付きを次の学習 

へとつなげる取組を行ってきた。 

 この単元は，５年生の総仕上げとして位置付け 

られ，自分の憧れの人や大切な人を題材としてい 

る。指導に当たっては，まず単元の入口やゴール 

の設定（出口）の場面を大切にしていった。第１ 

時では，既習の三人称や“can”の想起につなげて 

いくために，Unit5で行ったキャラクタークイズ 

 を再度用いて児童が思い出しやすいようにした。

キャラクタークイズの後には，学校の教員が題材

になった「誰でしょうクイズ」を行った。児童と

“Can you～？”や“Yes,I can./ No,I can’t.”の

やり取りを，クイズを通して行うことで，自然と

“can”の表現に親しむことができるようにした。

第２時以降には，“be good at”の表現にも出合う。

“can”の後には動詞の原型，“be good at”の後に

は動名詞（名詞）が続くが，この内容は小学生に

とっては非常に難しいものである。そこで，かる

たゲームを毎時間行い，その中で音声をもとに，

違いについての気付きを共有し，少しずつ児童に

浸透していくようにした。“can”の絵カードとそ

の後に続く動詞の絵カードの背景色を同じにし，

“be good at”とその後に続く動名詞（名詞）の絵

カードの背景色を，“can”の絵カードとは別の背

景色にすることで，児童の気付きが生まれやすい

ように工夫した。単元の出口については，敢えて

第４時にふれるようにした。本校の玄関には，プ

ログラム委員会児童が作成した「学校の先生紹介

コーナー」があり，

その中に「憧れの

人」という項目が

ある。児童はこれ

をよく見ており，

「今度はみんなの憧れの人や大切な人を知りた

いな」という切り口のもと，児童と共に単元のゴ

ールを設定していくようにした。 

本単元の学習計画は，学習の展開が全て本当の

ことに基づいており，その結果，単元を通して，

相手意識を常にもち，相手との会話のキャッチボ

ールを意識したコミュニケーション活動を展開

することができた。教師と児童間では，会話のキ

ャッチボールをすることはたやすいが，児童同士

のコミュニケーションとなると，反応も一定のも

のになりがちで，準備した文を「ただ伝えるだけ」

の一方通行的なやりとりになりがちである。そこ

で，自分自身が伝えたいことを伝えるだけでなく，

話し手が聞き手に，話題に関する簡単な質問をし

たり，聞き手が相槌を打ちながら話題に関する追

加の質問を話し手にしたりする場面を多く作り，

児童が主体的に学ぼうとする場をもつことがで

きたと感じている。 

４．おわりに 

 本年度より本格的に外国語科がスタートした。こ

れまで本校が大切にしてきた「本当のことを伝える」

コミュニケーション活動を継承しながら，児童が主

体的に学ぶ新しい外国語教育を，さらに研究・実践

していきたいと考えている。 


