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小学校における英語指導

―中学校英語との接続を考えた指導の在り方―

田辺市立中山路小学校

教諭 榎 本 博

１ 研究のねらい

小学校英語活動は、子どもの発達段階に応じて、歌・あいさつ・ゲーム・クイズ・ご

っこ遊びなど、身近で簡単な英語を聞いたり話したりする体験的な活動を中心に授業が

展開される。そのねらいは、言語習得ではなく、興味・関心や意欲の育成である。文字

を介する「読むこと 「書くこと」については、児童の負担を考慮して、主たるねらい」

とはされていない。内容については音声を中心としたもので、子どもの日常生活に身近

なことがらを扱うこととなっている。指導に当たっては 「①逐一日本語に訳さない、、

②英語の発音をカタカナに置き換えない、③無理に覚えさせない、④誤りは細かく訂正

しない、⑤一斉授業だけでなく、いろいろな学習形態を工夫する の５点に留意」（※１）

することとしている。

一方、中学校英語は教科であり、小学校の英語活動とはねらいや内容が異なる。週３

時間の授業の中で 「聞くこと 「話すこと 「読むこと 「書くこと」の４領域の能力を、 」 」 」

バランスよく伸ばすことが求められる。そのため、文法や語彙といった言語材料の知識

・理解も必要となる。中学校学習指導要領解説によると 「読むこと」の言語活動（ア）、

、「 、 」 、 、「 」 （ ）では 文字や符号を識別し 正しく読むこと が また 書くこと の言語活動 ア

（※２）では 「文字や符号を識別し、語と語の区切りなどに注意をして正しく書くこと、 」

が指導事項として示されている。

このような違いのために、小学校で英語活動を経験してきた子どもたちは、中学校で

英語科の学習を始める際、学習スタイルや指導の違いに戸惑いを感じることがあると思

われる。そして、それによって英語学習に対する意欲が低下することも考えられる。こ

れらの点について実態を把握し、その結果をもとに、小学校で英語活動を経験してきた

子どもたちが、中学校の英語学習を円滑に始められるような指導の在り方を考えていき

たい。

２ 研究仮説

（１）研究仮説の設定に当たって

ア 意識調査１及び２について

中学校英語担当教員が、第１学年入門期の英語指導において、指導上の課題につ

いてどう感じているのか、また、小学校で英語活動を経験してきた子どもたちが、

教科としての中学校での英語学習に対して、どのような思いを抱いているのかを把

握するために、意識調査を行った。

調査１：英語科における指導上の課題に関する意識調査

調査２：中学校１年生の英語学習に対する意識調査
調査

中学校英語との円滑な接続を考えた小学校における英語指導の在り方につい
目的

ての研究資料とする。

調査１：みなべ町内の中学校２校、田辺市内の中学校６校の英語担当教員 計12名
対象 調査２：みなべ町内の中学校２校、田辺市内の中学校２校の１年生 計151名

（ 。）小学校での年間授業時数30時間程度英語活動を実施している学校を対象とする

実施時期 平成19年７月上旬～下旬
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イ 調査１の結果について

中学校第１学年１学期（入門期）での英語指導において、指導上の課題を感じる

と回答した教員に、その内容を具体的に記述してもらった。それによると、中学校

では 「書くこと 「読むこと」の２領域が新たに入り、生徒に文字学習への戸惑い、 」

が見られること等の記述が見られた。また、スムーズな接続のために考えられるこ

ととして、小学校でアルファベットの指導や読み方の学習を行うこと等の記述が見

られた。

ウ 調査２の結果について

[中学校の英語学習と小学校の英語活動の違いについて]

、 、 。質問６中学校の英語学習と 小学校の英語活動をくらべると 何かちがいを感じますか

どれか一つを選び、記号に○をつけてください。

＜回答＞

ア とても感じる 68人（45％）

イ 感じる 57人（38％）

ウ あまり感じない 23人（15％）

エ 感じない ３人（２％）

図１ 違いを感じるか

[中学校の英語学習と小学校の英語活動の違い]

質問７(「とても感じる 「感じる」と答えた人のみ )」

どんな点で、ちがいを感じますか。

＜回答＞

＜書くことについて＞

・小学校では、あまり英語を書くことがなかったけれど、中学校では書くことが多くなった。

・中学校は実際に英語を書いたり、いっぱい話したり聞いたりする。

・小学校のときは、英語を話すことがほとんどだったけど、中学校では単語を覚えたり、書いたり

することが多い。

＜授業形態について＞

・先生が外国人の先生ではなく、日本人の先生という違いがある。

・小学校ではほとんどゲームだったけれど、中学校だと本格的に授業をする。

・小学校はゲームなどが中心だったけど、中学校では文の勉強をし、書くのが多くなった。

＜言語材料について＞

・中学校の勉強は単語を覚えるのが多い。

・難しい単語がある。

＜その他＞

・中学校の英語はすごく難しい。

、 、 。・英語のテストがあり 必死にやるようになって 楽しいというよりも大変だと思うようになった

・テストがあって、成績につながり、覚えないと自分が困る。

・小学校では、簡単なあいさつや会話しか習わなかったけど、中学校では実際にその英語が使える

ように、詳しく正しく学習しているように感じる。

・ノートに単語を書いたり、教科書を見たり、小学校のときよりレベルが上がったように思う。

図１の結果から 「とても感じる 「感じる」を合わせると、83％の生徒が小学校、 」

の英語活動と中学校の英語学習に違いを感じている。違いの内容として、小学校で

はほとんど英語を書かなかったが、中学校では日常的に書くということや「先生の

とても感じる
      45%

感じない
    2%あまり

感じない
  15%

感じる

 38%
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教え方 「学習の仕方 「先生が日本人」等の授業形態の違いをあげた生徒が多かっ」 」

た。

[中学校の英語学習で難しいと感じていること]

質問８中学校で英語を学習していて、むずかしいと感じていることがもしあれば、

記号に○をつけてください （複数回答可）。

＜回答＞

53人（35％）ア 英語を聞くこと

74人（49％）イ 英語を話すこと

66人（44％）ウ 英語を読むこと

104人（69％）エ 英語を書くこと

無答 13人（９％）

図２ 難しいと感じていること

図２の結果から、英語を書くことに難しさを感じている生徒の割合が最も高いこ

とが分かる。小学校で少しずつ文字に慣れる活動を行うことにより、児童が中学校

第１学年入門期の英語学習を円滑に始められるようにしていきたい。

「小学校英語活動実践の手引」では、活動内容を決める際の視点として、音声を

中心とすることをあげている。しかし、音声を支援する一つの手立てとして文字を

、 。導入すれば 中学校英語学習とより連携を図ることができるのではないかと考える

具体的には、単語を読んで理解する活動を小学校で行い、段階的に文字に慣れるよ

うにすれば、中学校英語学習に円滑に接続するための文字を読む力・書く力の基礎

が培われると考え、研究仮説を以下のように設定した。

（２）研究仮説について

児童の身近にある単語を用い、それを読んで、その意味を理解する活動（文字と

音声、文字と意味の関係を理解する活動）を行えば、中学校英語学習に円滑に接続

するための文字を読む力・書く力の基礎が培われるであろう。

３ 研究の内容と方法

（１）小学校英語活動における基礎的な文字指導について

、 、小学校英語活動では 児童の身近で興味・関心のある中から言語材料を取り上げて

楽しみながら英語に慣れ親しむために、ゲームなどの活動を取り入れた実践が多い。

そのほとんどが言語習得の基礎となる音声を中心にした活動である。

一方、中学校の英語科では 「聞くこと 「話すこと」に加え、文字が導入され「読、 」

むこと 「書くこと」の能力も求められる。現実には、単語を読めない、単語を書け」

ないということ等によるつまずき、戸惑いを感じている生徒が多い。

小学校高学年の児童は 「抽象概念を理解し、分析する力を身に付け、興味・関心、

をますます文字へ向けるようになる と言われている。そのような時期に、文」（※３）

字への興味や知的な欲求に応じた指導をすることが、中学校入門期におけるつまずき

を軽くすると考える。

ア 読むことについて

影浦(2007)は 「文字導入の基本は、まず『読むこと』に慣れさせることである。、

（中略）また、読んだり書いたりする文字の指導については、一つの段階から次の

段階へ進む際に、その段階の差をできるだけ低くして、子どもの負担をなくす配慮
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が必要になる と述べている。そして、文字を読むことの段階的な指導とし」（※４）

て、次のようなステップをあげている。

①絵等と音声を中心として文字を一緒に提示する。

②絵等と音声と文字を一緒に提示する。

③絵等と音の助けを借りて身の回りの単語が読める。

④絵等を見ながら身の回りの単語が読める。

⑤絵等や音の助けなしで単語が読める。

このようなステップを踏んで、児童があまり抵抗感を持たずに、段階的に文字に

慣れ親しませることが必要である。検証授業では、フォニックス（語学学習の初心

者を対象に、単語の綴りと発音の関係を規則化して教える指導法）で学んだ知識を

生かし、身近にある簡単な単語を読む活動を行っていく。

イ 書くことについて

影浦はまた、文字を書くことの段階的な指導として、次のようなステップをあげ

ている。

①アルファベットの大文字や小文字の区別が分かる。

②アルファベットを見ながら書ける。

③身の回りの単語を見ながら写すことができる。

④身の回りの単語を聞いて書くことができる。

⑤易しい文を見ながら写すことができる。

⑥単語と単語の区切りやピリオドなどの知識を生かして書くことができる。

このことを参考にしながら、書くことについても段階的な指導を考えたい。検証

、 、 。授業では アルファベットの大文字について 初歩的な②までの活動を行っていく

（２）中学校入門期英語指導との関連

中学校で使われている第１学年の教科書を見ると、 １の学習に入る前段階としUnit
て、次のような項目での学習が行われる。

図３ 中学校入門期英語指導

図３の項目にある「教室英語・あいさつ 「身のまわりの英語 「アルファベット-」 」

文字とその読み方-」は小学校英語と関連がある内容である。中学校では、入門期に音

声で導入した後にアルファベットの読み書きについて指導する。これらの指導を経て

１の指導に入り、英文を読むこと・書くことを導入していく。 １の学習にUnit Unit
入るまでの指導時間は、６～10時間程度であり、この期間の学習は、小学校英語活動

と密接に関連している。

児童を対象として文部科学省が実施した「小学校の英語教育に関する意識調査 （2」

004）によると 「 児童が）小学校英語活動が嫌いな理由」は 「英語を読むことがう、（ 、

まくできないから」という回答が50.4％で第一位であった。このことは、文字を扱っ

た英語活動では、児童がその文字をうまく読めないために、英語を嫌いになるという

ことを表していると考える。したがって、児童が小学校英語活動から中学校英語学習

へと円滑に学習を進めていくために、小学校段階では文字に関心・意欲を持たせる指

導の工夫が必要であると考える。

 
 
 
 
 

 

 

 
 

New Horizon Engl ish Course１（東京書籍）より 

教室英語 

あいさつ 

身のまわ

りの英語 

アルファベット 

文字とその読み方 

単語を  
覚えよう 

Unit 1 

音声のみで導入 文字と音声で導入・読むこと書くことの導入 



- 15 -

これまでに述べてきた学習の流れを図に表すと、図４のようになる。

図４ 段階的な学習の流れ

（３）検証授業について

ア 対象 田辺市立中山路小学校 第５学年及び第６学年

イ 単元名 「 」Let's read!

ウ 単元目標

・アルファベットを読むことに慣れ、書くことに興味を持つ。

・簡単な単語の音声・意味・文字の関係が理解できる。

エ 単元について

本単元では、簡単な単語の音声・意味・文字の関係を理解する活動を行う。その

ために、アルファベット名での読み方（以下 「アルファベット読み」と記す）や、

ローマ字での読み方等とは別の読み方、例えばフォニックスによる読み方（以下、

「フォニックス読み」と記す）等があることを理解させていく。

そして、フォニックスで身に付けた力をもとに、実際に単語を読んでいく活動を

行う。その際、児童の活動意欲を高めるためには、身近でなじみのある単語や、普

段見慣れていると思われるロゴマークを教材として扱うことが効果的であると考え

る。このような学習を経て、文字とその音声、文字とその意味の関係を理解できる

ような活動へとつなげていきたい。

指導に当たっては、児童が文字に興味を持ち、文字を学習したいと感じる授業展

開となるように留意する。そのための手立てとして、段階的に文字を読むことや文

字に慣れるためのゲームをすることを考えている。いろいろな活動を組み合わせる

ことで、英語学習への興味を持たせ、意欲を育てていきたい。

オ 毎時間の授業展開について

①あいさつ 歌を歌ったり、短時間でできるゲームをしたりするなど、

ウォームアップ 雰囲気作りをする。

②復習 前時の学習を思い出し、本時の学習と結びつける。

③導入 本時の活動の中心となる学習を知り、興味を持つ。

④アクティビティ 新しい学習内容に慣れるための活動をする。

⑤まとめ・振り返 本時の学習を振り返り、感想を書くことで自己評価する。

り・あいさつ

カ 単元指導計画

学 習 活 動 学 習 内 容
第１時 ・大文字をアルファベット読みで読む。 アルファベット大文字（読み

・大文字と小文字の対応関係を理解する。 方 、大文字と小文字の対応）

ペアさがしゲーム 関係、フォニックス○

   
 
 

 

 

 

<文字指導Ⅰ> 
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小学校英語活動  

<文字指導Ⅱ> 
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第２時 ・小文字をアルファベット読みで読む。 小文字のアルファベット読

アルファベットカルタ、カルタゲーム み、フォニックス○

第３時 ・大文字を書く。 大文字を書く、フォニック

・音声と意味の関係を理解する。 ス

カルタゲーム、アルファベットビンゴ（大文字）○

第４時 ・スポーツメーカーのロゴマークを読む。 フォニックス、身の回りの

・なじみのあるスポーツ名を読み 音声と文字の関係を理解する 単語やロゴマーク、 。

カルタゲーム、神経衰弱ゲーム○

第５時 ・いろいろなロゴマークを読む。 フォニックスの復習、身の

・身の回りの単語を読み、文字と意味の関係を理解する。 回りの単語やロゴマーク

カルタゲーム○

４ 研究結果の分析と考察

（１）段階的な指導について

ア アルファベットに慣れる活動について<文字指導Ⅰ>

アルファベット指導について、以下のように段階的な指導を行った。

第１時では、大文字の読み方の学習と大文字と小文字の対応関係について指導し

た。対応関係を定着させるためのアクティビティとして、ペアさがしゲームを行っ

た。振り返りカードで、おもしろいなと思った活動を聞いたところ、16人全員がこ

のゲームを選んだ。そして 「 記憶が）あいまいだったのが、しっかり分かってよ、（

かった 「大文字と小文字がだいたい分かった」という感想が見られた。ペアにな」

り学習することで、対応関係を確認しながら学習を進めることができた。

第２時では、学習内容をさらに定着させるためにアルファベットカルタゲームを

行った。このゲームについては、アルファベット読みとフォニックス読みの両方を

使って行った。

第３時では、大文字について、それぞれの書き順を入れた手本を見ながら書き写

す活動を行った。振り返りカードでは、最初から書けていた４人を含め10人が 「全、

部を書けるようになった 、残りの６人も 「だいたい書けるようになった」と答え」 、

ている。

アルファベットに慣れるために、上で述べたようなゲーム形式の指導を行うこと

、 。で 児童は文字に対する抵抗感をあまり持たずに取り組めたのではないかと考える

図５、６の結果から、大文字の読み書きについては、学習前よりできるようになっ

たと答えた児童数が増えている。

図５ アルファベット読みで大文字を読めるか 図６ 大文字を書けるか

第１時 ①大文字の読み方 ②大文字と小文字の対応関係を知る、ペアさがしゲーム 

第２時 ③アルファベットカルタ ④小文字のアルファベット読み 

第３時 ⑤大文字を書き写す、大文字ビンゴ 
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また、文字指導の際、毎時間大文字

に小文字を添えて提示した。今回読む

指導を第１時・第２時で行ったが、以

前より小文字をアルファベット読みで

読めるようになったと答える児童数が

増えたことが図７から分かる。

図７ アルファベット読みで小文字を読めるか

文字の読み方の規則を知る活動について<文字指導Ⅱ>イ 文字の読み方の規則を知る活動について<文字指導Ⅱ>

単語を読めるようにするためには、一つ一つの文字をどのように読むかを身に付

けなくてはならない。そのための指導として、アルファベット大文字26文字の初歩

的なフォニックス読みを第１時から第４時にかけて指導した。

授業で扱った単語は右の表の

26語である。単語の選び方は、

①できるだけ短い単語

②児童の身近にある単語

③カルタカードで使用するため、

絵や写真で表せる単語

④できるだけ例外的な読み方をしない単語

の４点について留意した。また、文字の書体は中学校で学習するブロック体の表記

に近い書体を選んだ。

児童がフォニックス読みを学習するのは初めてである。第１時の感想で、フォニ

ックス読みについて記述した児童は２名で 「今日初めて知った」等の内容だった。、

しかし、第２時の感想では 「英語を物の名前ならけっこう読めてきたのでよかっ、

た」等の、フォニックス読みを学習してよかったという内容の記述が増えた。この

ことは、学習が進むにつれ、児童がフォニックス読みを意識し始めてきたことを表

していると考える。

このように、フォニックス読みを知ることにより、児童は自らの力で簡単な英語

の単語を読めるという喜びを味わうことができた。その経験は中学校英語を学習す

る意欲につながるものと考える。

反省点として、何度も繰り返し読ませる指導を行い、学習経験を全員で共有する

時間を十分にとれなかったこと等があげられる。

ウ 身近にある単語を読む活動について<文字指導Ⅲ>

フォニックスで学んだ知識を手がかりに、児童の身近にある単語を読む活動を第

４時・第５時に行った。授業で扱ったロゴマーク・単語は以下の表の通りである。

ロゴマーク・単語の選び方については、基本的なフォニックス読みで読むことが

でき、できるだけ例外的な読み方をしない語を選ぶようにした。しかし、例外的な

読み方があることを教えるために、そのような読み方をする語もいくつか入れた。

第１時 ANT・BAG・CAT・DOG・EGG・FAN・GUM 

第２時 HAT・INK・JET・KOALA・LEMON・MAP・NUT  

第３時 OX・PET・QUIZ・RABBIT・SUN・TOP・UP 

第４時 VIDEO・WOLF・BOX・YELLOW・ZEBRA 

 

 ロゴマーク 身近にある単語 
第４時 スポーツメーカーのロゴマーク 

 
 

BADMINTON  TENNIS  SKIING  
SWIMMING  JOGGING  BASKETBALL 
SOFTBALL  VOLLEYBALL 

第５時 衣料品や飲料等のロゴマーク 
 
 
 

DESK  WINDOW  BUS  CUP  HOSPITAL 
ANIMAL  TEXT  MILK  DRINK 
CAMERAMAN  COMIC BOOK  HAMSTER 
BASEBALL  UMBRELLA 
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このことで、児童の学習意欲をさらに高めることができた。より難しい語を何とか

。して読みたいという知的好奇心を児童に持たせることができたからであると考える

第４時は、子どもたちに身近なスポーツ関

係のロゴマークや、単語を読む活動（写真１）

を取り入れた。段階的な指導を考え、単語の

BA全部を一度に見せるのではなく、例えば「

DMINTON B A D」の読み方指導では、 → →

のような順で語を提→ → → →M I N T O N→ →

示し、読み方を考えさせた。また、ロゴマーク

は文字に集中させるために、字体を標準的なも

のに変えて提示した。実際のロゴマークは、最

後に答えの確認のために使用した。例外的な

写真１ 単語を読む活動読み方として 「 」等を指導した。、 BALL
第５時は、その他のロゴマークや、単語を読

む活動（写真２）をしたが、この時は最初から

全部を見せるようにした。例外的な読み方とし

て 「 「 」を指導した。、 」SCHOOL SOCKS
児童には、第４時までに学習したフォニック

スの知識を使って、一つ一つの単語を何とかし

て読もうとするなどの意欲的な姿勢が見られ

た。また、ロゴマークを取り入れたことは、読

むことへの興味づけになった。このような活動

により、指導前よりも単語が読めるようになっ

写真２ 単語を読む活動
たと答える児童数が増えたことが、振り返りカ

ードから分かる。児童は、「英語がだいぶ読め

るようになってよかった 「単語が思ったより読めた 「英語が少し分かるようにな」 」

ってよかった 「最初やった時より、フォニックス読みを言えるようになってきた」」

等を振り返りカードに書いている。

「小学校英語活動実践の手引」では、留意点として英語の発音をカタカナに置き

換えないこととしている。このことに留意し、個々のアルファベットのフォニック

ス読みを指導する際も、最初は音声のみで指導した。しかし、指導途中からアルフ

ァベットそれぞれが持つ音をカタカナで記した表を提示して、フォニックス読みの

指導を行った。その際、例えば「 」の指導では「 」と、努めて原音に近い形でR ウル

表記し提示した。そして、指導者が発音しながら児童に読み方を理解させるように

した。また、単語を読む活動では 「分からなければ見てもいい」と伝えた。その、

結果、児童は安心して読む練習に取り組むことができた。表を提示することは、読

み方に自信のない児童にとっては発音するうえで有効だったと考える。

英語の習得は、何度も繰り返し学習することが大切である。反省点として、フラ

ッシュカード等を活用して、声を出す機会を多く取り入れ、文字に慣れさせること

が十分でなかったことがあげられる。

図８は、学習前と比べて学習後の児

童の「文字を学習することへの興味」

がどう変化したかを示している。学習

前と比べると 「あてはまる」と答え、

。 、た児童数が増えている この結果から

フォニックス読みの規則を知り、単語

の読み方を考えさせる活動を行ったこ

とによって、児童の英語に対する学習

意欲を高めることができたのではない

図８ 文字の学習に興味があるかと考える。
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（２）簡単な単語の音声・意味・文字のそれぞれの関係を理解する活動について

本研究では、簡単な単語について、①音声を聞き、その意味が分かる、 ②音声を聞

き、その文字が分かる、③文字を見て、その意味が分かる、の３つの関係を理解する

活動を行った。

具体的には授業で扱った単語（ 等）を使って、学年ごとに４人ずつグルーOX PET・

プを作り、カルタゲームを行った。この活動は、指導の重点を②と③に置き、②の活

動では文字が持つ音を把握できているか、③の活動では文字が持つ意味を把握できて

いるかを知るために行った。

図９は、各時間の振り返りカードの自己評価を集計したものである。

図９ 音声・意味・文字の関係が理解できたか

図９の結果から、音を聞いて、それが表す文字を選んだり、文字を見て、それが表

す絵を選んだりすることについては、簡単な文字ならほとんどの児童がほぼ理解でき

ていることが分かる。

児童の感想には 「カルタゲームで、だいたいは分かったので、けっこううれしか、

った。英語もかなり読めるようになった」等があった。このことから、児童が文字に

対して抵抗感が少なくなったこと、文字に親しみを感じるようになってきたことが分

かる。このように、理解した文字を使って児童が楽しめる活動をすることで文字に慣

れさせることができると考える。

（３）英語への興味・関心について

学習を進めていくうえでは、英語に興味・関心を

持たせることが大切である。検証授業の前後で、英

語への興味がどう変化したかを表したのが図10、図

11である。

図10は、英語に対する興味がどう変わったかを事

後アンケートで調査した結果である。16人のうち13

人が前より英語に興味を持つようになったと答えて

いる。図11は、学習前と学習後で、英語に対してど

図10 英語に興味を持つようになったう気持ちが変わったかを表したものである。16人のう

ち10人が、英語が前より好きになったと答えている。

検証授業では、児童のよく知ってい

る身近な単語やロゴマークを使った。

また、児童が楽しみながら英語に慣れ

親しむようにゲーム等を取り入れた。

このことが児童の興味・関心を高めて

いくことにつながったと考える。

図12は、中学校での英語の授業に対

する児童の意識がどう変わったかを表

している。学習前と比べ、楽しみに感

図11 英語が好きである（好きになった)じる児童が増えている。
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①第３時（音声と意味の関係）
<６年のみ実施>
音声を聞き、絵カルタを選ぶ。
次に文字を確認。

②第４時（音声と文字の関係）

、 。音声を聞き 文字カルタを選ぶ

③第５時（文字と意味の関係）

文字のみのカードを見て、

絵カルタを選ぶ。
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児童の興味・関心に配慮しながら活動

を工夫し指導することにより、英語に対

する学習意欲を向上させることができた

のではないかと考える。

図12 中学校での英語の授業が楽しみ

５ 研究のまとめ

文字学習は児童があまり抵抗感を持たないように、段階的に慣れ親しませることが重

要である。今回の検証授業ではそのことに留意して 「読むこと」に中心を置き、指導、

を進めた。その結果、児童は、アルファベットそれぞれが音を持つこと、その音がつな

がり合って単語の読み方になることを知った。そして、フォニックスの基本的な規則を

使うことで、自分の力で簡単な英語の単語を読めることを理解した。

小学校で文字と音声を同時に導入することは、児童にとって学習負担が大きく、英語

嫌いを生み出すことにつながるという危惧がある。しかし、本研究では、発達段階に応

、「 」 、じた文字指導を小学校高学年児童に導入し 読める という実感を持たせることにより

英語嫌いを生むことなく、むしろ英語学習への意欲づけができるということが明らかに

なった。また、単語を読むために必要な初歩的なフォニックス読みの指導は、小学校英

語活動に効果的であるという成果を得た。検証授業では４時間という短い時間であった

が、さらに定着を図るためには時間をかけた指導が必要になる。文字提示が記憶の手助

けになる点等、文字指導のプラス面を生かすことで、中学校英語学習に円滑に接続する

。 、「 」ための文字を読む力の基礎を培うことができるのではないかと考える なお 書くこと

については、児童にとってなじみのある大文字を書き写す活動を行った。小文字の指導

についても、ゲーム等の活動を入れながら慣れさせる指導を考えたい。

小学校英語活動は、教育の機会均等の確保や中学校との円滑な接続等の観点から、高

学年において必修化の方向へと進んでいる 今後、本研究で得られた成果をもとに、英。

語活動の一層の充実発展に尽くしていきたい。

〈引用文献〉

※１ 文部科学省 『小学校英語活動実践の手引』開隆堂出版pp (2001)20-21

※２ 文部省 『中学校学習指導要領解説-外国語編-』東京書籍p (1999)18.p21

※３ 松川禮子・大下那幸編著『小学校英語と中学校英語を結ぶ』高陵社書店p (2007)107

※４ 影浦 攻 著 『新しい時代の小学校英語指導の原則』明治図書pp (2007)51-55

〈参考文献〉

・小学校の英語教育に関する意識調査結果の概要 文部科学省 (2004)

・岐阜市立女子短期大学研究紀要第55輯『小学校英語における文字導入の問題点』 (2005)

・文部科学省 『中央教育審議会外国語専門部会報告』 (2006)

・京都市総合教育センター『実践的コミュニケーション能力の基礎を養う』 (2006)

・千葉県総合教育センター『小中が連携した英語教育の在り方』 (2006)

(2006)・村上 浩 「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―」

『和歌山県教育センター学びの丘平成17年度研修員研究集録（第31集 』）

(2007)・影浦 攻・小学校英語セミナー委員会編『小学校英語セミナー26』 明治図書

・文部科学省『中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会議事録・配付資料』 (2007)

(2007)・ １』東京書籍『NEW HORIZON English Course

８人

２人

６人

10人

２人

４人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学習後

学習前

とてもあてはまる あてはまる あまりあてはまらない あてはまらない


