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小学校における英語活動
－音声指導を中心とした、英語によるインプットに焦点を当てた活動－

上富田町立上富田中学校

教諭 村 上 浩

１ 研究のねらい

平成14年度から 「総合的な学習の時間」において国際理解に関する学習の一環とし、

て、小学校英語活動が実施され、４年が経過しようとしている。平成16年６月に児童、

保護者及び教員対象に今後の外国語教育の充実、改善に生かすことを目的として行われ

た「小学校英語教育に関する意識調査 によると、英語活動によって生じた子ど」（注１）

もたちの変化について、回答した保護者も教員も「英語に興味や関心を持つようになっ

た」を一番にあげている。

小学校英語活動は、現状では英語に慣れ親しむ活動そのものが異文化に触れる体験で

あることから、国際理解教育の一環として行われていることが多い。年間実施時間は４

時間から11時間が最も多く 「英語に慣れ親しむ」という点では、ある程度満足のいく、

時間数が確保できているといえる。この限られた時間内で「使える英語 、つまり日常」

的な会話や情報交換の場面で運用できる基礎的・実践的な英語を身につけることは難し

いが 「使える英語」につながる学習の基礎、つまり英語に慣れ親しみ、聞いた英語を、

理解しようとし、理解した英語を使ってみようとする意欲や態度を養うというねらいを

活動に組み込むことはできると考える。

本研究は、英語活動のねらいである「英語に慣れ親しむ」活動とともに 「使える英、

語」につながる学習の基礎を養う具体的な指導と、その中で行われる活動のあり方につ

いて仮説を立て、授業を通して検証し、その分析及び考察を行ったものである。

２ 研究仮説

英語教育の目標である、基礎的・実践的コミュニケーション能力の育成に向け、小学

校英語活動に、英語を英語のまま理解し、表現しようとすることをねらいとした活動を

取り入れ、積み重ねていくことで「使える英語」を身につける学習の基礎が養えると考

え、次のような仮説を立てた。

英語によるインプットに焦点を当てた英語活動を行うことにより、児童が無理なく

英語に親しむことができれば 「使える英語」を身につける学習の基礎が養える。、

３ 研究の内容と方法

(1) 言語を習得するプロセスと言語運用能力の発達

一般的に、私たちが言語を獲得していく過程を考えると、１歳頃までには一語発話

を始めるようになる。実際は、１歳になって突然話し始めるのではない。周囲からの

様々なインプット、つまり言語に関わる様々な働きかけや刺激により、語彙や音声、

語法などを言語知識として蓄積し、発話するのである。乳幼児は一語発話などの表現

に対する周囲からのインプットを受け、蓄積された言語知識をさらに活性化し、また

新たな言語知識を蓄積していく。このプロセスを繰り返すことにより、言語の運用能

力を身につけていく。

英語を第二言語として習得するときも、基本的には同じプロセスを繰り返す必要が

ある。ところが、長らく一般的に行われてきた英語学習は、日本語を介して英語を理

解し、それを言語知識として蓄え、表現するときにも日本語で考え、英語に置き換え

るといった学習法であった。

「使える英語」の学習方法を身につけるためには、なるべく日本語を介するのでは
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なく、英語によるインプットにより、それを言語知識として蓄積し、その言語知識を

刺激、活性化するための英語によるアウトプットを積み重ねる学習（活動）が必要で

ある。

以下、英語によるインプット、アウトプット、フィードバックについて述べ、それ

らを取り入れた学習（活動）サイクルについてまとめてみる。

(2) 英語によるインプット

、 。 、「 」インプットとは 情報を入力するという意味である インプットには 聞くこと

と「読むこと」がある。小学校英語活動では、基本的には文字指導を行うことはない

ので「聞くこと」が中心となる。

言語学者のクレッシェンは 「理解可能なインプットを大量に受ければ、第二言語、

を自然に獲得できる （1985）と提言した。第二言語として英語を学習する際、英語」

そのものが理解できなくても、見聞きしたことのある記憶やそれに関連する内容が含

まれていると、推測し理解できる部分がある。聞こえてくる英語のほとんどが理解で

きなければ、学習者にとってそれはただの雑音になり、理解しようとする意欲が低く

なってしまうのは当然のことである。日本語を介さず、児童に英語を英語のまま理解

させていく活動において、この点に十分配慮し、取り扱われる言語材料を吟味してい

かなければならない。つまり、児童が興味関心を持ち、児童の体験に基づいた共有で

きる知識が含まれる言語材料を扱う必要がある。また、６学年終了時に、どういった

英語に関する知識や関心・意欲・態度を身につけさせるかといった目標を設け、系統

立てた活動内容・言語材料の精選と指導計画の設定が必要である。さらに、小学校以

降の英語学習のためにもインプットされる内容については、音声面での「正確さ 、」

表現としての「適切さ」に配慮した教材の準備が大切である。

小学校での英語活動を通して、無理なく英語に慣れ親しみ、さらに「使える英語」

の基礎を身につけていくには、英語を知識として与えていくのではなく「英語による

インプットに焦点を当てた活動 、つまり、活動すべてが英語で行われ、多くの英語」

に触れる学習（活動）が効果的であると考える。インプットされた内容を理解し、さ

らに定着させるには、次の三つの方法が効果的であると考える。一つは同じインプッ

トをそのまま、あるいは他の英語表現に置き換えて繰り返すこと。二つ目は例えば、

文字の一部を大きくしたり、音の調子や大きさを変えるといった変化を持たせて強調

すること。三つ目は、ジェスチャーや実物、絵や写真を見せながら、インプットを図

ることである。

しかし、こういった学習（活動）において 「自分だけ理解できていないのでは」、

「 。 、 」とか 表現しようとしていることは正しいのだろうか 間違っていたら 恥ずかしい

といった不安感を持つことがあり、それが心理的な障壁となり、インプットの妨げに

なることが予測される。児童に不安感を抱かせない状況を作り出すことも配慮してい

かなければならない。そのためには、すぐに個人活動を行うのではなく、先にクラス

全体あるいはグループで活動を行い、活動に慣れてから徐々に個人活動に移らせると

いった展開の工夫を行ったり、活動そのものが楽しいと思えるゲーム性を持たせたも

のを設定する必要がある。

(3) 英語によるアウトプット

アウトプットとは、情報を出力するという意味である。アウトプットには 「話す、

こと」と「書くこと」があるが、インプットと同様に文字を用いずに「話すこと」が

中心となる。話すことには、学習者同士の対話や、指導者からの質問に対する応答が

ある。また、聞いた英語を繰り返して言うことや、英語で指示されたことについて、

動作で表現することも含めることができる。

英語には日本語にはない特有の音やリズムやストレス（音の強弱）がある。インプ

ットされた英語を、まねて繰り返すことは、音声に関する言語知識を身につけるだけ

でなく、アウトプットの能力を高めるのに効果的である。
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小学校英語活動で、指導者がまず考えなければならないことは、無理にアウトプッ

、 、トさせるのではなく 児童にアウトプットしたいと思わせるようなインプットを与え

アウトプットをしやすいような状況を作ることである。例えば、中学年の児童は活動

（後自体に楽しみを見出しやすく反復活動にもあまり抵抗がないので、歌やチャンツ

で聞いた音をそのまま繰り返す活動や、 やフルーツバスケットのよう述） （後述）TPR
な動作を伴う活動によって、英語に親しませながら児童の自然なアウトプットを引き

出していけることが期待できる。

高学年においては、学んだことをもとに互いに活動ができる状況、つまり対話形式

やグループ活動の場面を多く設け、自発的なアウトプットをできるようにすることが

大切である。

指導者は、学習者の楽しいという気持ちを大切にするために、インプットされた英

語が学習者にどの程度理解されているか確かめながら、またインプットされたものを

使ってみたいという状況を作りながら、アウトプットにつなげていく必要がある。

( ) 英語によるフィードバック4
フィードバックとは、学習者のアウトプットに対して、指導者あるいはパートナー

が何らかの反応を示すことである。場合によっては、学習者が自分のアウトプットの

間違いや不十分な点に気づき、インプットの修正を行うことができる。

小学校段階では英語に関する言語知識が十分でないことから、アウトプットは少な

いと思われる。積極的にアウトプットを行った時にはほめたり、アウトプットできな

い時には励ましたり、また１語でもアウトプットが見られた時には、それをもとにフ

ォローアップを行うことは、言語獲得への意欲を高め、言語使用への自信を持たせる

のに効果的であると考える。ここでいうフォローアップとは、児童のアウトプットが

、 。適切な表現となるように指導者が補足しながら アウトプットを引き出すことである

これまで述べてきた、英語によるインプット、英語によるアウトプット、英語によ

るフィードバックを一連の学習（活動）サイクルとして図１に表してみる。

次の
サイクルへ

図1 「使える英語」を身につけるための学習（活動）サイクル

学習者は、日本語を介さず指導者から英語によるインプットを受け、 ～ のプロB E
セスを繰り返し経ることによって、多くの英語に触れ、無理なく英語を理解し、表現

しようとする意欲や態度、さらには能力を身につけると考える。

(5) インプットに焦点を当てた具体的な活動

小学校英語活動のねらいとされている「英語に慣れ親しむ」ことを前提とし、前述

の「使える英語」を身につけていくことにつながる具体的な活動をまとめた。

ア 歌( )songs
英語の歌を活用することは、学習（活動）への雰囲気作りや意欲を高めたり、興
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味関心を持たせたり、英語特有の音やリズムやイントネーションに慣れ親しませた

り、反復により、簡単な英語表現を自然に身につけさせるのに利用できる。また、

歌詞の中に今までに日本語として聞いたことのあるカタカナ英語が含まれている時

は、それを手がかりに歌詞の意味を理解しようとすることが期待できる。

イ チャンツ( )chants
、 、チャンツとは 詩や短文をリズムにのせて指導者または録音モデルの後に続けて

児童たちが発話する活動を意味する。

英語の特徴として 内容語 名詞 動詞 形容詞など は長く・強く 機能語 助、 （ 、 、 ） 、 （

動詞、冠詞、前置詞、接続詞など）は短く・弱く発音することが一般的であり、そ

れによってリズムが生まれてくる。

チャンツは、リズムにのせて楽しく行えるので、英語特有のリズムを無理なく自

然に身につけるのに有効な活動といえる。

ウ タスク活動( )task-based activities
タスク( )とは課題や作業を意味する。児童は、解決すべき課題に取り組む過task

程で実際に英語を使いながら、英語を習得していくことが期待できる。タスクを設

定するときは、児童が「知りたい 「伝えたい 「そのために英語を使わなければ」、 」、

」 。 、 。ならない という状況を作る必要がある 例えば 次のようなタスクが考えられる

(ｱ) 情報転換タスク

ある伝達手段で得た情報を、別の伝達手段で伝える活動である。例えば、絵を

見てその情報を言葉で友達に説明し、説明を受けた児童は聞いたことに基づいて

数種類の絵の中から正しい絵を見つけ出すといった活動である。

(ｲ) インフォメーション・ギャップ・タスク

インフォメーション・ギャップとは、対話する両者の間の情報の量や内容の差

を意味する。一方が知っている情報をもう一方が知らない状態を作ることで、知

りたい情報を相手に聞き、聞かれた方は自分の持っている情報を相手に伝える必

要性が発生する。インフォメーション・ギャップを利用して、互いに質問しなが

ら解決するタスク活動が、インフォメーション・ギャップ・タスクである。どち

らのタスクも 「知りたい」という欲求を喚起することで、指導者の英語による、

インプットに児童は積極的に注意を向けると考えられる。また 「伝えたい」と、

いう状況が必然的に発生するので、アウトプットはスムーズにいくと思われる。

エ クラスルームイングリッシュ( )Classroom English
クラスルームイングリッシュとは、授業の進行・指示のために用いられる英語表

現である。他の授業でも同じ内容を日本語で伝える場面が多く、ジェスチャー等の

、 。非言語を伴い繰り返し使われる内容が多いので 容易に推測し理解できると考える

また、基本的には、児童は指示に対して動作で反応すればいいので、発話によるア

ウトプットに比べ緊張を伴うことが少ない。

オ 絵本の読み聞かせ（ ）Picture books reading
日常生活や行事、動物や食べ物など児童にとって身近な題材で英語表現がリズミ

カルに繰り返され、記憶に残りやすいものが適している。例えば 「ブラウン・ベ、

ア」( )は、言語材料として「色」や「動物」Brown Bear, Brown Bear, What do you see?
を扱い、親しみやすい絵本である。

カ ( )TPR Total Physical Response
とは、米国の心理学者アッシャーが提唱した第二言語習得における指導法でTPR

ある。それは、幼児が母語を発話する前に見たり聞いたりする十分な活動を行い、

やがてそれを表現活動に連結させていくという母語習得の方法をモデルにしたもの

である。まず、指導者が指示をしながら動作をしてみせる。指示の意味がわかるよ

うになったら、全員一斉に動作で反応する。活動への不安をやわらげるため、最初

はグループで行い、そして活動に慣れてから個人で行うことが望ましい。児童は発

話を求められることがないので、心理的負担が少なく、初めて英語に触れる児童に

とっても、効果的である。
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(6) 検証授業計画

ア 期間 平成17年11月１日（火）～11月30日（木）のうち９日間

イ 場所 上富田町立朝来小学校 第３、４、５、６学年１、２、３組の各教室

ウ 活動状況

朝来小学校では「子どもが生き生きと活動できるよう、子どもが知った英語を進

ALTんで使い 友だちとコミュニケーションを楽しむ授業 を目標として 昨年度、 」 、 、

と英語活動担当教員との共同授業で年間８時間の英語活動を行った。本年度も、同

じ指導形態で６時間の英語活動をすでに終えている。

エ 単元名 「身近なものを英語で表現してみよう （各学年共通）」

「自分の気持ちやしたいことを英語で表現してみよう （各学年共通）」

オ 単元目標 身近にあるものについて英語で表現して、簡単な会話が理解でき、

それを活用しようとする。

自分の気持ちやしたいことを話題にして、簡単な会話が理解でき、

それを活用しようとする。

カ 単元設定の理由

６年生終了時に、どういった英語に関する知識や関心・意欲・態度を身につけ

させるかといった目標を設け、３学年～６学年まで共通の単元及び系統立てた活

動内容・言語材料を設定し、各学年での題材を設定した。例えば 「身近なもの、

を英語で表現してみよう」を共通単元として、３年生では「色で遊ぼう 、４年」

生では「これ英語で？ 、５年生では「大きな赤い円 、６年生では「かばんの中」 」

身は？」を題材とした。児童になじみのある色や教室にあるもの、児童の持ち物

を教材として扱うことにより、実物を提示しながら、効果的に英語によるインプ

ットを図ることができると考える。また、児童は共有できる体験や知識を活用し

ながら、インプットされた英語の理解を行い、無理なく英語に親しんでいけると

考える。

キ 単元の概要

３年（第１時、第２時）

題材 身につけさせたい英語表現 学習活動

色 で 遊 --- ----- ・色探しゲームThis is . What color is ?
ぼう ( ・歌( )red, blue, green, yellow, brown, pink, Action Colors

black, white, gray Brown bear, brown bear, what do) ・紙芝居(
)you see?

今 日 の ・ 今日の気分は」ゲームHow are you? I'm fine. I'm happy. 「
気 分 ・歌( )I'm sleepy. I'm tired. Hello,My Friend
は？ ・ 動作をしよう」Hello. Clap your hands. Stamp your feet. 「

４年（第１時、第２時）

題材 身につけさせたい英語表現 学習活動

こ れ 英 ・ボンゴゲームWhat's this in English?
語で？ ( ・チャンツ( )book, chair, desk, window, stapler, bag What's this in English?

) ・絵を描いて、英語で質問しようchalk, ruler
・みんなの前で発表しよう

顔 を 作 --- ・顔を描いてみようHow many ? What color?
ろう ( ・チャンツ( )eyes, nose, mouth, hair, big, small Let's make a face

・表情を作ってみようlong, short,
) ・表情作り競争blue, green, brown, black, blond
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５年（第１時、第２時 ））

題材 身につけさせたい英語表現 学習活動

大 き な ------ ・はえたたきゲーム（二人で競争）Is it ? Yes, it is. / No, it isn't.
赤い円 ------ ・チャンツ( )What is it? It is a . One blue rectangle

( ・家作りゲーム（グループで競争）big, small, red, yellow, green, triangle,
) ・絵を描いて発表しようcircle, square, rectangle

欲 し い ( )---. ・はえたたきゲーム（二人で競争）I want something to eat drink,wear,read
hamburger, hot dog, spaghetti, steak, I want something, somethingものは ( ・チャンツ(

)milk, coffee, tea, water, shirt, jacket, to eat.
・欲しい食べ物・飲み物を見つけようsweater, socks, pants, book, magazine,

)comic book, newspaper

６年（第１時、第２時）

題材 身につけさせたい英語表現 学習活動

か ば ん --- ・選んだ品物は何？Do you have ? Yes, I do./ No, I don't.
の 中 身 --- ・チャンツ( )I have . What do you have in your bag?
は？ ( ・かばんの中には？textbook, notebook, pencil, eraser, ruler,

dictionary, atlas, lunch box, games,
)comics, CD, scissors

私の夢 --- ・何になりたいの？What do you want to be? I want to be a .
( ・チャンツ( )policeman, dentist, teacher, doctor, nurse What is, what is, what is he?

) ・連想早押しゲームscientist, singer, fire fighter

４ 検証授業の分析と考察

研究仮説「英語によるインプットに焦点を当てた英語活動を行うことにより、児童が

無理なく英語に親しむことができれば 『使える英語』を身につける学習の基礎が養え、

る」について、授業を通して検証を行うにあたり、(1)英語によるインプットに焦点を

当てた活動、(2)無理なく英語に親しむこと、の２点に着目し、おもに各授業後に実施

した児童の自己評価アンケート及び授業録画のビデオを用いて行った。

(1) 英語によるインプットに焦点を当てた活動

英語を英語のままで理解し、英語で表現しようとすることが、使える英語を身につ

ける基礎になると考え、英語によるインプットに焦点を当て、次の４つの点に留意し

て活動を行った。

ア 活動前のウォーミングアップを英語で行う

イ 指示や活動の説明を英語で行う

ウ 活動に必要な語彙や表現を英語で定着させる

エ フィードバックや励まし、フォローアップといった支援を英語で行う

ア 活動前のウォーミングアップを英語で行う

活動に入る前のウォーミングアップを英語で行う目的は、英語学習への雰囲気作り

と英語を使おうとする意欲を持たせることである。指導者が日本語を使えば、児童は

英語よりも日本語に頼り、日本語を介して英語を理解しようとする。

"Good morning, everyone." "How are you?" "I am Hiroshi." "I具体的には、第１時間目に、

などの英語によるあいさつを行った後に、 やam an English teacher." "What's your name?"
といった単語だけでも答えられるような質問を行ったり、テニスや"How old are you?"

"I like tennis.""What sports do you like?"スポーツといったカタカナ英語を強調しながら、

のような問いかけを行った。

３年生のアンケートの感想に 「何歳？って、聞かれたとき、８の英語が分からな、

かったから手でやった。７歳とかだったら分かった」と書かれていた。この児童は、

質問には英語で答えられなかったが、 は理解していた。しかし、日"How old are you?"
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本語で８とは言わずに、どうにかして英語を使おうとしたが、分からなくて手で表現

したのである。また、他の学年の児童も日本語を用いず、どうにかして英語を使おう

する場面が多く観察できた。このように、ウォーミングアップを英語で行うことで、

英語活動は英語で行うという雰囲気を作り出すことができた。

イ 指示や活動の説明を英語で行う

指示を英語で行う目的は、活動だけを目的とせず指示と活動を一体化し、英語によ

り多く触れ、親しんでいくためである。指示内容の理解を助ける手だてとして、指示

は音声で伝えるだけでなく、その内容を示す動作を見せながら行った。児童の感想に

は「２時間目には、動作を見なくても先生の英語での指示が分かった （３年生）と」

あり、児童は指導者の動作を手がかりに内容を理解し、徐々に音声だけでも英語を理

解できるようになっていた。

指導者が指示を与える場合、クラス全体に行うときと児童一人ひとりに行う場合が

あった 「みんなに言うときより僕に言うときの英語の方が、よく分かった （５年。 」

生）と感想に書かれているように、機会を捉えて、個に対する指示・指導が、英語に

よるインプットに注意を向け、英語が理解できるという体験を持たせるのに効果があ

ると分かった。

活動の説明を英語で行うのは、指示同様に英語により多く触れ、親しませることに

加え、活動の内容やゲームのルールの理解そのものが英語活動となる場合が多く、活

動を通して英語を理解しようとする児童の意欲を高めることが期待できるからであ

る。

簡単な説明で児童が十分理解できる場合と、児童が理解するには時間がかかる場合

があった。タスク活動のように説明する内容が多い場合、例えば、４年生で行ったボ

ンゴゲーム（一枚の紙に12種類の文房具の絵が描かれている。児童はそこに５つのコ

インを置き、指導者が英語で言ったものの上にコインがあれば取っていく。早くコイ

ンがなくなれば勝ちというゲーム）のルールを説明する際には、まず実演しながら説

明することで、 などの語彙の理解を図った。コインを封筒に入れて前に持in, on, put,
ってくるという指示も、繰り返し動作を伴いながら各場面で説明することにより、ほ

とんどの児童は英語のまま理解できていた。

このように、音声とともに、ジェスチャーや動作を加えることで、英語での指示や

説明の内容理解を図れる。また 「ゲームの説明の中で、初めて知った英語もあって、

うれしかったです （５年生）や「先生がずっと英語で話しているので、話をしてい」

るときだけでも、いろんな英語を覚えました （６年生）と感想に書かれているよう」

に、指示や説明を英語で行うことは、多くの英語に触れ、親しんでいくのに有効であ

る。

ウ 活動に必要な語彙や表現を英語で定着させる

、 、活動に必要な語彙や表現を例示するときには 意味を理解させるための支援として

絵カードや写真を利用したり、児童の理解につなげられる他の英語表現を使ってヒン

トを与えた。アンケートから児童の反応を見ると 「絵がたくさんあったので、英語、

を言うときに役に立った （６年生）とあるように、絵と音声を結びつけ意味を理解」

させることで、児童に自信を持たせスムーズなアウトプットへつながったことが分か

る。また、 の意味を理解させるために をヒントと"triangle" "We use it in a music class."
して与えた。児童は が音楽を意味すると分かって、 の意味を推測し"music" "triangle"
アウトプットを行えたと考えられる場面があった。

エ フィードバックや励まし、フォローアップといった支援を英語で行う

授業中、励ましたり賞賛するときは、特に大きな声で行い、握手をすることを心が

けた。児童の感想に 「英語で何回もほめられてうれしかった （３年生 「英語でほ、 」 ）

められて照れくさかったけど、うれしかった （６年生）と書かれているように、ど」
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、 。の学年においても児童はほめられるとうれしく思い 次の活動への意欲を高めていた

児童が英語で十分に答えられない際に、フォローアップといった形で支援を行う場

面が多くあった。児童が英語で答えられない原因には、次の２つが考えられる。１つ

は、インプットされた英語が理解できていないときであり、もう１つは、インプット

された英語は理解できているが、アウトプットできない場合である。例えば、３年生

に質問した が理解されていないと判断したときには、同じ質"What color do you like?"
問を繰り返したり、 や のようなヒントになる表現を"Do you like blue?" "I like green."
与えたりした。さらに、 と言い、児童から というアウト"What color?" "Yellow?" "Pink"
プットを引き出せたら とフォローアップを重ね、アウトプットに"Oh, you like pink."
つながるインプットを増やしていった。このようにフォローアップすることにより、

少しでも英語を使おうとする意欲や態度が児童の行動観察から、見られることが多く

あった。

英語によるインプットに焦点を当てた活動を行った成果を整理すると次の４点とな

る。

（ア）英語学習（活動）への動機付けや意欲を持つことができた

（イ）児童がより多くの英語に触れ、親しむことができた

（ウ）日本語を介さずに聞いた英語を理解しようとする児童の意欲が高まった

（エ）理解した英語を英語で表現しようとする意欲を持つことができた

課題は、児童のアンケートにおける「今日の英語活動が終わって、今日使った言葉

や表現を英語で言えますか？」という問いに対して、語彙や表現にもよるが、言えな

いと答えた児童が半数近くいたことである。英語が身につかなかった原因として、次

"dictionary" "dentist" "scientist" "What doの２点が考えられる 一つ目は といった単語や。 、

といった表現は、聞き取るには文字数が多く、児童にとっては難しかyou want to be?"
った（結果的にはこのように判断できる）ことである。さらに児童の発達段階を研究

し、取り扱う言語材料について十分に配慮されなければならない。

二つ目は、英語によるインプットに焦点を当てた活動の中で、無理のない自然なア

ウトプットを期待したため、児童一人ひとりのアウトプットの場面が少なくなったこ

。 、 、とである 限られた時間内であるが クラス全体やグループでのアウトプットの後で

児童一人ひとりのアウトプットの場面を十分設定できるように展開の工夫が必要であ

る。

(2) 無理なく英語に親しむこと

授業で、児童が無理なく英語に親しんでいたかを検証していく。ア 教材・教具に

ついて、イ 活動について の２点で分析していく。

ア 教材・教具について

児童が活動内容に興味が持てるように、身近にあるものを教材として扱い、教具は

児童が簡単に扱えるものを準備した。例えば、３年生には教材で色を扱い、教具とし

て色紙の入ったネームカードを一人ひとりに持たせた。４年生には、身近にある文房

具を教材として取り上げ、12個の文房具の絵を描いたシートとおもちゃのコインを使

った。５年生には、教材として食べ物や飲み物などを扱い、教具には、はえたたきを

使用した。６年生には教具として、早押しゲームで 「ピンポンブー （６つのボタ、 」

ンがあり、早く押すと光る装置）を使った。また、全学年で英語の歌やチャンツを活

用するために を使った。語彙を例示するときには、絵カードや写真を使った。写CD
、 。真については 児童が日常よく使っているものや見てよく知っているものを用意した

児童の感想には 「カードで遊ぶのも楽しかったです （３年生）や「コインを取、 」

るゲームが楽しかった （４年生）とあるように、一人ひとりが教具を扱って活動を」

行うことで、楽しさが増している。また 「 の音が、先生の英語とはちがうので、 CD
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CDおもしろかった （６年生）と感想にあるように、児童は英語の歌やチャンツを」

で聞き、英語特有のリズムやイントネーションに興味を持ったようである。はえたた

きや「ピンポンブー」のような道具を使うことでゲーム性が増し、児童は楽しく活動

を行っていた 「楽しい絵や写真があってよかった （６年生）と感想にあるように、。 」

絵や写真は児童の興味を引き出すのに役立っていた。

イ 活動について

児童が楽しいと感じられることを目的として、それぞれの学年の発達段階や実態、

またこれまでの英語活動体験をできるだけ配慮して、活動を設定した。３年生は活動

自体に楽しみを見出しやすく、反復活動にもあまり抵抗がないと考え、体を動かしな

がら行えるゲーム性のある活動や、聞いた音をそのまま繰り返す活動を多く取り入れ

た。４年生は、絵を描く活動やゲーム感覚の活動を好むと考え、ボンゴゲームや英語

で何というか児童が知りたいものを絵で描いて尋ねる活動などを行った。５年生は、

ゲーム性のある活動やグループで協力して行う活動を楽しめると考え、はえたたきを

使った活動やインフォメーション・ギャップ・タスク活動を行った。６年生は、英語

を使って問題を解決し、自分の考えを伝えることが楽しいと考え、インフォメーショ

ン・ギャップ・タスク活動や、友だちと簡単なコミュニケーションを必要とする活動

を取り入れた。

アンケートの児童の感想には、次のような記述が見られた 「手をたたくとかの遊。

びが すごく楽しかったです ことばがわかってたのしかったです ３年生 コ、 」、「 」（ ）、「

インを取るゲームがおもしろかった 「顔を描くやつが楽しかったです （４年生 、」 」 ）

「はえたたきで言われた物をタッチするのがおもしろかったです 「家作りゲームで」

は、友だちと協力できたのでよかったです （５年生 「わからないこともあったけ」 ）、

ど、英語を使って会話ができてよかった 「今日はいろいろな仕事の英語を教えて」、

もらって、これからも使えるようにしたいです （６年生）など、ほとんどの児童が」

英語活動を楽しかったと答えていた。行動観察からも、児童は活動自体を楽しいと感

じたり、英語が分かって楽しいと感じたり、英語を使うことが楽しいと感じているよ

うであった。

アンケートの「今日の英語活動は楽しかったですか」という問いに対して、３年生

では、第１時100％、第２時99％、４年生では、第１時98％、第２時96％、５年生で

は、第１時と第２時で100％、６年生では、第１時96％、第２時97％の児童が楽しか

ったと答えている。アンケート結果の数字から、ほとんどの児童が英語活動を楽しむ

ことができたと考えられる。

５ 研究のまとめ

本研究は、将来英語学習で「使える英語」を身につけるために 「使える英語」につ、

ながる学習の基礎を養うことを、小学校英語活動のねらいとして進めてきた。従来の訳

読を中心とした英語学習では、英語を日本語に置き換えて理解し、日本語を英語に置き

換えて表現することによって、英語の知識が蓄えられてきた。英語による実践的コミュ

ニケーションの場面でも、日本語を介して英語を理解し、表現しようとする時にも日本

語で考え、英語に置き換えるといったことを行ってきたために、長年英語を学習したに

もかかわらず、使える英語が身につかない要因となっている。現在、中学校や高等学校

の英語学習では、英語の使用場面を多く設ける授業改善が行われている。小学校英語活

動を英語学習の入門期とすれば、小学校英語活動で、日本語を介さない学習方法を身に

つけていく必要がある。検証授業では、語彙や表現の正確な理解を求めるのではなく、

理解可能な英語によるインプットを繰り返し行い、多くの英語に触れ、表現する活動を

、 、 、通して 英語を理解し 表現しようとする意欲や態度を身につけることをねらいとして

英語活動を行った。今後、取り組むべき課題は少なくないが、児童は聞いた英語を理解

しようとし、理解した英語に基づき英語を使ってみようとすることが分かった。すなわ

ち 「使える英語」につながる学習の基礎が養えることが分かった。、
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児童は英語活動を通して 「英語を聞く 「英語を話す」を基本とした英語学習（活、 」、

動）を繰り返すことにより 「使える英語」につながる基礎的な語彙や表現、音声知識、

といった能力も身につけていけると考える。中学校での英語学習において、こうして身

についた力を伸ばしていくことは、英語教育の目標である基礎的・実践的コミュニケー

ション能力の育成に大きく関わると考える。基礎的・実践的コミュニケーション能力を

育成するために、小学校英語活動で出来ることと、中学校英語学習で出来ることを明確

にし、系統立てた指導が大切になってくる。この点から、小学校英語活動と中学校英語

学習との連携は重要である。また、系統立てた指導体制を整えていく取組も、差し迫っ

た課題である。

今回の検証授業の課題の１つとして、設定した学習活動の時間内で、身につけさせた

い英語表現が、十分に身につかなかったことがある。原因として、扱う言語材料の適正

さとアウトプットの場面の少なさが考えられた。扱う言語材料は、児童の発達段階を踏

まえながら、より多くの活動例を取り入れて検証を行い、適切な言語材料として精選し

ていく必要がある。アウトプットの場面の少なさについては、今後とも、英語によるイ

ンプットに焦点を当て、無理のないアウトプットを引き出すということを条件とし、限

られた時間内での、全体でのアウトプットの場面と児童一人ひとりのアウトプットの場

面のバランスに配慮した活動計画を立てる必要がある。

また、今回の検証授業では文字を扱うことはなかったが、音声によりインプットされ

た内容理解の助けになるという点で、文字の有効性について、感じたことを触れておき

たい。文字を活動に加えることは暗記が必要になり、児童の負担となる。しかし、今回

、の検証授業で扱った といった長い表現をインプットするときに"What do you want to be?"
チャンツを使って活動に工夫を図ったが、定着させるには至らなかった。少々長い表現

の理解を促すために文字を用いた指導を行うことは、視覚を通して内容理解が図れるの

で、有効であったかもしれないと感じた。文字を用いての指導は、文字を読ませるとい

うのではなく、見せるという意識で示せば、児童の負担にはならないと考える。こうい

った視点から、小学校段階で文字を導入するならば、例えば、絵本の読み聞かせをする

ときに重要な語彙を提示しておき目で追わせることや、フォニックス（英語の綴り字と

その音の間にあるルールを利用して、発音そのものができることに重点を置く指導法）

を使って、音と文字の関係を学習するなど、聞くことを中心とした活動に限定すること

を心がけ指導していくことが、英語を英語のまま理解していくのに効果的である。

、 。 、 、小学校英語活動は 教科による必修化について議論されている 現実には 授業時数

指導者 指導形態 カリキュラム等様々な課題や問題があるが より多くの日本人が 使、 、 、 「

える英語」を身につけ、国際社会の中で活躍できるためにも、今できることを視野に入

れ、小学校英語活動を行い、さらに本研究をもとに英語教育全体について研究を深めて

いきたい。

＜注釈＞

注１ 文部科学省が、全国を８ブロックに分け、230の公立小学校を無作為抽出し、総合的な学習

の時間における英語活動の現状等についての調査したもの
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