
平成３１年度教育研究計画 

三原市立鷺浦小学校 

 

１．学校教育目標 

  郷土を愛し，自らの役割を見つけ，全力で伸びようとする児童の育成 

 

２．研究主題 

 

 

 

  研究教科 外国語活動 

 

３．主題設定の理由 

  本校では，平成 28 年度より ALT の複数配置の特別措置を生かし，「英語が飛び交う島の特色

ある学校」をめざした取組をスタートし，平成 29 年度からは，外国語活動を研究教科に位置付

けて，「英語の教科化を見据えた英語教育研究の推進」と，「学校生活全体や学校行事等における

英語活動の場づくりの充実」を通して，初歩的な英語を使って積極的にコミュニケーションを図

ろうとする姿を求めてきた。研究の取組概要は，次のとおりである。 

〔Ｈ２９年度〕 

（研究主題）「初歩的な英語を活用し，積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」 

～必然あるコミュニケーション活動の場の設定の工夫を通して～ 

                          〇英語に慣れ親しむ時間 up! 

 ・日常的にＡＬＴや外国人と関わる機会を設定 ⇒  〇英語への関心意欲 up! 

                                                   〇英語で関わろうとする児童の姿 up! 

・学年別の年間指導計画作成 ⇒ ▲実施の時間確保の問題，実態に応じた修正の必要性 

・Can-Do リストの作成   ⇒ 〇めざす姿を系統的に整理，共有できた 

                ▲具体的な授業や活動とのリンク，活用が不十分 

・外国語活動の授業研究（必然ある場の設定）⇒ ◎英語活動の充実，積極的な児童の姿 up! 

                       ◎場の設定の重要性の共有⇒他実践の充実 up! 

                      ▲学んだことの広がり・汎用・発展が不十分    

 【まとめ】                  

学んだ表現を活用する機会を意図的に仕組み，さらに積極的に会話をしようとする態度を育てよう。 

 

〔Ｈ３０年度〕 

（研究主題）「初歩的な英語を活用し，積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」 

～学んだ英語に十分慣れ親しみ，やり取りの幅を広げる取組を通して～ 

・外国語活動の授業の充実（授業研究）⇒ ◎十分に慣れ親しむ姿 up!（見取り方法の充実も〇） 

                    ◎学んだことを活用する場→児童の主体的な姿 up! 

◎児童の学習意欲・関心 up!  

▲既習表現の整理（リストアップ） 

▲既習表現の計画的な活用（計画への反映・ｶﾘﾏﾈ） 

「初歩的な英語を活用し，積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」 

～英語に慣れ親しませる工夫と，習得した表現を発揮させる場の設定の工夫を通して～ 



・日常的なＡＬＴとの関わりの場の設定の工夫 ⇒ ◎英語表現の定着の場・活用の場 up! 

◎英語を話すことへの慣れ up! 

    ◎英語での会話意欲 up! 

                        ○「会話」のスキル up! 

▲コミュニケーション能力に課題もあり 

      

 

 

 

 

 

 

・外国人との交流活動の積極的な設定   ⇒ ◎学びのゴールの設定→主体的な学習 up! 

◎英語活動への達成感・充実感 up! 

（「話がわかる」「英語で伝わった」－実感） 

◎英語を話すことへの慣れ up! 

  ◎外国人への抵抗感の低下・会話意欲 up! 

                      ▲人材や場所の選定（連携）が難。費用の問題 

                      ▲計画的な実施（準備しにくいケースも多い） 

 

・モジュールタイムの活用        ⇒ ○授業との関連→補充・習熟 

                      ▲計画的な実施・内容の充実 

・児童振り返りシートの作成       ⇒  ○シートの形式の工夫度 up! 

                       ▲校内で統一性・系統性をもたせることが不足 

▲日常的に使用できていない学年もあり 

・評価                 ⇒ 〇パフォーマンス評価が実施できた（高学年） 

                      ▲判断基準表・見取りシートの準備の必要性あり 

  ※評価については，課題が大きい。国からの方針も明確に出ていない。 

  「知識・技能を見取る評価方法の検討」あるいは，「理解していることや習得できている表現

をどう使っているかを見取る評価方法の検討」の必要性あり。⇒今後の継続検討課題 

 

【まとめ】                    

「学んだ表現（既習）をどう使うか（活用するか）を考えて話すような場」を，いかに意図的・

計画的に仕組めるかが，今，英語教育で求められている力の育成につながり，また，積極的に会

話をしようとする（続けようとする）姿につながるのではないか。 

（その具体的な方策案） 

・既習事項の整理と児童が「使える」状態にするための工夫（定期的に慣れ親しむ場，視覚的な支

援，使う場の設定） 

・短い「フリートーク」的な会話を生む場の設定 

 （高学年では「スモールトーク」活動の設定の工夫，全校ではＡＬＴとの会話を生む場の工夫） 

・モジュールタイムの活用方法（授業の強化・復習⇔やりとりの場，既習事項が使えるか試す場） 

・ふりかえりシートの工夫（指導と評価の一体化） 

＜ＡＬＴとの関わりの場の設定の工夫例＞ 

＊学校生活に英語を話す必然の場のしかけ作り    

（健康観察簿の受取・給食配膳物の受取・ランチルーム座席質問 等） 

     ＊英語パスポート 

（話→シール⇒目標の設定，掲示で啓発，声かけ） 

     ＊イングリッシュ掲示板にクイズ 

＊メキシコ自転車チームとの交流（５月） 

＊アジア建築学生との交流（８月） 

＊広大留学生との交流（１０月／２月） 

＊ＪＩＣＡ訪問（研修員との交流）（９月） 

＊ＪＩＣＡ研修員来校（１１月） 

＊スカイプ交流（ＮＺ小中学生）（３月） 



・めざす児童像の「見える化」「共有化」（教師も児童も） 

以上のことから，今年度の研究主題を「初歩的な英語を活用し，積極的にコミュニケーション

を図ろうとする児童の育成」，副題を「～英語に慣れ親しませる工夫と，習得した表現を発揮さ

せる場の設定の工夫を通して～」と設定した。 

 

４．研究の仮説 

 

５．研究内容 

Ⅰ 教育計画 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 指導過程の工夫 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

Ⅲ モジュール活動の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

次の２点の工夫をすれば，積極的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る

であろう。 

①授業やモジュールタイム，学校生活における英語活動を充実すれば，習得する表現（ことば）を

増やすことができ，さらに，習得した表現を定期的に整理（見える化）したり，復習する場を設け

たりする工夫を行えば，英語に十分に慣れ親しませることができるだろう。 

②さらに，その習得した表現を発揮させる場を意図的・計画的に設定する工夫を行えば，児童は学

んだ表現（既習）をどう使うか（活用するか）を考えて話し，積極的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るであろう。 

（１）新指導要領に円滑に移行するための年間指導計画の見直しと充実 

・第１・２学年：20h(裁量)+15h(モ)=35ｈ ※歌や動作を伴う活動を中心に 

・第３・４学年：35ｈ(外活)+15ｈ(モ)=50ｈ 『Let’s try1』（『Hi, friends 1』） 

・第５・６学年：50ｈ(外活)+20ｈ(モ)=70ｈ 『Hi, friends1・2』,『We can』（１） 

（２）低・中・高学年の接続の観点を考慮した Can-Do リストの見直しと活用 

（１）英語表現に十分慣れ親しませる工夫（授業・モジュールタイム・学校生活） 

（２）児童が既習の表現を発揮（活用）できるコミュニケーション活動（場）の工夫 

（授業の工夫・学校生活における活動の工夫や学校行事等との関連） 

（３）個の指導に活かせる評価の在り方 

   ・評価シート（児童振り返りシート） 

   ・パフォーマンステスト（知識・理解／技能／コミュニケーション能力） 

   ・個のコミュニケーションの様子の記録 

（１）英語表現に慣れ親しむ活動の充実 

   ・歌，ゲーム，クイズ，絵本の読み聞かせ 

・外国語活動，外国語の学習における慣れ親しむ活動の補充 

（２）学んだ英語表現を活用する活動 

   ・英会話パスポートの取組実施 

   ・スモールトーク（フリートーク的な活動）の取組実施 

   ・評価シート（児童振り返りシート）の工夫 

   ・パフォーマンステストの実施 



Ⅳ 交流活動の工夫 

 

 

 

 

６．検証の指標と目標値 

内 容 検証の指標 達成目標 

（１）英語表現に十分
に慣れ親しませる活
動の工夫 
 
 

◇児童アンケート 
（7月 12月） 

・英語表現に慣れ親しむことへの肯定的評価
（90％） 

◇パフォーマンス評価
（英会話リスト） 

・低・中・高学年で身につけさせたい英語や英語
表現の習得(80％以上) 

（２）習得した表現を
発揮させる場の設定
の工夫 

◇授業分析 
（７月 12月） 
◇評価シート（児童振 
り返りシート） 
◇パフォーマンス評価 
◇個人記録 

・習得した表現を活用して積極的にコミュニケー
ションを行う児童の割合（80％） 
＊学んだ英語や表現を活用してやりとりをし
ている児童の姿の分析 

＊既習の表現をどのように活用すればよいか
考えながら会話を継続させようとする児童
の姿の分析 

◇英会話パスポート 

 

・ALT と会話しようとしている児童（80％） 
 ＊英会話パスポートへの取組状況 
 ＊英会話の児童の内容分析（ＡＬＴの記録） 

 

７．研究推進体制 

 

 

 

 

 

 

 研究主任がリーダーとなり，全員で推進していく。企画・提案・分析・まとめは，研究

主任が中心となって行う。また，三原市立第二中学校ブロックの教育研究会や三原市教育

研究協議会などを生かし，他校と研究の交流を図る。 

 

８．講師 

   広島大学          松宮 奈賀子 准教授 

   三原市教育委員会      村上 直子 指導主事 

 

９.研究計画 

月 研  究  内  容 

４ 英会話能力の育成についての「グランドデザイン」 

研究テーマ検討及び決定 

研究内容，具体的推進方法の検討 

研究授業計画立案 

研究方法について 

個人研修 

○ 理論研修 

○ 先進事例研修・視察 
○ スキルアップ研修 

（教育センター研修） 
○ 研修内容まとめ作成 

全体研修 

○ 校内理論研修（講師招聘） 

○ 教材開発 

○ 授業実践（校内研修，公開研究） 

○ 授業検証 

（１）外国人との交流活動 

（２）海外の学校や人との交流 



５ 理論研修～ 指導案の書き方・評価など～ 

事前指導 

事前研究 

３・４年生担任 栗栖 『国語科』 

５・６年生担任 富本 『外国語活動』 

６ 授業研究 

３・４年生担任 栗栖 『国語科』   6 月 11 日 

５・６年生担任 富本 『外国語活動』 6 月 25 日 

７ １学期の授業のまとめ・分析と課題   

８ 理論研修（評価の在り方について） 

Can-Do リスト・パフォーマンステストの作成，修正 

アンケートの分析 

指導案作成・指導案検討（訪問指導） 

９ 指導案の完成要項作成 

１０ 自主公開研究会 

３・４年生担任 栗栖 『外国語活動』 

５・６年生担任  富本 『外国語活動』 

１１ 理論研修 

ニュージーランド交流 

研究のまとめと分析 

１２ 理論研修 

２学期の授業のまとめ・分析と課題 

アンケートの分析 

１ 研究のまとめ作成 

２ 次年度の研究についての方向性 

 


