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１ 主題設定の理由 

(１) 社会的背景から 

  社会が急速にグローバル化していく中、今の子どもたちには将来、様々な文化的背景や価値観をもつ多

様な人々と、未知の課題に対して協働しながら新たな価値観を創造していくことが求められている。その

ためには、言葉を介して互いの考えや気持ちを伝え合うという経験が欠かせない。今回の学習指導要領の

改訂で、「話すこと（やり取り）」の領域が設定され、互いの考えや気持ちを伝え合う対話的な言語活動が

重視されるようになった。このことから、多様な人々と協働したり考えを伝え合ったりする将来におい

て、実社会で外国語を使用することを意識した学習を展開していくことが求められていることが分かる。 

言語活動については、外国語活動、外国語科の目標にも以下のように明記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

また、今回の学習指導要領改訂では子どもたちの「生きる力」を育むために、各教科の目標や内容が「知

識及び技能」、「思考力，判断力，表現力等」、「学びに向かう力，人間性等」の３つの資質・能力から整理さ

れた。これにより、指導者が「外国語を使って何ができるようになったか」という学習の成果を的確に捉

え、児童の学習改善と指導者の授業改善を図る「指導と評価の一体化」がさらに求められている。 

このような社会の要請からも、言語活動や評価の在り方についての研究に取り組むことは意義あることだ

と考える。 

 

(２) 本校の学校教育目標から 

 本校の教育目標は、「ささぐりの自然・文化・伝統を大切にしながら、夢と志をもち、豊かな心と確かな

学びを身につけた たくましい子どもの育成」である。その中で、自他の存在の大切さに気付いたり、伝え

合う力を育んだりすることが示されている。 

外国語教育において、児童は英語を意思疎通のためのツールとして用いながら人とのかかわりを経験し、

互いのことを理解したり自他の存在の大切さに気付いたりしていくと考える。また、学校という枠を超え

て、家族や地域といった「人・もの・こと」となど地域のよさに気付いていくこともあるのではないだろう

か。そのような経験を繰り返すことで、「自分の思いを伝えられた」「相手のことが分かった」「もっと英語

を使ってみたい」といった、伝わる喜びを味わう児童を育成することにつながると考えている。 

 

 

令和２年度【研究主題】 

伝わる喜びを味わう児童が育つ小学校英語教育の在り方 
～言語活動の工夫と評価の在り方を探る～ 

【中学年】 

 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの

言語活動を通して、コミュケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおりに育成することを目指す。

（以下省略） 

【高学年】 

 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、

話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおりに

育成することを目指す。（以下省略） 
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(３) 本校研究の経緯と児童の実態から 

 本校では、平成２８年度より「伝わる喜びを味わう児童が育つ小学校英語教育の在り方」を主題として研

究を重ねてきた。その中で、「We Can !や Let’s Try !の活用」や、「活動構成の工夫」などに焦点を当てた

授業づくりに取り組んできた。その成果として、研究当初は「ゲーム等の活動」に楽しさを感じる児童が多

かったが、「友だちとの会話」に喜びを感じる児童が増えてきていることが明らかとなった。 

しかし一方で、コミュニケーション場面で不安になる児童がいることも分かった。また、教員からは「イ

ンプットが不十分だった。」「既習表現の定着が弱かった。」といった声も聞かれた。そのような不安や課題

を少しでも軽減させるために、意味のある文脈の中で「聞くこと」や「話すこと」といった音声面を中心と

したやり取りを行うことの重要性を指導者が改めて認識し、単元や１単位時間の構成を考えた授業づくりに

取り組むことが求められる。さらに、学習を進める中で教師は児童の学習状況を見とり、褒めたり必要に応

じて指導を行ったりしていくことは、「指導と評価の一体化」への具現化へとつながり、児童と教員双方に

とって意味のあることだと考えている。 

また、昨年度の研究の振り返りからは、「単元末のコミュニケーション活動の目的が弱かった。」「コミュ

ニケーション場面の設定が難しかった。」といった言語活動の設定に関する課題が多く挙げられた。そこ

で、本年度は、学校行事や他教科、「地域のひと・もの・こと」など児童の実生活と結び付いた内容との関

連に焦点を当てたコミュニケーション場面を設定し、何のためにコミュニケーションをしているのかという

目的意識を児童と教員が共通理解を図って学習を進めたり、学びが社会のどのような場面とつながっている

のかといったことを実感させたりしながら英語によるコミュニケーションの楽しさを味わわせていきたい。 

 

２ 主題の意味 

（１）「伝わる」とは 

 

 

 

 

（２）「伝わる喜びを味わう児童」とは 

 

 

 

 

具体的には、次のような姿を目ざす。 

 

 

 

 

 

 

英語を使った実際のコミュニケーションにおいて、聞くこと、（読むこと、）話すこと、（書くこと）な

どを駆使して自分の考えや気持ちなど自分が伝えたいことが相手に理解されたり、相手が伝えたいことを

理解したりすること。                     ※（  ）内は高学年に限定する。 

英語を使って相手に自分のことを理解されたり、自分が相手のことを理解したりできた面白さを感じ取

って、「伝えることができるようになった。」「もっとわかるようになりたい。」という気持ちで次の学習の

意欲につなげる児童のこと。 

○ 相手や他者に伝えたい内容や知りたい内容がある児童 

○ 自分が伝えたいことを言語や非言語を駆使して伝えたり、相手が伝えようとすることや自分がもっと

知りたいことを言語や非言語からなんとか理解したりしようとする児童 

○ 相手や他者に配慮しながら、コミュニケーションを図ろうとする児童 

○ 自らの学びを振り返り、次の学びにつなげようとする児童 



13 
 

各学年の具体的目標は以下のように設定する。 

各学年の 
具体的目標 

 

低学年 中学年 高学年 

身近で簡単な外国語を知

り、英語によるコミュニケー

ションを楽しむことができ

る。 

 自分や相手、社会、世界に関わ

る事柄について体験的に理解し、

目的、場面、状況などに応じて相

手に配慮しながら主体的に外国語

を聞いたり話したりして、自分の

考えや気持ちなどを伝え合うこと

ができる。 

自分や他者、社会、世界に関わる事

柄について理解し、目的、場面、状況

などに応じて、他者に配慮しながら主

体的に外国語を聞いたり読んだり話し

たり書いたりして、自分の考えや気持

ちなどを伝え合うことができる。 

三
つ
の
資
質
・
能
力
か
ら
の
具
体
的
な
姿 

知
識
及
び
技
能 

 外国語の音声や基本的な表

現を聞いたり、動作や音まね

で言ったりして英語に慣れ親

しんでいる。 

 言語や文化について体験的に理

解を深めたり、日本語と外国語の

音声の違いに気付いたりする。 

外国語の音声や基本的な表現を

聞いたり言ったりして慣れ親しん

でいる。 

 外国語の音声や文字、語彙、表現、

文構造、言語の働きなどについて日本

語との違いに気付き、理解する。 

 読むこと、書くことに慣れ親しみ、

４つの技能をコミュニケーションに活

用できる基礎的な技能を身に付ける。 

判
断

 

表
現
力
等 

 自分のことについて、身近

にある簡単な外国語で聞いた

り話したりしている。 

自分の身近で簡単な事柄につい

て、外国語で聞いたり話したりし

て、自分の考えや気持ちを伝え合

っている。 

目的や場面、状況に応じて身近で簡

単な事柄について、英語で聞いたり話

したりするとともに、音声で十分に慣

れ親しんだ語句や基本的な表現を推測

して読んだり、語順を意識しながら書

いたりして自分の考えや気持ちなどを

伝え合っている。 

学
び
に
向
か
う
力

 

人
間
性
等 

 外国語やその背景にある文

化に関心をもつ。 

 外国語を用いて聞いたり話

したりしようとしている。 

 外国語やその背景にある文化に

対する理解を深める。 

 コミュニケーションを図る相手

に配慮しながら聞いたり話したり

して自分の考えや気持ちを伝え合

おうとしている。 

 外国語や、それを使ってコミュニケ

ーションを図る人々の背景にある文化

に対する理解を深める。 

 コミュニケーションを図る他者に配

慮しながら聞いたり、読んだり、話し

たり、書いたりして自分の考えや気持

ちを伝え合おうとしている。 

 

３ 副主題の意味 

（１）「言語活動」とは 

学習指導要領の外国語活動や外国語科において、言語活動は、「実際に英語を用いて互いの考えや 

気持ちを伝え合う活動」としている。それを踏まえて本校では、「言語活動の工夫」の定義を以下のよう

に設定する。 

 

（２）「言語活動の工夫」とは、主に次の２つのことを行うことである。 

①各単元の学習活動が、単に外国語の学習の中で完結するのではなく、学校行事や他教科、「地域の 

ひと・もの・こと」など児童の実生活と結び付いた内容を目的として、児童が「伝えたい」「知りた

い」という思いを高めるコミュニケーション場面を設定すること。 

②単元のゴールとなるコミュニケーション場面（言語活動）において、児童が「伝えられた」 

「分かった」という思いを味わえるようにするために、4 技能（2 技能）を無理なく、段階をおって 

身に付けられるよう単元や１単位時間の活動構成を考えること。 
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児童が生活を送る中で外国語を用いる場面、つまり外国語を使う必然性はあまり見られない。だからこ

そ、学校や家庭、地域で児童が経験したり学んだりしたことを内容として、それらを英語で伝え合いたいと

いう気持ちを高められるようなコミュニケーション場面を設定することが外国語を使う必然性を生み出すこ

とにつながると考える。さらに、他教科等で学習したことは児童の発達段階に応じた内容であり、児童の知

的好奇心に沿ったものとなることが多い。したがって、「聞いて知りたい」「話して教えてあげたい」という

児童の意欲を高めることが期待できる。 

一方で、そのような伝えたい内容があったとしても、伝え合うための技能が身に付いていないと発話の際

に不安を感じたり、コミュニケーション場面で本当の自分の考えや気持ちを思うように発話できなかったり

相手の話の内容を理解できなかったりすることが考えられる。そうなると、伝わる喜びを味わうことは難し

いであろう。つまり、単元を通して語彙や表現を少しずつ獲得していくといった、知識及び技能をどのよう

に身に付けさせていくかということも考えていく必要がある。 

以上のことから、「言語活動の工夫」を以下のように定義する。 

 

 

 

 

 

（３）「評価の在り方を探る」とは 

児童が学びを実感し次の学習への意欲を高めたり、教師が指導を振り返り次の学習へとつなげたり 

する「指導と評価の一体化」を実現させるために次の４つの評価方法を設定し、それぞれをどのように使う

と有効なのかを明らかにすることである。 

 

４つの評価場面 

① 中間評価  ②振り返りシート  ③CAN-DO リスト   ④パフォーマンス評価 

 以上４つの評価場面を設け、児童の姿や振り返りの記述から学習状況を見とり、よさや新たな課題等を 

フィードバックすることで児童の学習改善、教師の授業改善につなげるようにする。 

 

４ 研究の目標及び方法 

 本研究の目標を以下のように設定する。 

 

 

目標を達成するための２つの方法 

 

○ 伝わる喜びを味わう児童が育つ小学校英語教育の研究 

○ 単元のゴールとなる言語活動及び単元や１単位時間の活動構成の工夫をする 

○ 児童が学びを実感し次の学習への意欲を高めたり、教員が指導を振り返り次の学習へとつなげたり

するのに有効な評価方法や評価内容を明らかにする 

児童が「伝え合いたい」という思いをもてるようなコミュニケーション場面を設定し、その場面で自分

の考えや気持ちを伝え合うために必要な語彙や表現を繰り返し聞いたり、読んだり、話したり、書いたり

できるような単元や 1 単位時間の流れを仕組むこと。 
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５ 研究構想図 

６ 研究の内容 

（１）言語活動の工夫 

 ①児童の「知りたい」、「伝えたい」という思いや意欲を高めるために、学校行事や他教科、「地域の人・ 

もの・こと」等との関連を図ったコミュニケーション場面の設定を行う。以下に示すのは、そのような 

視点で授業づくりを行った実践である。 

 ○2 年生・・・「冬野菜カレンダーをつくろう」（生活科との関連） 

        ～野菜カードを集めて「野菜カレンダー」を作ろう～ 

○4 年生・・・「お気に入りの場所を紹介しよう」（分校との関連） 

～分校の○○くんと、お互いの学校のお気に入りの場所をビデオに録画してビデオレターを交換しよう～ 

○6 年生・・・「宝物を伝え合おう」（地域との関連） 

       ～新しいクラスの友だちや ALT に自分のことや篠栗町の宝物を伝え合おう～ 

上記のように、各単元の学習活動が単に外国語の学習の中で完結するのではなく、学校行事や他教科、

「地域のひと・もの・こと」など児童の実生活と結び付いた内容を目的として、児童が「伝えたい」「知り

たい」という思いを高めるコミュニケーション場面を設定する。 

以下は、6 年生「宝物を伝え合おう」の単元において、地域との関連を図って行った実践の児童の意識の

流れを示したものである。外国語科のねらいは、「普段することや自分の宝物を紹介し合うこと」である。

総合的な学習の時間のねらいは、「篠栗町に関心をもち、今後の篠栗町の在り方について考え、自分たちに

できることを発信すること」である。この２つの学習内容を関連させ、単元のゴールを、「新しいクラスの

友だちや、本年度赴任した ALT に自分のことや篠栗町の宝物を伝えよう」と設定し実践を行った。 
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篠栗町 

英語での言い方を
しっかりと学習し
て伝えられるよう
になりたいな。 

ALT の先生に、 
南蔵院の涅槃像の 
ことを伝えよう。 

 

総合的な学習の時間「わたしたちの篠栗町」 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

外国語科「宝物を伝え合おう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔は、お遍路
に訪れる人が
たくさんいて、
活気があった
んだけど…。 

篠栗町に
もっと 

来てほし
いな！ 

昔は多くの人で 
にぎわっていたんだ。 

友だちと伝え合った
ら、ぼくが知らなか
つた篠栗町のよさ
が分かった！ 

篠栗町に
もっと 

来てほし
いな！ 

篠栗町にはお遍路
以外にも、すてきな
場所があるのに。 

ぼくたちにできる
ことはないかな？ 

新しく篠栗小に来られた
ALT の先生に、みんなが 
調べた篠栗町のよさを 
伝えてみませんか？ 

篠栗町のよさを宝物とし
て伝えたいな。ぼくは、 
何を伝えようかな。 

涅槃像の色や 
大きさについても
伝えたら、もっと
分かってもらえそ
うだ。 

Hello. I’m Masakazu. 
I live in Kamimachi in Sasaguri. 
I usually play soccer. 
My treasure is my soccer ball. 
Our treasure is Sasaguri 
Nehanzo. 
It’s big. It’s forty-one 
meters. 
It’s green. 
Please come to Sasaguri. 

Wow! 
It’s big! 
I want to visit! 

伝えられて嬉しい
な。南蔵院に 
行ってくれたら 
いいな。 
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本年度は、各学年の他教科関連カリキュラム一覧表【図１】をもとに、他教科との関連を意識した単元開

発を行っていく。その中で実践を図ることができた単元については各学年のカリキュラムに朱書きをし、次

年度のカリキュラムに反映させるようにする【図２】。 

 
 
 

 

 

 

 

②単元のゴールとなるコミュニケーション場面において、児童が「伝えられた」「分かった」という思い

を味わえるようにするために、4 技能（2 技能）を無理なく、段階をおって身に付けられるよう以下の

ような段階をおって単元や 1 単位時間の活動を設定し、４技能（２技能）が身に付くようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６学年１学期   月別の概要・時数配当表 

４月 ５月 ６月 ７月 

※総合「わたしたちの篠栗町」 

【図２ 実践を次年度のカリキュラムへ反映】 

※   は朱書き 

【図１ 第６学年の他教科関連カリキュラム一覧表】 

総合「わたしたちの篠栗町」 
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（ア）単元の活動構成 

低・中・高学年のいずれにおいても、身近で簡単な語句や題材を扱い、それらの音声を十分に聞いてイン

プットした上で、少しずつアウトプットしていくようにする。その際、低学年においては、歌やゲームなど

を通してそれらの語句や音声に親しんでいけるようにする。中学年においては、単元のゴールを見据えて、

十分に聞いた音声を少しずつアウトプットしていき、単元のゴールではそれらを使って意味のあるコミュニ

ケーションを図れるようにする。高学年においては中学年同様、単元のゴールを見据えて「聞くこと」から

「話すこと」へと段階をうつし、繰り返し聞いたり話したりしたものを「読むこと」「書くこと」へとつな

げていくようにする。ただし、「読むこと」「書くこと」にも意味や目的をもたせるようにする。 

 

（イ）1 単位時間の活動構成 

 単元の毎時間の主な活動は、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の順序性を踏まえて構成す

るようにする。これらの技能は、単独で成り立つものではなく互いに深く関係し合って身に付いていくもの

である。よって、１つの技能に偏った指導ではなく、複数の技能を関連付けながら外国語の運用能力を高め

ていく必要がある。小学校段階ではまず、意味のある場面で英語の音声をたっぷりと「聞く」活動から始

め、聞いたことを真似したり、繰り返して言ったりして「話す」活動を行い、英語の音声に十分慣れ親しま

せる。機械的な反復練習ではなく、コミュニケーションを行う目的や場面、状況に応じた活動を繰り返し行

っていく。高学年では、聞いたり話したりして十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を「書き写し

たり」、絵本や絵カードに添えられた文字を「読んで」みたりして、「書く」「読む」活動を行う。文字を扱

う活動については、細やかに指導を行っていくようにする。 

しかし、付けたい力を身に付けさせるために、繰り返し取り組ませる必要があるときには、「Small 

Talk」や「例文を見て書き写す活動」など、５分～１０分程度の帯活動を活用する。 

 

 

 

 

 

活動 内容 

Small Talk 

教師と児童とで身近な話題について簡単なやり取りをしたり（第５学年）、児童同士で簡

単なやり取りをしたりして（第６学年）、既習表現を繰り返し使用する機会を保障し、その

定着を図ったり対話を続けるための基本的な表現の定着を図ったりする。 

Alphabet jingle 

 ”A /a/, /a/, apple”のように、文字の名前、それが表す発音、その発音で始まる単語を

1 セットにして、A から Z まで唱えるもの。リズムに乗って楽しく発音することを繰り返

すことで、「読むこと」や「書くこと」へとつなげていくようにする。 

書き写す 

単元のはじめの段階では、十分に音声で慣れ親しんだ基本的な語句や表現を、なぞり書

きをしたり、自分が伝えたいことに合う語をワードリストなどから選び、I went to 

(      ).などの空欄を補充する形で書いたりする。単元の最後には、それまでに書いてき

た表現を見ながらまとまりのある文を書き写し、語順の意識や、語と語の区切りに注意し

て書けるようにする。 
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②基本的な１単位時間の活動構成（４５分間の流れ） 

学習過程 学習活動 活動のねらい 

Greeting ★はじめのあいさつ ※１ 

★月、曜日、天気、時間など※２ 

★Small Talk ※３ 

学習の雰囲気をつくる。 

基本的な表現に慣れ親しむ。 

まとまった会話や表現を聞き、なんとなく意味がわかる体験を積み重

ねる。既習表現や対話を続ける表現の定着を図る。 

Warm-up ★歌やチャンツ、簡単なゲーム 前時の学習を想起したり、楽しい雰囲気をつくったりする。 

Target ★本時のめあての提示 

★デモンストレーションの提示 

本時の活動のゴールを明確にする。 

Main activity 1 

（聞く） 

★ゲーム 簡単な語彙や基本的な表現に慣れ親しむ。 

Main activity 2 

（話す） 

★ゲーム 

★インタビュー活動など 

慣れ親しんだ表現を実際のコミュニケーションで生かす。 

中間評価で内容や表現を高めたり 

Closing remarks ★振り返りシートの記入 何ができるようになったかを自覚し、次時への学習意欲を高める。 

Greeting ★終わりのあいさつ ※１ 楽しい雰囲気で学習を終える。 

※１   低学年においては、Hello Song を歌ってはじめ、Goodbye Song を歌って終わる。 
※２   中学年から、児童の実態に合わせて段階的に取り組む。 
※３  第５学年においては、指導者の話を聞くことを中心に行い、先生と児童とで簡単な英語を使ってやり取りをする。 

第６学年においては、児童同士で簡単な英語を使ってやり取りをする。 
 

（２）評価の在り方 

① 中間評価 

 中間評価とは、主にコミュニケーション場面の途中に設定する評価場面のことで、前半の活動（ためす活

動）を見とり、本時のねらいと照らし合わせて必要に応じて指導や評価を行い、後半の活動（いかす活動）

へとつなげる意図で行う。 

 

  

 
 

 

 

 

コミュニケーションを行う際に、大きく３つのステップを踏むようにする。まず、ためす活動では、児童

が自分の今の力でどれだけ伝え合えるかを試す。中間評価では、本時のねらいに迫るために、教師がコミュ

ニケーションの目的を再度確認したり、児童の困り感やうまくいったことを取り上げ共有したりして後半の

活動につなげるようにする。それを受けていかす活動では児童が新たに得た表現を加えたり、伝える内容や

言い方を変えたりして、より自分の考えや気持ちを伝え合えるようにする。中間評価前後で児童の発する言

葉や内容の質を高めるなど、本時のねらいにより近付けることを意図して行う。 

 

 

 

ためす活動 中間評価 いかす活動 

 

コミュニケーション場面 

前半の活動を自分で振り返り、本時のめあ

てに向けてコミュニケーションの良さを共

有したりより良くできるところはないかを

考えたりして、後半の活動に生かす。 

前半の児童の活動の様子を見と
り、本時のねらいの達成に向けて
称賛したり、必要に応じて指導を
行ったりする。 



20 
 

② 振り返りシート 

児童が毎時間「何ができるようになったか」を振り

返り、次の学習への意欲を高めるために自己評価や他

者評価を行う。教師は振り返りシートから児童の学び

の状況を把握し授業改善につなげたりするために行

う。児童が記入する前に、教師が本時のねらいを全体

で確認した後、児童がマークに色を塗ったり、◎、

○、△を記入したりするようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低学年の例】 【中学年の例】 

低・中学年においては 

◆３ないし４段階で達成度を設定し、該当するマークに色を塗るようにする。 

◆それぞれの問いには、どの活動であるかを明記する。 

◆３ないし４段階の設定の仕方としては、左から、「まだ難しいと感じている段階」「何らかの補助があれ

ばできる段階」「多くの児童が達成可能な、クラスでの到達目標となる段階」「自信のある児童を飽きさ

せないような次への挑戦的課題を設けた段階」を参考に作成する。 
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③ CAN-DO リスト 

各学年の到達目標を示した CAN-DO リストを作成し活用する。

T シャツには『各単元の目標』、お守りには『それぞれの単元目標

を達成する過程で、できるようになってほしいことや知ったり気付

いたりする内容』を示すようにする。 

児童が使用するときには、単元の最後に限らずいつでも塗ってい

いようにし、単元や学期、あるいは年間を通して「何ができるよう

になったか」を自覚できるようにする。この CAN-DO リストは教

員にとっては 1 年間を見通した、児童に身に付けさせたい力を示

したものとなり、児童にとっては 1 年間で自分ができるようにな

ることの見通しを示したものとなり、つまり、児童と教師それぞれ

が 1 年間の目標を共有することができるものとなる。 

 

 

【高学年の例】 

高学年においては 

◆単元を通しての学びを児童も教師も把握

できるよう、1 枚のシートに全時間がおさ

まるように作成する。 

◆本時のねらいに対しての達成度を□内に

◎、○、△の３段階で自己評価し、その根

拠を記述する。 

◆「自己の課題をどのように捉え、解決に向

けて取り組んできたか」や、「次の学びに向

けてどのような意識をもって取り組もう

としているか」などの意志的な側面につい

ても把握できるよう、振り返りの際に指導

者が発問の工夫などを行う。そこに表れた

記述等は、主体的に学習に取り組む態度を

見とる際の資料の一つとする。 

 

【６年生の CAN-DO リスト】 

1 時間の授業でできるようになっ
たことや、さらにできるようにな
りたいことを振り返り、次の授業
の目標や見通しをもつ。 

1 時間の児童の学習状況を把握し、次の授

業を再検討する。また、単元を透して、児

童が自らの学びをどのように調整しようと

してきたかを把握し、主体的に学習に取り

組む姿の評価の資料とする。 

１単元や 1 学期にできるようにな
ったことを振り返って色を塗り、
自分のがんばりに気付いたり、次
の学習への意欲をもったりする。 

１単元や 1 学期の児童の学びを把握
し、個人や全体へ伝えるとともに、
次の単元や次の学期への授業づくり
につなげる。 
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④ パフォーマンス評価 

 児童の学習状況を客観的に見とるために高学年においてパフォーマンス評価を行う。CAN-DO リストに即

して、単元末あるいは学期末、学年末など、ある程度のまとまりの中で ALT や JTE と協力してインタビュ

ーを行ったり、成果物やスピーチの様子など多様な視点から評価を行ったりする。 

 

（３）外国語科における評価について 

高学年においては、前述した４つの評価場面において、新学習 

指導要領に示された３つの柱と、５領域の領域別の力を見とるた

めの、実現可能な評価方法を明らかにしていく必要がある。 

評価をするに当たっては、学習指導要領に示された目標をもと 

に各学年の目標を設定し、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、 

「主体的に学習に取り組む態度」の３つの観点で評価する。下の 

【図３】は、それぞれの評価のタイミングについてのイメージで

ある。 

○「知識・技能」については、主に単元の前半で、語彙や表現の 

 理解や習得の状況について見とっていく。 

○「思考・判断・表現」については、獲得した知識や技能を 

 コミュニケーション場面において活用しようとしているかに 

ついて主に単元の中盤から後半にかけて見とっていく。 

○「主体的に学習に取り組む態度」については、児童が自らの 

学びをどのように調整していったか、といったことについて、 

単元や題材のまとまりで見とっていく。 

これら３つの観点については学期末のパフォーマンステストにおける姿も参考にすることで、児童にどの

ような力がついたかを総合的に評価していくようにする。 

 

  

 

 

  

 

 

 

【図３ 評価のタイミングのイメージ】 
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1 単元や 1 学期の自分のがんばり

や成長を振り返り、次の単元や次

の学期への意欲をもったりする。 

1 単元や 1 学期の児童の学びやがん
ばりを把握し個人や全体へ伝えると
ともに、次の単元や次の学期への授
業づくりにつなげる。 
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また、4 技能（５領域）については、学期や年間を通してバランスよく見とることができるよう計画す

る。誰が、いつ、何をどのような規準で評価するのかという評価の方法は、本年度、実践を行いながら作成

していく。（本年度、これまでに行ってきた評価の実践については、本要項資料ページに掲載。） 

４技能（５領域）の評価については、以下のような活動場面が考えられる。 
 

技能 評価の活動場面例 

聞くこと Let’s Listen などの音声を聞き、聞こえたことをワークシートに書く活動等 

話すこと 
（やり取り） 

目的、場面、状況が設定されたコミュニケーション活動でのやり取りの様子や、 

パフォーマンス評価場面等 

話すこと 
（発表） 

自己紹介スピーチや、行ってみたい国についてのポスターセッションなどの 

発表の様子やパフォーマンス評価場面等 

読むこと 
アルファベットを声に出して読んだり、児童が書いたものを互いに読み合ったりする 

活動等 

書くこと 
繰り返し聞いたり言ったりしたものを書き写す活動やワークシート、ポスターや 

パンフレット等の成果物等 

 

７ 小中連携について 

（１）小中合同外国語研修会の実施（第 1 回 5/26、第 2 回 11/19、第 3 回 11/26、第 4 回 3/5） 

・篠栗町内の小小連携・小中連携の推進    ・小中で授業公開(8/3、8/4) 

・各校の指導体制について交流（全体計画や年間指導計画、評価計画や評価規準の情報交換など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小中連携カリキュラムの作成 
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