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 新しい学習指導要領における外国語活動の主なねらいは、「コミュニケーション能力の素地を

養う」ことである。これまでコミュニケーション能力の育成をねらい、総合的な学習の時間に取

り組まれてきた英語活動を振り返ると、児童は多様な活動を楽しんでいたが、コミュニケーショ

ンに対する積極的な態度が育っているとは言い難かった。 
 本研究では、コミュニケーション能力の素地において「思いや考えを、何とかして伝えたり理

解したりしようとする態度」が重要であるととらえ、その態度を育てるために効果的な活動を示

そうとするものである。コミュニケーション能力の一つである方略的能力の活用や児童が主体的

に考えたり伝えたりする要素を含んだタスク活動の設定により、児童の活動への意欲は高まり、

コミュニケーションに対する積極性が育つのではないかと考えた。また、会話をつなぐ簡単な英

語表現に児童が慣れ親しみ、自分の言葉として使うことで、より豊かなコミュニケーションへの

きっかけになると考えた。 
検証授業を通して、計画的に設定したタスク活動は児童にとって活動に対する動機づけになる

とともに、コミュニケーションに対する関心もうながすことがわかった。またチャンツなど継続

して取り組む活動により、返事やあいづちなどの自分で会話をつなぐための簡単な英語表現を知

り、楽しみながら使う様子が見られるようになった。そして、児童は発話の機会が増え、自信を

もって活動するようになってきている。 

要   約 
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Ⅰ 主題設定の理由  

１ 新しい学習指導要領における外国語活動の目標 

 平成 23 年度に全面実施される新しい学習指導要領の中で、小学校第５学年及び第６学年に外国語活

動が新設されることとなり、平成 21 年度から先行実施されている。 

 外国語活動の目標は、「外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、

コミュニケーション能力の素地を養う。」とされている。この目標の中心は、「コミュニケーションへ

の積極的な態度の育成」である。「コミュニケーションへの積極的な態度」とは、外国語を注意深く聞

いて相手の思いを理解しようとしたり、他者に対して自分の思いを伝えることの難しさや大切さを実

感したりしながら、積極的に自分の思いを伝えようとする態度などのことである 1)。これまで総合的

な学習の時間などで行われてきた英語活動の中でも「外国の文化や生活に慣れ親しむための体験的な

学習」が行われ、コミュニケーション能力の育成も目標とされてきていた。しかし、今回の改訂で、

中学校及び高等学校の外国語科への円滑な移行を意識しながら、その目標はより具体的かつ効果的に

実現されることが必要となった。 

 

２ これまでの英語活動の取組 

 これまでの英語活動では、活動のキーワードを「楽しい」2)とし、「英語嫌いをつくらない」を合言

葉に、言語材料の提示からその活用場面に至るまで、スキル学習にならないようゲームやロール・プ

レイなどのアクティビティで児童が英語に親しめるように工夫していた。 

 全国の中学２年生約 3000 人を対象に平成 21 年に行われた調査 3)の中で、自分たちが経験した「小

学校英語に対する意識」について全体の約 70 パーセントの生徒が「楽しかった」と答えている。また、

平成 16 年度には文部科学省が全国の小学４年生と６年生の合計約 1 万人を対象に、「小学校の英語教

育に関する意識調査」を行っている 4)。それによると図１のように「英語活動が好き」と答えた児童

は、小学４年生と６年生を合わせると全体の約 74 パーセント

にのぼり、前述の調査とほぼ同様の結果が出ている。見方を

変えると、「英語活動が好きではない」児童は 30 パーセント

近くであるという結果にもなる。平成 16 年度の調査では、英

語活動が「好き」と「嫌い」のそれぞれの理由についても調

査され、本研究会議ではこれらの調査結果から一つの問題点

を見出した。 

それは、図２で示したように英語活動が好きな理由として

80 パーセント以上の児童が「英語の歌を歌ったり、英語のゲ

ームをしたりできること」を好きな理由として挙げているのに対して、「外国人の先生など外国の人と

話すこと」や「友だちと英語を使ってやりとりをすること」が好きだと答えた児童が全体の半数程度

                                                  
1) 文部科学省「小学校学習指導要領解説 外国語活動編 平成 20 年 8 月」2008 
2) 伊藤嘉一『小学校英語学習指導指針-各学年の目標及び内容-』小学館 2004 
3) Benesse 教育研究開発センター「第 1 回中学校英語に関する基本調査(生徒調査)」 

(株)ベネッセコーポレーション 2009 
4) 文部科学省「小学校の英語教育に関する意識調査 調査報告書 平成 16 年 6 月調査」2004 

図１　英語活動に対する満足感
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図２　英語活動が好きな理由
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図３　英語活動が嫌いな理由
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であることである。つまり、児童にとっての英

語活動の楽しさは、歌やゲームそのものの楽し

さがほとんどであり、活動のねらいである英語

を通してコミュニケーションする楽しさを十分

に感じていないことがわかった。 

また、英語活動で扱われる言語材料は単純な

ものであるにもかかわらず、図３のグラフが示

すように嫌いな理由として、「英語のやりとりが

うまくできない」や「外国の人とうまく話がで

きない」などと、「できないこと」が挙げられて

いる。実際に筆者が行ってきた英語活動を振り

返ると、確かに児童は英語の歌やゲームなどの

活動に楽しんで取り組んでいた。活動の中の言

語材料についても進んで覚えようとしていたが、

ほとんどの児童は「ゲームやロール・プレイを

楽しむために必要な言葉」として口にしていた

ために、その意味を十分に理解せずに活動して

いることもあった。コミュニケーションの手段

として英語を使う活動を工夫することで、その

経験が次時へつながり児童の中で積み重なると、

コミュニケーションに必要な言葉として残って

いくと考えられる。 

これまでもさまざまな場で活動内容の紹介や

教材の開発などが行われてきたが、それらがね

らいに向けてどのくらい効果的なものか、具体的に検証されることはほとんどなかった。また児童の

意識について、活動に対する具体的な振り返りや自己評価なども先行研究の中ではほとんど見当たら

なかった。それは、英語教育に精通していない小学校教員にとって、「英語活動の中で何をすればいい

のか、何ができるのか」が一番の課題であったことが影響していると思われる。英語活動のねらいと

の重なりもある外国語活動において指導を行うとき、どのようなことに視点を置きどのような活動を

設定することが望ましいかを具体的にし、検証することが必要だと考え、次のような主題を設定した。 

 

 

 

 

 

３ 外国語活動の課題 

（１）コミュニケーション能力における方略的能力 

 前述のように、これまでの英語活動の課題と合わせて外国語活動の目標にせまるために必要な手立

てを具体的に示すことが求められている。目標の中心は、コミュニケーション能力の素地を育てるこ

とである。 

研究主題 

コミュニケーション能力の素地を育てる指導 
－子どもの伝えようとする意欲を引き出す活動の工夫－ 

(%)
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外国語の教授法については国内外においてさまざまな考え方があった。1970 年代には

Communicative Language teaching という考え方が出てきた。英国ではよりコミュニカティブ 5)であ

ることが求められ、コミュニケーション能力を培うにはどうすればよいか研究が進められた。機能的

アプローチでは言語構造の知識よりもコミュニケーションを身につけるために、文法的な規則だけを

重視するのではなく、特定の状況で適切に言語を使う術を知っていることが必要とされた(金森 

2003)6)。さらに、コミュニケーション能力には次の 4 つの要素が必要であるとしている 7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １から３の各能力はある程度の基礎知識や社会経験なども必要とし、児童には困難を極める部分が

多々ある。しかし４の方略的能力は、持っている言語能力を 大限に生かし、様々なやりとりを通し

て自分の思いを伝えようとしたり相手を理解しようとしたりする力である。英語の知識がなく、五感

を使った活動を好み、好奇心にあふれる児童の実態を見ると、外国語活動の中で活用しながらはぐく

むことが適切であると考えられている。また、この方略的能力は児童の実生活の中の母語でのコミュ

ニケーションの際にも、つけておきたい力といえるものである。 

 自分が言いたいことを伝えようとしたり、相手の言うことをしっかり聞こうとしたりする態度は、

外国語活動における「コミュニケーション能力の素地」の重要な部分を占めると考える。そこで本研

究では、その態度を育てることについて考えた。活動の中ではその手段として英語を使うが、音声言

語だけでなく表情やジェスチャーなどの方略的能力を使ったり、自分で考えたりする要素を含んだタ

スク活動を通してコミュニケーションの積極的な態度を育てることにした。 

（２）コミュニケーション能力の素地を育てる活動 

 外国語活動の中での楽しさは、児童が「自分が言いたいことや相手に伝えたいことを英語を駆使し

て伝えられること」「授業の中で覚えた言葉を、自信をもって友達や先生に伝えようとすること」、そ

して「みんなと関わることを楽しいと感じること」である。その楽しさを感じるために、ゲームやロ

ール・プレイに必要な言葉として英語にふれるのではなく、児童が英語で「話したい」「伝えたい」と

思う必然性のある活動の場を工夫することが必要である。そこで、前項２の「これまでの英語活動の

取組」で述べた問題点から、具体的に本研究で取り組んでいきたいと考える。 

 まず、「どのようにしたら、児童が外国語活動を通してコミュニケーションの楽しさを感じることが

できるか」ということである。既習の表現をそのまま使うのではなく、ほんのわずかでも自ら選択し

                                                  
5) コミュニカティブ：「通じる」「コミュニケーションを成立させうる」の意。それまでの外国語教育

が「通じない」言語教育だったという批判が含まれている。 
6) 7) 金森 強『小学校の英語教育 指導者に求められる理論と実践』教育出版 2003 

１．Grammatical Competence(文法的能力)： 

言語体系を理解し、文法事項を正しく操り、意思疎通が図れる能力。 

２．Discourse Competence(談話的能力)： 

言語体系の知識として身につけた文法事項を、実際のコミュニケーションの場面で 

状況に応じて適切に使っていくことのできる状況判断力。 

３．Sociolinguistic Competence(社会言語的能力)： 

用いた言葉遣いが社会的にどのような意味をもたらすか感知でき、当事者の発話の 

適切さを判断できる能力。母語でのコミュニケーションにも必要。 

４．Strategic Competence(方略的能力)： 

発話の際、語彙力の不足を補うために使い、言語的、非言語的コミュニケーションを 

用いて相手に意思を伝える能力。あるいはボディ・ランゲージを駆使して状況を克服 

できる能力。Sociolinguistic Competence 同様、母語のコミュニケーションにも必要。 
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たり再構成したりすることを必要とする課題に向き合い、自分の言葉として英語を話し、伝わる喜び

を実感できたときに、児童は達成感を味わうことができるだろう。そして、そのような体験を重ねる

ことでコミュニケーションの楽しさを実感し、「コミュニケーションへの積極的な態度」がはぐくまれ

ると考えた。そのためには、児童が自分で考え発話するようなタスク活動が必要である。 

 タスク活動を設定するにあたり、「どうすれば、児童が活動の中で自信をもって取り組むことができ

るか」が重要な課題になる。そのためには「わかる活動」の展開が必要である。指導計画では、児童

が自信をもって次の活動に進んでいけるような活動の組み方が重要になる。例えば、活動に必要な言

語材料をドリルのように単調に繰り返すだけではなく、ゲーム的な活動で知らず知らずのうちに、耳

にし口にするような活動の工夫が必要になる。そして、次の段階ではその言語材料を含めた表現に触

れさせながら、それを使う必然性のあるゲームやロール・プレイを体験することで十分に慣れ親しま

せる。そうすることで、児童は言葉の意味を十分に理解し、自信をもって声に出せるようになるので

ある。このような活動を踏まえることは、児童がタスク活動に取り組むための大切なステップである。 

また、些細な会話でも生き生きとしたコミュニケーションになるように、児童が会話をつなぐ言葉

として発話できる簡単な表現も取り入れると、いっそう充実した活動になると考えた。 

 

Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の仮説 

仮説１ 子どもの意思を生かし、達成感を味わわせるタスク活動を設定することで、コミ

ュニケーションに対する積極的な態度を育てることができるのではないか。 

仮説２ 子どもが会話をつなぐ言葉に慣れ親しみ、活動の中で自由に使えると、会話は生

き生きと豊かになり、コミュニケーションを楽しむ手がかりになるのではないか。

 

２ 研究の方法 

（１） 単元におけるタスク活動 
 外国語活動において「慣れ親しんだ言葉を使って、ある目標を達成する活動」をタスク活動という

8)。本研究ではタスク活動を、「単元を通して培った力を生かしながら、経験を通してもっている力も

合わせ、考えたり工夫したりして課題を達成する活動」ととらえている。具体的には、それまでに慣

れ親しんできた英語表現だけでなく、「表情やジェスチャーでの表現や言い換えたりゆっくり話したり

するなどの方略的能力」や「どうしたら課題を達成できるか、自分なりに考えたり工夫したりする態

度」を必要とする課題を設定するようにした。 
 タスク活動の具体例として、「買い物をしよう」という活動で考えてみる。いわゆる買い物ごっこの

活動はいろいろな形で行われているが、多くの活動では買い物リストを見ながら、お金をもって店に

買い物に行く活動である。店には店員がいて、“Hello! May I help you?”と尋ねられるので、お客役の

児童は“I want a tomato.”のように買い物リストを見て注文をする。そして、店のメニューには値段が

書いてあるのに“How much is it?”と聞いて代金を支払い、リストに書かれているものを全部買うと活

動が終了するというものである。この活動では、買うものも値段も決められているので、児童は買い

物をするときに使う表現を覚えて、リストに書いてあるものを見て店に買いに行き、お金を払うこと

                                                  
8) 大城 賢・直山木綿子『小学校学習指導要領の解説と展開 外国語活動編』教育出版 2008  
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が活動の課題になる。タスク活動として考えたときに、この活動では児童が考えたり工夫したりする

場面や、「なんとかして伝えたい。」と思うような必然性が見当たらない。では、この買い物ごっこで

はどのようなタスク活動が設定できるだろうか。 
 たとえば児童一人一人に、10 ドルずつお金を渡す。そしてテーマは「とびきりおいしいカレーを作

ろう！」など買い物のめあてになるものを示す。店には、いろいろな種類の肉・野菜・魚介類などが

売られている。児童には 10 ドルの予算内で、「とびきりおいしいカレー」の材料を買うことを伝える。

児童はカレーに入れる具材を考えて、店に買いにいく。ところが、店のメニューには品物の値段が書

かれていない。お客役の児童は、“I want a tomato. How much is it?”と欲しい物を伝え、値段を聞く

必然性が出てくる。このように買い物を続けるが、値段を聞いて買い物をするうちにお金が足りなく

なったり余ったりすることで、買おうと思ったものを変更したり新たに別のものを買ったりする必要

が出てくる。このような活動の中で、児童は買い物に必要な表現を知らないうちに何度も繰り返す。

そして、「自分が一番おいしいカレーを作るぞ。」と意欲をもって、一生懸命に買うものを選ぶだろう。

このように、児童が考えたり工夫したりしながら課題を達成しようと取り組む活動が、本研究で考え

るタスク活動である。タスク活動は、活動を積み重ねた 終時に設定されることが多い。 
単元の 終段階に設定するタスク活動は熟慮し、その活動に必要な言語材料は、児童が様々な活動

を通して繰り返し学習できるような指導計画を作成するようにした。タスク活動の課題が難しすぎて

は「わからない」「できない」とかえって自信を無くすことも考えられる。そこで、児童の意欲を生か

し、活動を通して達成できるような配慮を行い、課題を設定するようにした。 
（２） 会話をつなぎ、自分の言葉として使う表現 

外国語活動の中で児童が会話をつなぐ簡単な表現を使うことができれば、会話はより現実的になり、

言いたいことを伝えたり友達に伝えられたりする楽しさを味わえるだろうと考えた。例えば、活動の

はじめにはコミュニケーションの基本であるあいさつを行う。ALT に“How are you?”と尋ねられて、

“I’m fine, thank you.”だけではなく、自分の今の気分をその状態に合った表情や語感で表現しながら

相手に返すことができたら、それは現実的な会話になり児童は「英語を使って相手と話せた。」と感じ

るだろう。このほかにも簡単な表現として、返事やあいづちなどが考えられる。 

日本語で会話をするときに、Ａさんに「あなたは何のスポーツが好き？」と尋ねられて、Ｂさんが

「サッカーが好き。」と答えて会話が終わることはないだろう。Ａさんは、「へえ、そうなの。」とか「僕

もだよ。」「本当に？」など相手の答えを聞いて自分が感じた何かをひとことでも返すはずである。そ

のひとことを返すことは相手の答えを受け止めたと伝えることになり、相手は自分の言葉が受け止め

られたと感じて、双方向のコミュニケーションが成立する。単元の言語材料に関わらず、このように

あいさつや返事、あいづちのような簡単な表現を活動の中で意識して入れていくだけで、会話は生き

生きとしたものになる。また、児童は自分の言葉として英語を話せたことも実感し、コミュニケーシ

ョンの楽しさを感じられるのではないかと考えた。 

そこで本研究において、表 1 のように児童が日常生活でもよく使う日本語をヒントに、外国語活動

でも頻繁に使ったり耳にしたりすると思われる英語表現を挙げた。その中から、児童が覚えたらすぐ

に使えそうな言葉を選び、短時間で継続して練習できるようにチャンツ 9)を作成した。そして、授業

のはじめにウォーム・アップ・チャンツとして取り組むことにした。 
                                                  
9) チャンツ：一定のリズムに英語のフレーズを乗せて発話する教材であると同時に指導法である。 

リズムに合わせて繰り返し表現を発話する。 
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                  表 1 自分の言葉として会話をつなぐ表現 

 
チャンツに親しみ、活動の中のインタビューやゲームなどに意図的に入れていくことで、会話をつ

なぐ言葉を実際に使うことに慣れ、自分の言葉として自然に使えるようになると考えた。それによっ

て、一見会話のようだが実は「自分が伝えたいことをお互いが一方的に話している」会話ではなく、

自分の問いに相手が答え、それを受けてまた自分が返す、「一往復半」の会話ができるようになると考

えられる。コミュニケーションの楽しさを感じ、英語を話すことに自信をもつことで、「こういうとき

は何て言うのかな。」と積極的に話そうとする姿も期待している。 
（３） 児童の自己評価 
 授業中の活動において児童がどのような成就感や達成感をもち、何を感じたかという児童自身の思

いを見取ることも必要である。そこで、近年自己評価の資料として開発や運用が進んでいる Can-Do
リスト 10)を参考に自己評価の資料を作成した。Can-Do リストは、学校の授業で教えられたことをど

れだけ覚えたかということを評価するための指標ではなく、その言語を使って「何ができるか(can 

do)」ということを 4 技能別(聞く・話す・読む・書く)に評価するための指標であり、明確な到達目標

にもなるものである。本研究では児童自身の自己評価としてだけでなく、児童が活動を振り返り、自

分のめあてをもつための手がかりとして Can-Do リストを取り入れた。小学校で導入の事例がほとん

どないが、長沼(2009)11)は「小学校においても自律学習者を育てるという点において、Can-Do リス

トは効果的である。」と述べている。 

Can-Do リストの作成については、いくつかのポイント 12)がある。 

①リストが児童にとっての「できないリスト」にならないようにすること 

児童がリストを見て、「今の自分はこういうことができる」という自覚をもつことは、自信をもつた

めに必要である。また、「もう少しで、このこともできるようになる」という点にも目が向き、次の課

題も自覚できるようになって欲しいと考えた。そのためにはリストの項目を吟味し、児童へのリスト

の提示の仕方にも配慮をした。 

②自律的学習者を育てるという点から、チェックした内容について自分自身がコメントを書く欄を設

けて、振り返りが行えるようにすること 

                                                  
10) Can-Do リスト：もとは、欧州評議会が 2001 年に開発した、外国語学習・教授・評価のための言語

熟達度指標である Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)と同様のガイド

ラインが、ヨーロッパ各国、アメリカ、オーストラリア、カナダ、中国、韓国他の諸外国及び日本

の一部の高等学校などで作成されたもの 
11) 12) 長沼君主『できるを育てる仕掛けづくり-Can-Do タスクの設計-』 

聖学院大学小学校英語指導者養成講座 2009 年 7 月 18 日 
 

 あいさつ 返事・あいづち 伝えたい気持ち・たずねる言葉 

言

語

材

料 

Hello. Hi. Good morning. 

Nice to meet (see) you.－ Nice to meet (see) you, too.

How are you? －I’m (fine/OK/great/not bad…), 

         thank you. (And you?) 

Bye. See you (later/again). 

Take care. 

Thank you. － You are welcome. 

(I'm) Sorry. 

Here you are. － Thank you. 

OK. Yes. Yeah. 

All right. 

Sure.  

Of course. 

OK? Me? My turn? 

Sorry? 

OK. Yes. 

Really? A ha. 

Let me try. Me too .Nice try! 

Good job! Cool! Good luck! 

Don’t worry. That’s a good idea. 
That's nice. I like that. 

Yummy. Yuck. Just because. Maybe. 

How about you?   

How do you say X (in English)? 

A hint, please. 

Do you want a help? 

Are you ready? (－OK/Yeah/No.) 
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③教師の評価の対象物や感想としてではなく、「自分自身のコミュニケーション能力を伸ばすために

行っている」という自覚をもたせること  

このような点に留意し、検証授業の中で児童の自己評価資料として Can-Do リストの活用を行った。 

 

３ 検証の実際と考察 

 ６回の検証授業を含め単元を通して全てのクラスでウォーム・アップにチャンツを行い、活動の中

でタスク活動の設定を行った。また、Can-Do リストによる児童の自己評価は、４つの授業で行った。 

（１） 授業実践の考察 

 検証授業で設定したタスク活動は、その課題の内容から大きく二つに分けられる。 

 ○主に児童が考えたり選択したりしながら工夫して課題を達成するタスク活動 

 単元名「誕生日カレンダーを作ろう」(英語ノート 2 Lesson3 関連)       検証授業①  
主な学習活動 

時 
本単元のタスク活動(検証授業) 

検証授業の考察 

１ ・ゲームで月の言い方を練習する。 
・ALT の国の祭りや行事について知る。 

２ ・月の名前に慣れ親しむ。 
・誕生月のカレンダー(月名なし)を作る。 

３ ・カレンダーで月当てクイズをする。 
・誕生日の言い方を練習する。 

④ ・カレンダーの月名に使うアルファベットを 
もらう。 

・オリジナルカレンダーを紹介する。 

・誕生月のオリジナルカレンダー完成のために、月名のアルファベットを

ALT や友だちからもらう活動では、綴りを確認して、“Can I have "A”, 
please?”と声をかけて欲しい文字をもらっていた。 
・オリジナルカレンダーを紹介する活動では、自分の誕生日をしっかりと

発表していた。カレンダーで自分が気に入っているところを指しながら”I 
like ～.”と紹介した。聞いている児童も、友だちの紹介に耳を傾けカレン

ダーをよく見て、よいと思うところを“I like ～.”と伝えていた。月名や“I 
like ～.”の言い方は、前時までにいろいろな形で十分に慣れ親しんでいた

ので、どの児童も自信をもって発表する様子が見られた。 
しかし、友達によいところを言ってもらった受け手は、“Thank you.”と

返すか黙っていることが多かった。“Me too.”や“Really? Thank you!”など

返せると、もっと豊かに関わることができそうであった。 
Ａ小６年生(2009 年 7 月 16 日実施) 

前単元ではアルファベットの文字に触れる活動を行っている。それも生かした、誕生月のカレンダー作りを行う活

動である。児童は５年生のときから英語活動に慣れ親しんでいるが、コミュニケーションの意欲を高めるために、

終時のタスク活動では、これまで児童が経験したことがないショー・アンド・テル形式 13)の活動を取り入れた。 
小学校の外国語活動の中でも、児童がある程度の言葉とそれを吟味して使う力を必要とするが、その内容は児童の

実態に合わせて幅広く行うことができるため、適切な活動だと思われる。 
 
単元名「好きなものを紹介しよう」(英語ノート 1 Lesson4 関連)          検証授業② 

主な学習活動 
時 

本単元のタスク活動(検証授業) 
検証授業の考察 

１ ・ばくだんゲームで、スポーツの名前や好きなス

ポーツを尋ねる言い方に慣れる。 
２ ・教科ビンゴを通して、好きな教科の聞き方に慣

れる。 
③ ・好きなスポーツと教科と、もう一つ自分が友だ

ちに聞いてみたいことを尋ねてインタビュー

をする。 
・自己紹介を聞いて、情報を集める。 

４ ・集めた情報をもとに、“Who am I?”クイズを 
する。 

・スポーツや教科の名前には、前時までにゲームなどを通して十分に慣れ

親しんでいた。また、インタビューでの尋ね方や答え方についても前時で

学習しているため、あまりとまどう様子はなかった。本時のタスク活動の

課題は、教科とスポーツの他にもう一つ自分が聞いてみたいことを聞いて

みることだった。人によっていろいろ変えて尋ねる児童もいたが、色や動

物など自分が聞きたいジャンルを一つ選んで尋ね、人それぞれの答えの違

いに関心をもっているようだった。 
・チャンツで“Me too.” “Really?”に取り組みはじめたので、インタビュー

で取り入れるように投げかけると、使おうとする児童も見られた。しかし

まだ、慣れていないので、なかなか自然に声に出すことはできなかった。

Ｂ小５年生(2009 年 9 月 25 日実施)  

自己紹介の情報をもとに、“Who am I ?”クイズを行うことも活動のねらいであった。情報の収集はインタビューで

行い、質問の内容は当初、前時までに活動で扱った好きなスポーツと教科を計画していた。そこで、クイズを作るこ

とを考えて、もう一項目の質問を、自分で考えて尋ねるという課題をタスク活動として設定した。 
                                                  
13) ショー・アンド・テル形式：アメリカの学校などで子どもの思い入れのあるものを持参し、それを

見せながら発表を行う形式を指す。プレゼンテーションとコミュニケーションの第一歩と言えるもの

であり、英語教育の中でもよく取り入れられる。 
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既習の“What ～ do you like？”を使って、動物・食べ物・色など、自分が相手に聞いてみたいことやクイズを作る

ときにその人の特徴が伝わりやすいと思うことなどを、児童が自由に考えて質問できるようにした。聞きたいジャン

ルの英語の言い方がわからないときは ALT に尋ねながら、インタビューを行った。答える方も、相手が考えた質問に

答えるために考え、英語での言い方がわからないときはジェスチャーで示したり知っている単語を使ったりするなど

の方略的能力を必要とする場面があったが、やりとりを楽しんでインタビューを行っていた。 

  

 単元名「行ってみたい国を紹介しよう」(英語ノート 2 Lesson6 関連)        検証授業③ 

主な学習活動 
時 

本単元のタスク活動(検証授業) 
検証授業の考察 

１ ・いろいろな国の名前とその国の建物や食べ物、

文化について知る。 
・国名カルタをする。 

２ ・行きたい場所の尋ね方や答え方を知る。 
・友だちや先生に、行きたい場所をインタビュー

する。 
３ ・行ってみたい国の尋ね方や答え方を知る。 

・行ってみたい国をインタビューして、クラスの

ランキングを予想する。 
④ ・自分が行ってみたい国について、スリーヒント

クイズを考えて、クイズ大会をする。 

・英語には自信がない児童だが、ウォーム・アップ・チャンツでは、回を

追うごとに声が出てくるようになった。体でリズムを取る子もいる。本時

のクイズ大会では“Let me try!”と友達に手を挙げる児童が見られた。 
・本時では、行きたい理由をもとにヒントを考え自分が行ってみたい国に

ついてのクイズを作ることがタスク活動である。難しすぎず、簡単すぎな

いように、ヒントを考えて、友だちに伝える課題である。総合的な学習の

時間や社会などで学習した国を中心に取り上げたので、行ってみたい理由

にも児童の学びが生かされている。また、３つのヒントでも当たらなけれ

ば、もう一つ自分で考えたヒントを出すことにした。４つ目のヒントは行

きたい理由でなくても、国旗の色や国名のアルファベットの頭文字など自

由に考えられるようにした。 
・クイズ大会では、自分が考えたヒントを一生懸命に伝え、答える方も注

意深く相手のヒントを聞く様子が見られた。緊張していたが、やり終えた

達成感から「また、やってみたい。」という声が聞かれた。 
Ｃ小６年生(2009 年 12 月 8 日実施) 

 「私が行ってみたい国は、○○です。」を表す“I want to go to ○○.”は、英語に慣れていない児童にとって、とても

難しい表現であった。 
第 1 時では、後半にスリーヒントクイズを作ることを意識して、いろいろな国の名前を紹介するにあたり、児童に

わかりそうなその国の文化をクイズにしながら学習をした。総合的な学習の時間で世界の国について学んでいること

から、世界遺産や食べ物など有名なものを中心にヒントを準備した。 
第 2 時では、“I want to go to ○○.”の練習も兼ねて、“Where do you want to go?”と尋ねる表現も知らせ、「みんな

が今一番行きたいところインタビュー」を行った。児童は、ディズニーランドや原宿、水族館など思い思いの場所を

伝え合った。このインタビューでは、あいづちを入れて会話することにも挑戦した。 
第 3 時では、前時に予告をして自分が行ってみたい国を紹介し合うインタビューを行った。“Where do you want to 

go?”や“I want to go to ○○.”の表現に、はじめは少し戸惑ったが前時を思い出したり教えてもらったりしながらイン

タビューをしていた。クラスで行きたい国のランキングを予想するという課題もあり、自分がインタビューした結果

から真剣に予想する姿が見られた。また、会話の中のあいづちも前時はほとんど“Me too.”と言う児童が多かったが、

本時では相手の答えを聞いて考えてから“I see.” “Really?”などと自分の思うことを表現していた。 
第 4 時では、学習をもとにしたり新たに調べたりしながら、自分が行ってみたい国のヒントを用意してグループ対

抗のスリーヒントクイズを行った。 
 

 単元名「コーディネートを考えよう」(英語ノート 1 Lesson5 関連)          検証授業④ 
主な学習活動 

時 
本単元のタスク活動(検証授業) 

検証授業の考察 

１ ・色や普段着の言い方を練習する。 
・外国の衣装について知る。 

２ ・自分の好みの服装を決めて、お店で必要なもの

をもらう。 

③ ・自分が選んだ服を見せて、色やデザインなど自

分の好みを伝える。 
・グループ内でのベストコーディネーションを 

決める。 

・ウォーム・アップ・チャンツではリズムを取りながら笑顔で声に出す児

童が増えてきた。４拍子は英語が言いやすいリズムのように見える。担任

や ALT との掛け合いで進むことにも、おもしろさを感じているようだ。 
・前時のコーディネーションのための買い物で、好きな服装を探して一生

懸命にお店を探し回っていた。本時では、それらに模様や色を加えてでき

たコーディネーションに、自信をもっている様子だった。 
・児童にとっては初めてのショー・アンド・テルである。自分が選んだ服

を紹介することで、「自分はこれが好き」「ここがいい」ということを表現

するとともに、友だちのコーディネーションについて感じたことを伝える

ことがタスク活動になっている。グループ内での発表では真剣に自分のコ

ーディネーションを紹介していた。聞いている児童は紹介を聞き、よく見

て、自分の感想を伝えていた。活動を終えた児童は、紹介できたことに自

信をもち、友達の紹介を聞くことも楽しんでいるようだった。グループの

ベストコーディネーションに選ばれたある児童は、恥ずかしそうにしなが

らも一生懸命にクラスのみんなに紹介し、みんなもじっと耳を傾けていた。

Ｂ小５年生(2009年 12月 15日実施)  
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 ○児童がなんとかして伝えようとするために、言語能力だけでなく、方略的能力も必要とするよう

な課題を達成するタスク活動 
 

単元名「Yes, I can!」(英語ノート 2 Lesson4 関連)                検証授業⑤ 
主な学習活動 

時 
本単元のタスク活動(検証授業) 

検証授業の考察 

１ ・ヒントを聞いて、動物を考える。 
・できる、できないの表現を知る。 

２ ・できる、できないクイズをする。 
・誰かになりきり、できるできないクイズをする。

・アレンジしたチャンツを紹介する。 
③ ・アレンジしたチャンツを歌う。 

・あいづちを入れながら、できることを 
インタビューする。 

４ ・アレンジしたチャンツを歌う。 
・自分のプチ自慢を紹介する。 
・“Who am I?”クイズをする。 

・ウォーム・アップ・チャンツでは、リズムに乗って楽しそうに声を出し

て歌っていた。担任や友だちの日本語の話にも“Really?”と反応するほど、

あいづちには慣れ親しんでいる。チャンツによる英語のイントネーション

に合わせた言い回しは、歌よりも表現しやすいように思われる。 
・本時では、インタビューであいづちを入れながら会話することをタスク

活動として設定している。担任と ALT のデモンストレーションを見て、あ

いづちが入ると、「楽しい」「相手のことを聞いている感じ」「気持ちよく話

せる」「親しくなれそう」など、その良さを感じている発言が相次いだ。 
・インタビューでは、あいづちを入れながら活動する様子が見られたが、

他にも相手の顔をのぞき込んで尋ねたりうなずきながら答えを聞いたりす

る姿が見られ、相手の答えに関心をもってコミュニケーションを取ろうと

していることがわかった。 

Ａ小６年生(2009年 10月 23日実施) 

 

単元名「将来つきたい職業は？」(英語ノート 2 Lesson9 関連)           検証授業⑥ 

主な学習活動 
時 

本単元のタスク活動(検証授業) 
検証授業の考察 

１ ・職業の言い方を知る。 
・職業当てクイズをする。 

２ ・つきたい職業の言い方を知る。 
・“When I grow up”チャンツを歌う。 

３ ・“When I grow up”チャンツを歌う。 
・外国や東京の小学生のつきたい職業ランキング

を予想して、ヒントをもとに当てる。 

④ ・将来つきたい職業について友だちにインタ 
ビューしたり、ALT の質問に答えたりする。

・どう言っていいかわからないときには 
ALT に尋ねてみる。 

・卒業文集で将来の夢について考える時期に合わせて、この単元を行った。

自分の将来の夢ということで、「自分のことを話す」という強い思いが感じ

られた。 
・本時では、自分の将来の夢について ALT と１対１で話すことをタスク活

動に設定した。夢だけでなく、その理由についても“I like ～.”や”I want 
～.”など、これまで学習した表現を使いながら話すようにした。 
・つきたい職業は多彩なので、英語の言い方がわからないときは、“How do 
you say 歯科医(in English)?”のように ALT に聞くことも課題になった。

・ALT とのインタビューで、質問に英語でどう答えたらいいかわからず悩

む様子も見られたが、一生懸命にジェスチャーで示す・知っている単語を

並べる・ALT の問いかけに“Yes!” “No!”で答える、などしながら、伝えよ

うとする様子が見られた。うまく伝えられないからとあきらめる児童は全

くおらず、積極的な姿勢がうかがえた。 
                                 Ａ小６年生(2009 年 11 月 24 日実施) 
 

 

 

（２） ウォーム・アップ・チャンツの実践 
あいづちや聞き返しなど、児童が簡単に使えて実際の会話にも役立つ簡単な表現をチャンツにして、 

ウォーミング・アップの活動として毎時間のはじめに行った。図４のように返事やあいづちなど簡単

な言葉を４拍子のリズムに乗せて、英語のイントネーションに気をつけながら教師と児童が掛け合い

のように交互に言っていく。はじめは、担任と ALT のデモンストレーションなどの音声から言葉を聞

き取り、その言葉を使う場面を表した絵カードを見て言葉の意味を理解し、楽しく練習できるように

した。取り組み始めた頃は、リズムに乗せて発話することにとまどう様子が見られたが、回を重ねる

たびに聞き取りや発話に慣れて、リズムを取り確かめながら声に出す児童の様子が見られるようにな

った。 
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図４ ウォーム・アップ・チャンツの例 

“Let me try!”は、活動のデモンストレーションや代表をやりたいときなどに、児童が手を挙げる意

思表示の「はい！」にあたる。チャンツで練習すると、すぐにその後の活動での“Any volunteers?”
という教師の問いかけに、何も言わなくても“Let me try!”とその言葉を使って、元気に手を挙げる児

童の姿が見られるようになった。 
 “Me too.”は、はじめのあいさつで友達と今日の気分について話すときに、相手が話す「気分」を

聞いて自分も同じだったら“Me too.”とあいづちを打つことができた。インタビュー活動では、相手の

答えに対して「自分も同じだ。」というときに“Me too.”と、うなずいたりジェスチャーも入れたりし

て声に出している児童がいた。また、同様の活動で“Really?”は文字通りの「本当に？」だけでなく、

「信じられない！」「ええっ？」のように語調や表情も含めて表現する児童も見られた。そして、相手

の答えに対しての“I see.”は、特別に何か感じることがなくても「ふうん。」「そうなんだ。」と相手の

言葉を受け止めたことを表現する言葉として使っていた。 
相手の答えに対して何かの言葉を返すことは、相手意識をもったコミュニケーションの姿である。

しかし、これらのいずれの言葉もチャンツから自然に自分の言葉として活動の中で使うにはなかなか

至らなかった。検証授業では、教師のデモンストレーションを見て、あいづちが入ることで会話が生

き生きとするという価値に児童は気づき、認識したが、活動の会話の中で自主的に使う様子はなかな

か見られなかった。チャンツを通して継続して練習し、さらに活動の中で意図的にそれを使う場面を

・I see.・ 
  ×     ×      ×      × 
A : What do you have?     What do you have? 
B : I  have a dog.      I  have a  dog. 
A : (Oh,)  I   see.      You have  a dog. 
B : What do you have?     What do you have? 
A : I  have a  hamster.    I have a   hamster.
B: (Oh,)   I   see.    You have a  hamster.

・Well …( Let me see…)・ 
  ×    ×    ×    × 
A : What vegetables    do you    like?  
B : Well        …   

I like    cucumbers. 
A : What animals      do you    like?  
B : Well        … 

 I like     pandas. 
 ・Me too.・ 

   ×     ×      ×     × 
A :  I like    ice cream. I like   ice cream.  
B :  Me too.  Me too.    I like    ice cream. 
A :  I like    dodge ball.  I like    dodge ball.
B :  Me too.  Me too.     I like    dodge ball.

・Let me try！・ 
  ×         ×       ×       × 
A :  Any      volunteers?      Any      volunteers? 
B :  Let me        try！        Let me        try！ 
A :  Who knows the answer?   Who knows the answer? 
B :  I know!        I know!      I know the    answer！

・Really?／No way.・ 
  ×     ×    ×    × 
A : I don’t     have my eraser. 
B : Oh,     no.       Really?   Really? 
A : I lost       your new  ball. 
B : Oh,     no.       Really?   Really?  
A : I met      “Ichiro”    just now. 
B : Oh, Really? You met “Ichiro”?  
A : I hit     three run  homerun！ 
  I got        perfect    points! 
B : Oh,    no！    No way!  
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仕組み、教師が取り上げて使うことがはじめはとても重要である。たとえばインタビュー活動で、「相

手の答えを聞いたら、あいづちを返してみよう」という課題を与えた。“Me too.” “Really?” “I see.”の
３通りから選ぶあいづちは、チャンツの言葉から実際の自分の言葉としての表現になる場であった。

それまでは質問と答えの往復だったインタビューも、あいづちが入ることで相手を意識した会話にな

っていた。児童は、活動の後に「前よりも英語で話せるようになった気がする」「みんなが英語を話し

ていた」と英語を使ってコミュニケーションを取ることができたという自信を感じたり、「もっといろ

いろなことを話してみたい」という感想をもったりしていた。 
（３） Can-Do リストによる振り返り 

 児童には振り返りの意図を説明し、Can-Do リストを実施した。リストの項目では「あいさつ」や

「ウォーム・アップ・チャンツ」、「ALT の話を聞くこと」については毎時間の共通項目とし、あとは

本時の活動でねらっていたことについて項目としてあげた。 

 各項目について自己評価を行う４つの選択肢は、児童の活動の程度を表すものだが、「どれが良くて、

どれがだめだ」ということを示すものではない。「自分は今、（この項目について）この程度のことが

できる。」という視点での振り返りだが、しっかりとできていたように思われる。「ゆっくりならば…」

や「なんとなく…」の選択項目についてチェックしている児童も、自分ができたりわかったりしてい

ることが何かということに視点をおいているので、記述欄には「一番 初よりは言っていることが理

解できていると思う」「今度は友達に聞かないで言えるようにしたい」など、自分の中での進歩やめあ

てについて記述することができていた。 

本来 Can-Do リストは、「継続的な観察からその変容を見るものではない」とされているが、児童の

自己評価を追っていくと、あいさつやチャンツについての関心が高かった。多くの児童は、時間を重

ねると選択肢のポイントが増えていった。また、「英語はわからない」と記述欄に書き続けていた児童

は、ある時間に「積極的にやれば楽しくなることがわかった」と書いてから、活動の様子に積極性が

見られるようになった。活動について自己評価することにより、自分自身の今の状態を児童が客観的

に確認し、これからのめあてを見つけようとする方法として有効であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 授業で実施した Can-Do リスト 
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一 

時 

間 

の 

授 

業 

の 

流 

れ 

単元 1／４時 

・言語材料の中の

単語を扱う。 

【簡単なゲーム】 

単元 2／４時 

・言語材料の 

会話文を扱う。

【会話を必要と

するゲーム】 

Can-Do リストによる自己評価 

 活動を通して、自分ができることを確認し自らの気付きを継続して記録する。 

単元３／４時 

・次時のタスク 

活動の前段階。

【必要な言語材

料を使った活動、

準備の作業など】

単元４／４時 

・本時までの活動を

踏まえ、児童の発

想を生かす。 

【タスク活動の 

設定】 

次の単元へ 

 

活動の中でも使っていく 

ウォーム･アップ 

 会話をつなぎ、自分の言葉として話せる言葉に慣れ親しむチャンツを行う。 

 研究の方法について、次の図６のように授業の中で組み立て、それぞれに関連性をもたせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 検証授業における授業の組み立て方 

Ⅲ 研究のまとめ  

１ 仮説の検証 

仮説１について、児童の意思を生かしたり達成感を味わわせたりできるタスク活動を設定すること

は、児童のコミュニケーションに対する積極的な態度を育てるために重要であることを検証すること

ができた。児童の意思を生かすタスク活動には、児童がどうすればよいかを考えたり選択したりする

場がある。言語材料や活動がすべて設定され、自分の発想や考えの余地がなく、決められたことを繰

り返し話す活動では発話の必然性が感じられず、「なんとかして伝えたい」というコミュニケーション

の態度を育てる活動にはならない。どのようにして伝えるかを考え、何を選択するか迷う中で、言語

材料はゲームやロール・プレイで使うための決められたものではなく、自分の意思を伝えるための手

段として使う必然性のあるものになるのである。 

たとえばインタビュー活動で、３つの質問の中で２つは既習の内容を尋ねるが、残りの１つは児童

が自分で考えて尋ねるという課題があった。児童はインタビューで「何を聞こうか」と考える。その

質問が「友達にこのことを聞いてみたい」という思いから決められることで、インタビューは活動の

中の練習ではなく、現実の会話としてのインタビューになる。また、検証授業「好きなものを紹介し

よう」や「Yes, I can!」などのように、インタビューの答えをヒントにクイズを作るという目的があ

れば、ヒントから友達の人柄や特徴が示せるように「どんな質問をしたら、楽しいクイズのヒントを

作ることができるか」と質問について目的をもって考えることができる。相手に関心をもって考える

質問には児童の思いがあることで、シミュレーションのようなコミュニケーションが、現実のコミュ

ニケーションとなることがわかる。 

また、検証授業「誕生日カレンダーを作ろう」「コーディネートを考えよう」のようにショー・アン

ド・テル形式の活動では、自分の作品を友達に紹介するという目的をもって、児童は主体的に発表活

(活動内容の例) 
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動を行うとともに友達の発表にも関心をもって聞く様子が見られた。自分の思いや工夫が込められて

いる作品だからこそ、英語を使って「なんとか伝えたい」と思い、ジェスチャーを入れながらゆっく

り話したり、わからない言葉は友達や ALT に尋ねたりしながら課題を達成するために活動できたので

ある。つまり「自分のことをなんとか人に伝えようとする」という、現実的なコミュニケーションを

体験することができた。活動のあとに児童は、「緊張したけれども、楽しかった。」「なんとか発表でき

てよかった。」と達成感や成就感を味わっている。もちろん、前時までの活動の積み重ねがあってでき

る活動であるといえる。「行ってみたい国を紹介しよう」では、総合的な学習をはじめ他教科などでも

学習してきた世界の国々を取り上げ、「自分が行ってみたいと思う国を理由も入れて紹介する」ことを

目標とした活動であった。他教科での学びを、英語に置き換えて友達に伝えることは大きなチャレン

ジだったが、必要な活動を積み重ねることで 終時には自分の行きたい理由も含めてクイズとして紹

介することができた。実際に児童の感想では、「はじめは難しいと思ったけれど、やってみると楽しか

った。」「いろいろな国のことがわかった。」などと述べている。 

仮説２については、会話をつなぐ簡単な英語表現に慣れ親しみ、それを使えるようになると、英語

を通したコミュニケーションの活動を楽しむきっかけになることがわかった。返事やあいづちなどに

親しむためのチャンツを継続して取り入れることで、それまではほとんど使うことがなかった言葉が、

少しずつ口に出せるようになってきた。 

たとえば、児童が教師に指名してほしいときに、これまでは「はい！はい！」と言っていた言葉が“Let 
me try!”に変わるだけで英語で活動するという雰囲気になったり、自分で英語を使って活動している

という自信になったりしていた。また、「ふうん。」「うん。」など友達や ALT とのやりとり、インタビ

ュー活動などで何気なく使っているあいづちも、“Me too.”や“Really”などと表現するだけで、それま

では相手の答えに返事などしなかったが、「相手の言葉を聞いて、それに対して自分が感じたことを表

現して返す」というコミュニケーションの意識をもってあいづちを返していたことは意味のある成果

であった。Can-Do リストの振り返りの中でも、「リズムに合わせて英語を言うのは楽しい。」「だんだ

ん英語が話せるようになってきた気がする。」「“I see.”など言うことができてよかった。」などと、児

童が自分で英語を使えたことに、自信や満足感を感じている様子がうかがえた。 

 
２ まとめ 

（１）単元におけるタスク活動の役割 

 仮説に基づいて検証授業を行う中で、児童が主体的に活動できるようなタスク活動の設定が、コミ

ュニケーションに対する積極性を育てる上で重要な役割を果たすことがわかった。また、タスク活動

に至るまでの活動も、計画的に行い、児童がある程度の自信をもって取り組むことができるように配

慮することも合わせて大切なことが確認できた。 
 タスク活動の内容についてはいろいろなことが考えられるが、共通していることは、児童の選択の

幅を広げたり思いを生かしたりして活動できる部分をつくりながら、児童自身がなんとかして乗り越

えられる程度の課題を設定するということである。そのためには、それまでの活動や支援も合わせて

重要になるだろう。タスク活動の課題を達成することで、児童は「楽しかった」という満足感を味わ

うことができた。それは、ゲームやロール・プレイなどの活動の楽しさではなく、英語を通して人と

関わりながら活動することで課題を達成した楽しさだった。そしてそれは、自分が英語を使ってなん

とか人に伝えることができるという自信がもてた楽しさでもあった。だからこそ、「また英語を使って

何かを発表してみたい」「次はもっとちゃんといえるようにがんばりたい」というめあてがでてくるの
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だろう。検証授業ではわずかな時間でしか体験することはできなかったが、このような体験を積み重

ねていくことで、コミュニケーションに対する関心は高まり、自信をもって活動に参加できるように

なると考える。 
 指導者の立場としては、単元のタスク活動を設定することで、それまでの授業では何をめざして取

り組ませればよいかが明確になり、指導や支援を考えやすかったという点が挙げられる。「 終時のタ

スク活動でこういうことができるようにしたい」ということが具体的になると、児童の実態と合わせ

てどんな活動を行うことが必要かを考えやすくなるということである。また、必要に応じて児童にも

その活動のゴールをあらかじめ知らせることで、目的をもって取り組めるだろう。 
（２）自分で会話をつなぐ英語表現によるコミュニケーションの体験 

 返事やあいづちなど児童が会話をつなぐ簡単な言葉を、チャンツなどで工夫して活動の中で取り入

れたことは、英語を通したコミュニケーションを楽しむきっかけになることがわかった。英語表現を

習得し活用するためには、ある程度のスキルも必要である。しかし、単調な繰り返しの発音練習では

なく、リズムに乗ってジェスチャーを入れながらのウォーム・アップ・チャンツは、授業を外国語活

動の時間へ切り替える雰囲気づくりにもなり、楽しみながら繰り返し発音することができた。また、

それらの言葉は活動の中でもすぐに自分の言葉として使うことができた。これまでのインタビューで

は質問に対する相手の答えをただ聞いていたが、その答えを聞いてまた何かを返すことで、「相手の答

えをしっかり聞き自分が感じた思いをあいづちで返す」という、相手意識をもったコミュニケーショ

ンを体験できた。つまり、「質問をする」「相手が答える」という一往復の会話が、あいづちが入るこ

とで一往復半になる。相手の言葉に関心をもち、それを受け止めて返すあいづちは、簡単な言葉だが

相手を意識する大切なコミュニケーションのための表現であるといえる。 
 研究の成果として、英語ノートを基本とした単元におけるタスク活動の例とチャンツなどのウォー

ム・アップの活動例をまとめた「英語ノート 活動のポイント」を、資料としてまとめた。 
 
３ 今後の課題 
 コミュニケーション能力の素地を育てるために、児童が関心をもってコミュニケーションの楽しさ

を体験できるように、その活動の工夫について研究をすすめてきた。仮説から検証授業を経て、今後

の課題としてつぎのようなことを考えていきたい。 
（１）タスク活動の設定のついて 

  一つの単元の中でどのような課題をタスク活動として設定するかは、 終的には児童の実態を考慮

して考えなくてはならない。特に活動の中で発話の必然性がある場面をどのように設定するかは、重

要である。また容易な課題は児童が興味や関心をもって活動に取り組めず、難しい課題は達成できず

に自信をなくし、「英語は難しい」「つまらない」という挫折感だけを与える。使用する言語や行動な

ど、全てが決められた中で決まった表現を繰り返す活動ではなく、「情報の一部が不明で、その足りな

い部分を児童が考え想像し、既習の言語材料を使いながら探る活動」であったり、「児童が『こうした

い』という思いをもち、それを生かしたり実現させたりする活動」を考える必要がある。このような

課題を、「２時間から 3 時間の活動を経てなんとかして達成できるもの」と考えると、情報の不完全

さや児童の思いを生かせる程度は、児童の実態に照らして考えることが大きな目安になる。 
（２）会話をつなぐ言葉について 

  児童版クラスルーム・イングリッシュのように、研究の中で取り上げた返事やあいづちのような言

葉は他にもある。日常的なやりとりでよく使う言葉を取り上げ、授業のはじめにウォーム・アップと
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して取り組み、児童が自由に使える表現が増えると良い。しかし、その言葉を覚えることが児童の負

担にならないよう配慮することが必要である。 
（３）活動内容の継続について 

 新しい学習指導要領における外国語活動の年間時数は 35 時間で、週当たり 1 時間の割合になる。

１単元４時間の活動を積み上げていくときに、週１時間で活動の学びを持続させることは難しい。 
そこで、たとえば授業のはじめに、前時の活動に関わる簡単なゲームやクイズを入れるなどの工夫が

必要になるだろう。小学校では担任が指導者であるから、日常の活動の中(例えば朝の会のプログラム

など)に前時の学習内容を工夫して組み入れ、継続して取り組むことが効果的であると考えられる。 
平成 23 年度の全面実施に向けて、授業の中で扱う素材の吟味や指導・支援に関わる部分、そして

日々のコミュニケーション能力の育成と相まって、外国語活動における担任の役割は重要である。活

動のねらいを明確に定め、児童の思いが生かせる活動の工夫を考えたい。 
 
 
 後に、研究を進めるに当たり、ご指導、ご助言をいただきました講師の先生、また、ご支援いた

だきました校長先生をはじめ学校教職員の皆様に、心より感謝し厚く御礼申しあげます。 
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