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小学校外国語活動の指導の工夫 

－視聴覚教材の活用を通して－ 

 

教 科 研 究 室 水 田   寿  学習方法研究室 谷 村 邦 昭 

教育相談研究室 渡 邊 恵 理 

【要  約】 

外国語活動において、児童の体験的な理解を助け、コミュニケーション能力の素地を養うために、児童の身近な

暮らしにかかわる場面に関する視聴覚教材を作成した。そして、それを活用して、外国語に慣れ親しむ活動や友達

とのコミュニケーション活動を実施したところ、児童の体験的な理解を助け、積極的に英語を使ってコミュニケー

ションを図ろうとする姿勢を育てることにつながった。 

【キーワード】 外国語活動 コミュニケーション能力の素地 ティーム・ティーチング 視聴覚教材 動物  

 

１ 研究の目的 

昨年３月に小学校の新学習指導要領が告示され、平成

23年度からすべての小学校で週１時間、第５・６学年に

おける外国語活動が実施されることになった。その目標

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」であり、体験的な理解が一つの柱となっている。 

児童の体験的な理解を助けるためには、視聴覚教材の

活用が有効であると思われる。児童の身近な暮らしにか

かわる場面に関する視聴覚教材を作成し、それを活用し

て外国語に慣れ親しむ活動や、友達とのコミュニケーシ

ョン活動を行うことが、コミュニケーション能力の素地

を養うことにつながるのではないかと考えた。 

そこで、視聴覚教材の作成とその活用を通して、外国

語活動の指導の工夫について検討することにした。 

２ 研究の内容 

⑴ 学習指導要領改訂の趣旨 

今回の改訂は、次の３点を基本的なねらいとして行わ

れた。 

① 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏

まえ「生きる力」を育成すること 

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の

育成のバランスを重視すること 

 ③ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心と健

やかな体を育成すること 

 ⑵ 小学校外国語活動導入の経緯 

 小学校外国語活動が導入される経緯について簡単に見

ておきたい。 

1986年、臨時教育審議会答申において、英語教育の開

始時期についても検討を進めるとされた。 

1996年、中央教育審議会第一次答申において、国際理

解教育の一環として「総合的な学習の時間」を活用し、

子どもたちに外国語、例えば英会話等に触れる機会や、

外国の生活・文化などに慣れ親しむ機会を持たせること

ができるようにすることが適当であるとされた。 

1998年、小学校の学習指導要領が改訂され、「総合的

な学習の時間」が設けられた。そして、その配慮事項と

して、「国際理解に関する学習の一環としての外国語会

話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語

に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりす

るなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われる

ようにすること」と規定された。 

2001年、文部科学省は「小学校英語活動実践の手引」

を作成した。 

2002年、小学校学習指導要領が本格実施され、「総合

的な学習の時間」において、国際理解の一環としての外

国語会話等が完全実施された。 

2006年、中央教育審議会外国語専門部会は、小学校に

おける英語教育を充実するための具体的な方策について

「小学校における英語教育について（外国語専門部会に

おける審議の状況）（案）」を取りまとめた。 

2008年、中央教育審議会は、「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善について（答申）」を取りまとめ、それを受けて文

部科学省は、新学習指導要領を告示し、平成23年度か

らすべての小学校で週１時間、第５・６学年における

外国語活動が実施されることになった。移行措置とし

て、第５・６学年における外国語活動は、各学校の裁

量により授業時数を定めて実施することが可能となっ

た。各学校で週１コマまでは、総合的な学習の時間の

授業時数を充てることが可能である。 

⑶ 小学校外国語活動の目標及び内容等 

ア 教育課程上の位置付け 

外国語活動として、第５学年及び第６学年において、
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それぞれ年間35単位時間の授業時数を確保し、英語を

取り扱うことを原則とした。 

イ 目標の要点 

外国語活動の目標をコミュニケーション能力の素地

を養うこととし、中学校との連携を図った。また、外

国語を用いて、積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度の育成に重点を置いた。外国語活動の目標

については、学年ごとに示すのではなく、より弾力的

な指導ができるよう、２学年間を通した目標とした。 

ウ 内容の要点 

外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図る

ための内容と、日本と外国の言語や文化について、体

験的に理解を深めるための内容との二つとした。また、

目標にある「外国語の音声や基本的な表現に慣れ親し

ませ」ることは、日本と外国の言語や文化について、

体験的に理解を深めさせる内容の中に含めた。 

エ 「指導計画の作成と内容の取扱い」の要点 

指導計画の作成に当たっては、次のような配慮事項

が上げられている。 

○ 学年ごとの目標については、各学校において児

童や地域の実態に応じて、適切に定めること 

○ 言語や文化については体験的な理解を図ること

とし、指導内容が必要以上に細部にわたったり、

形式的になったりしないようにすること 

○ 音声を取り扱う場合には、ＣＤ、ＤＶＤなどの

視聴覚教材を積極的に活用すること 

内容の取扱いについては、次のような配慮事項が上

げられている。 

○ 外国語でのコミュニケーションを体験させる際

には、児童にとって身近なコミュニケーションの

場面を設定すること 

○ 言葉によらないコミュニケーションの手段もコ

ミュニケーションを支えるものであることを踏ま

え、ジェスチャーなどを取り上げ、その役割を指

導すること 

⑷ 実態調査 

今年度当教育センターの10年教職経験者研修講座及

び英語活動研修講座を受講した小学校教諭92名を対象

に、昨年度の英語活動実施状況について実態調査を行

った。昨年度英語活動を行った80名のうち、約半数が

月１時間程度実施しており、週１時間程度実施したの

は９名であった。また、学校の年間計画に沿って実施

したと答えたのは48.7%と半数にも満たなかった。活動

内容もＡＬＴに任せたと答えたのは40名中23名であった。

これらの結果から、現状では英語活動の実施状況も教

師の意識にも、学校間や教師間で温度差があることが

うかがえる。今後年間35時間の外国語活動を行うため

の年間指導計画等の作成など、学校全体での準備が必

要である。 

英語活動の実施形態については、80名中67名がＡＬＴ

が主となるＡＬＴとのＴＴで実施しており、自分が主

となるＡＬＴとのＴＴで実施したのは12名、自分一人

で実施したのは22名であった。（複数回答） 

初任者も含め、156名を対象に外国語活動に対する意

識調査を実施した。外国語活動に不安であると答えた

のは約51％であった。その理由として、約79％が、自分

自身が英語が苦手だからと答えた。コミュニケーショ

ン能力の素地を養う外国語活動を目指して、教師は児

童と共に学ぶ姿勢を忘れずに、学習者としてのよきモ

デルとなることが求められる。 

外国語活動が導入されるに当たって教師が望むこと

の一番は、教材の提供・作成であった。次いで教師の

外国語活動実施のための研修、教師の英語力向上のた

めの研修、年間指導計画等の例示・作成・見直しが、

いずれも高い数値を示していた。研修内容については、

教材の作成・開発の仕方を選んだ者が最も多く、次い

で、英語力向上、授業実践報告、英語ノート等の教材

の使い方と続いた。この結果から、即実践に結び付く

内容を求めていることが分かる。そこで本研究では、

教材の作成という視点から、視聴覚教材の活用につい

て研究することにした。 

⑸ 視聴覚教材の作成 

児童が外国語に興味を持って取り組むためには、外国

語活動が楽しい、学ぶことが楽しい、やってみたいとい

う気持ちを持たせるような学習内容や教材を考えること

が大切である。 

児童にとって、動物というテーマは大変興味があるも

のの一つであり、外国語活動においても動物の名前はよ

く取り上げられている。しかし、名前だけでなく、動物

の動き、大きさ、色など、それぞれの動物の特徴を表現

することができれば、児童の興味・関心を更に高めるこ

とができるのではないかと考えた。 

そこで、児童にとって身近な生活場面としてとべ動物

園を取り上げ、とべ動物園にいる動物たちの動き、大き

さ、色等の特徴が視覚的に分かような視聴覚教材を作成

することにした。 

ア 動画教材 

(ア) 動物園見学 

とべ動物園に行き、動物の動き、色、大きさ等の特徴

が分かるようにビデオ撮影をし、それを編集して教材を
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作成した。ＡＬＴにガイド役になってもらい、動物園を

見学する場面で使用した。 

(イ) ゲーム「Who am I?」 

ヒントを順に三つ出し、動物名を当てるゲームを行っ

た。音声だけでも実施することはできるが、ＡＬＴの英

語を理解する助けになるような動画を作成した。デジタ

ルカメラで動物の静止画を撮り、それにモザイク処理を

施し、徐々に動物の姿が見えるような動画を作成した。 

イ カード教材 

デジタルカメラで動物を撮影し、カード教材を作成し

た。それを授業中に黒板にはり、ＡＬＴのガイドの後、

発音練習をするために使用した。 

ウ プレゼンテーションソフトの活用 

プレゼンテーションソフトを活用して、ゲーム「Who 

am I?」で使用したり、カード教材の代わりに使用した

りできる教材を作成した。 

⑹ 単元指導計画の作成 

「動物園へ行こう」という３時間構成の単元を考え、

図１のような単元指導計画を作成した。 

 

図１ 単元指導計画 

⑺ 学習指導案の作成 

 

図２ 学習指導案（一部抜粋） 

作成した視聴覚教材を使用するに当たり、単元全体か

ら見て、導入に当たる第１時間目がふさわしいと考え、

図２のような学習指導案を作成した。本時のねらいは、

「動物園見学のガイドの表現をよく聞き、動物の様々な

特徴を英語で紹介することに興味を持つ」とした。 

⑻ 授業実践と考察 

研究員の協力を得て、図２の学習指導案に基づいて、

授業を実施した。 

ア 導入 

導入では、「Old MacDonald Had a Farm」の歌と、チ

ャンツ「What animal do you like?」を実施した。本単

元では動物を扱うため、歌でも動物に関するものを選ん

だ。この歌は、動物の鳴き声が紹介されており、日本語

と英語の動物の鳴き声の違いを知ることができるもので

ある。チャンツは、今までに習った動物の名前を確認す

るために行った。 

イ 展開 

(ア) 動物園見学 

動物園見学では、ＡＬＴにガイド役になってもらい、

作詞した動物園見学の動画を見ながら、動物園を案内し

てもらう場面を設定した。動画に合わせて、動物の動き

や大きさ、色などを説明し、ＡＬＴの英語を興味を持っ

て集中して聞き、理解することができるようにした。ガ

イド終了後には、出てきた動物のカードを黒板にはり、

動物の名前と特徴を練習した。 

(イ) ゲーム「Who am I?」 

作成した教材を用いてゲームを行った。ＡＬＴの動物

の特徴を表す三つのヒントを順に聞き、答えが分かった

ところで、起立するようにした。(ア)の動物園見学で用い

たものと同じ動物に加えて、新しい動物も取り上げた。

ゲームを通して、動物の特徴を表す英語表現の確認とそ

れに慣れることをねらいとした。 

ウ 振り返り 

振り返りカードを用いて、本時の学習状況を確認した。 

エ 授業の考察 

授業後の児童の感想に、「動物園を回る感じでとても

楽しかった」「分かりにくい名前や特徴のことも楽しく

分かった」と書かれてあった。このことから、視聴覚教

材の活用は、学習への興味を高めるとともに、英単語や

文章の理解を助けることもできていると考えられる。 

ゲーム「Who am I?」では、モザイク処理を施した動

画を活用し、教師の英語でのヒントに加えて、映像から

も考えることができるので、全員が意欲的に取り組むこ

とができた。早く答えを見付けようと、英語のヒントを

よく聞き、映像を見つめる児童の姿が見られた。教材の
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工夫や教師の演出の大切さを感じた。 

今回の授業は、ＡＬＴとのＴＴで実施した。「発音を

しっかり聞いて、それをまねして上手になったのでよか

った」という児童の声から、ネイティブ・スピーカーと

のＴＴは、聞く姿勢を育て、正しい発音を身に付けさせ

るという点から有効である。 

とべ動物園という身近な場面を設定したことで、学習

と生活とを結び付け、他の動物についても紹介できるよ

うになりたいと思う児童がいて、自主的な取組につなが

った。 

オ 単元終了後の考察 

本単元でねらいにしたことは、スキル重視ではなく、

英語によるコミュニケーションを体験し、英語が楽しい

と思えるような学習を目指した。単元終了後、「３時間

やって動物の名前や特徴が英語で分かるようになった」

と言うように、繰り返し学習をすることにより、英語で

の紹介の仕方を身に付け、自信を持って、意欲的に発表

しようとする児童を育てることができた。 

また、グループ学習を取り入れ、自分たちで話し合い

ながら工夫する場面を作ることで、「動物の特徴を自分

で探したり、説明の仕方を自分で考えたりして楽しかっ

た」「みんなで動物について話したり、会話したりする

のが楽しかった」と、主体的に活動に取り組み、コミュ

ニケーションの楽しさを体験することができた。「やっ

てみてできた」「楽しみながら話せた」という言葉も聞

かれ、できたことが児童の自信となり、家族と一緒に動

物園に行ったとき、是非ガイドの実践をしたいという気

持ちが芽生えるなど、次への意欲付けとなった。 

カ 保護者の感想 

○ 文法からではなく、自然と耳に入って、話せるよ

うになるといいですね。 

○ 黒板に英語を書くような授業ではなく、リズムに

も乗り、体を使って表現し、楽しい授業でした。子

どもたちは、たくさんの言葉を覚え、自然に口にす

ることができているんだなとうれしく思いました。 

○ 英語を話す時、恥ずかしそうに発表するのかと思

っていたら、堂々と発表できていたのでよかった。 

○ 楽しく、テンポのよい授業に私まで引き込まれま

した。子どもたちが英語に親しんでいるのに少し驚

きました。楽しみながら覚えられていいなと思いま

した。 

３ 研究のまとめ 

⑴ 視聴覚教材の活用について 

 今回動物園の映像を活用したことで、児童は、実際に

動物園に行った気分になり、臨場感を持って授業に集中

できた。また、映像を見ながら学習することによって、

ＡＬＴが説明する動物の特徴を理解する手助けとなり、

単語や文章をただ聞いて覚えるよりも、イメージを持っ

て豊かに感じながら覚えることができた。その結果、家

族で動物園に行ったとき、動物紹介をしてみたいと感想

を書いた児童もおり、学んだことを実生活の中で生かそ

うとする気持ちが育った。 

 ⑵ 教師の基本姿勢 

児童が生き生きと活動する外国語活動においては、教

師が恥ずかしがらずに率先して英語を話し、児童と共に

外国語活動を楽しむことが大切である。そうすれば、児

童は進んでコミュニケーションを図ろうとし、楽しく学

ぶことができる。また、日本語を使ってもよいことやジ

ェスチャーを大いに使うことなどの指示をしておくこと

で、児童は安心して積極的に英語で表現しようとする。

教師は、表現すること自体を楽しもうとする児童を育て

るために、どのような表現も受け入れ、知識面、技能面

を強調しないことが大切である。 

⑶ 単元構成 

単元を通したねらいを設定し、繰り返しの学習を行う

ことが大切である。そうすることで、児童は「分かる」

「できる」という自信を持つことができる。今単元の最

終目的を、自分たちで動物を紹介しようとすることによ

って、興味がわいてくると、今までに出ていない動物を

紹介しようと主体的に単語を調べ、文章にする児童の姿

も見られるなど、児童がお互いにコミュニケーションを

図ろうとする態度を養うことができた。 

４ 今後の課題 

撮影のために現場に出向き、撮影後授業で使用できる

ように編集する必要があり、撮影、編集など技術的にも

習熟しなければならず、視聴覚教材の作成に時間がかか

る。また、視聴覚教材をいつでも使用できるように、機

器の準備や教室環境などの整備も必要である。学級担任

とＡＬＴとの役割をはっきりさせ、共通理解を持って授

業を行うために、打ち合わせや授業リハーサルに時間が

かかり、学級担任の負担が大きくなる。最後に、英語ノ

ートとの関連を考慮に入れ、２学年を通した年間指導計

画の中での位置付けを検討する必要がある。 
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