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外国語活動ブロックの研究
【１ 概要】

外国語活動と外国語科の相違点は，次の点が大きく違う。

名 称 学習スタイル 指 導 目 標

外国語活動 活 動 型
「聞く・話す」を中心としたコミュニケーション能力

の素地を養う。

外国語科 教 科 型
「聞く・話す」に加え，「読む・書く」の育成を含め

たコミュニケーション能力の基礎を養う。

上記の点を踏まえて，今年度の３，４年生の外国語活動は，移行期間であることで年間１５時

間の活動の中で何をしなければならないか，何ができるかを考えて授業作りを行ってきた。今回

特に，外国語活動初年度の３年生の授業作りということで以下の３つの点に絞って授業構成を考

えてみた。

① 楽しい活動となること

② 一つ一つののミスやできないことを復唱させることに重点を置かず，外国語活動に親しむ

こと

③ 枠にとらわれず，学習する必然性の設定をすること

特に，活動型の授業であることを考えると①②は，とても重要な要素となる。具体的には，第３

学年の Let’s Try Unit 6「アルファベットとなかよし」の単元において，授業構成の視点に沿って，

次の手立てを考え，実践を行った。

授 業 構 成 の 視 点 手 立 て （学習内容・指導)

①楽しい活動 ・興味のあるクイズやゲーム的要素を盛り込む｡

②親しむ
・発音の違いやミス等細部について指摘・指導する

ことに終止するのでなく，発語したことをほめる。

③学習する必然性
・作った理科の作品にイニシャルのデザインをつけ

ようという学習の目的意識化を図る。

また，校内研究の７つの手立ての中から，(1）児童の興味・関心のある題材の設定，(2)相手意

識・目的意識をもたせるコミュニケーション，(3)授業の流れのパターン化についても取り上げ

て，実践を試みていくことにした。併せて，授業作りを行うにあたり，誰もがいつでもできる授

業作りにも心がけた。
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【２ 授業実践】

第３学年 外国語活動 学習指導案
指導者 村松 宏美

ＦＥＴ Daniel Woosley

１ 単元名 Let's Try!１ Unit６ 「ALPHABET アルファベットとなかよし」

２ 単元の目標

・身の回りには活字体の文字で表わされているものがあることに気付く。

（言語や文化に関する気付き）

・アルファベットの大文字とその読み方に慣れ親しむ。 （外国語への慣れ親しみ）

・相手に伝わるように工夫しながら，自分の姓名の頭文字を伝えようとする。

（コミュニエーションへの関心・意欲・態度）

３ 単元について

（児童観）

本学級の児童は，３年生になって初めて外国語活動に取り組んでいる。移行期間の本年度は，

年間１５時間の取り組みを行う。１学期には，６時間の学習の中で，簡単な挨拶に表情やジェ

スチャーを交えながら，自分の感情や状態を尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しんできた。

また，色や果物・野菜やスポーツなど日本語と英語の音声の違いに気付いたり，自分の好みを

表したりする表現にも親しんできた。どの活動にも楽しく前向きに取り組んでいる児童が多い。

歌やゲーム活動に対しても意欲的に取り組み，日常生活の中でも歌を口ずさんだり，「Yes！」

と英語で答えたりと自然と英語の表現を使う児童も出てきた。しかし，英語を聞いたり話した

りすることに恥ずかしさや苦手意識をもつ児童も少なからずいる。そこで，個人差には十分配

慮し，ふり返りや歌，ゲームなどを取り入れた活動を通して，どの児童にとっても，楽しく文

字に親しみ興味が高まるようにしたい。

（指導観）

本単元は，アルファベットの文字を題材とする初めての単元となり，大文字とその読み方に

慣れ親しむことが目標となる。身の回りには活字体の文字で表されているものがあることに気

付かせることで，児童の興味を引き本単元への導入を図りたい。国語の授業では，ローマ字の

学習を終えているが，小文字を中心として学習してきている。そのため，アルファベットの大

文字を探す活動を通して，児童は多くのアルファベットの文字に囲まれて生活していることに

改めて気付くであろう。そうした気付きが文字への興味・関心の高まりにつながると思われる。

また，大文字の形についても認識を深めることをねらいたい。本単元は，高学年の文字学習へ

のスタートとなる，重要な意味をもつ単元である。ＦＥＴとのやり取りやゲームを通して「聞

く」「話す」活動を多く取り入れながら，丁寧に慣れ親しませたい。

第１時に，児童はアルファベットの大文字と出会い，それぞれの読み方を知る。そのあと，

歌やポインティングゲーム，ＦＥＴとの反復練習などを通して読み方と文字を一致させながら，

第２時には，文字の形などに着目した仲間分けを行い，文字への認識を深めたい。そして，第

３時には，文字の形に着目した「What's this？」ゲームやビンゴゲームを通して，十分に読み



- 3 -

方と文字に慣れ親しませる。さらに，必要なアルファベットの文字を集めるやり取りを通して，

自分の名前の頭文字の名刺をつくる。第４時には，友達との名刺交換を行い，自分の名前と頭

文字を紹介しながら友達とのやり取りを 楽しむ活動を行う。本単元を通して，大文字とその

読み方に慣れ親しむことがねらいである。そのため，友達とのやり取りを行うアクティビティ

を取り入れていきたい。活動の前に指導者がやり取りのモデルを示し，使用表現も何度かくり

返し言い，慣れてから行うようにしたり，指導者からの適切な支援を受けたりしながら，苦手

意識をもつことなく活動できるようにしたい。

４ 該当する学習指導要領における領域別目標

聞くこと ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，どの文字であるかが分かる

ようにする。

話すこと ア 基本的な表現を用いて挨拶，感謝，簡単な指示をしたり，それらに応じ

〔やり取り〕 たりするようにする。

話すこと イ 自分のことについて，人前で実物などを見せながら，簡単な語句や基本

〔発表〕 的な表現を用いて話すようにする。

５ 単元の評価規準

観点 コミュニケーションへの 外国語への慣れ親しみ 言語や文化に関する気付き

関心・意欲・態度

評 相手に伝わるように工夫 アルファベットの大文字 身の回りには，アルファ

価 しながら，自分の姓名の頭 とその読み方や形に慣れ親 ベットの大文字で表わされ

規 文字を伝えようとする。 しんでいる。 ているものがたくさんある

準 ことに気付づいている。

６ 表現及び主な言語材料

○（The ”A”card)please. Here you are. Thank you. You're welcome.

○大文字（Ａ～Ｚ）, the, card, alphabet, please, here, thank, welcome,

数（２１～３０，０）

book, drum, fish, gorilla, hat, ink, jet, king, monkey, notebook, pig, queen,

rabbit, sun, tree, umbrella, violin, watch, box, yacht

〔既出〕挨拶，Do you like (blue)? Yes, I do. / No, I don't.

色，果物・野菜，飲食物，スポーツ

７ 単元計画（全４時間）
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時 目標（◆）と主な活動（【 】，○） ◎評価の観点＜方法＞

【 】＝誌面化されている活動

１ ◆身の回りにはアルファベットの文字で表されているものがあることに気付くとともに，活

字体の大文字の読み方を知る。

【Let's Watch and Think】ｐ．２２，２３

・映像資料を視聴して，アルファベットの様々な表示を見

て何を表しているか考える。

・映像資料の町の中や身のまわりにあるものの中から，児

童が知っている表示を挙げさせ，それぞれが何を表して

いるかについて，考えながら，その名称に出会わせる。

〇教科書の紙面の中に隠れているアルファベットの大文字 ◎活字体の大文字とその読み方

を見つける。 を知り，慣れ親しむ。

・紙面の中からアルファベットの大文字を見つけさせ， ＜行動観察・ふり返りカード＞

ＦＥＴと一緒にその読み方を確認する。

【Let's Sing】ＡＢＣ Song p．２３

〇音声に合わせてABC Songを歌う。 ◎身の回りには活字体の大文字

・デジタル教科書を使い，黒板のアルファベットの大文字 で表されているものがあること

を指し示しながら一緒に歌う。 に気づく。

〇本時の活動を振り返る。 ＜行動観察・ふり返りカード＞

２ ◆活字体の大文字とその読み方に慣れ親しむ。

【Let's Sing】ABC Song p．23

〇音声に合わせてABC Songを歌う。

・デジタル教科書を使い，黒板のアルファベットの大文字

を示しながら一緒に歌う。

○A～Zのアルファベットの文字の読み方を順番に言う。

〇ポインティング・ゲーム（Ａ～Ｚ）を行う。

・個人で行う。

・教科書の巻末アルファベットカードのページを使用す

る。（切り離さない）

【Let's Play】p．24

〇アルファベットの文字の形に着目して，自由に仲間分け ◎活字体の大文字とその読み方

し，その理由を発表する。 に慣れ親しむ。

・アルファベットの文字の形への認識を深めさせる。 ＜行動観察・ふり返りカード＞

（直線のみ，曲線のみ，左右対称，大文字と小文字が一緒
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など）

〇本時の活動を振り返る。

３ ◆自分の姓名の頭文字を知り，簡単なやり取りをする。

○ A～ Zのアルファベットの文字の読み方を順番やばら

ばらにして言う。

【Let's Sing】ABC Song p．23

〇音声に合わせてABC Songを歌う。

○「What's this？」ゲームを行う。

〇ビンゴ・ゲームを行う。（３×３）

・ビンゴカードを配る際，児童一人ひとりと「Here you

are．」「Thank you．」「You're welcome．」のやりとりを

しながら渡す。

【Activity】p．25

○自分の頭文字を知り，自分の名刺をつくる。

・友達に自己紹介をするための名刺をつくる。

○名刺をつくる際，児童一人ひとりと「”○”and”△”， ◎簡単なやり取りをする表現

Please．」「Here you are．」「Thank you．」「You're に，慣れ親しむ。

welcome．」のやり取りをしながら頭文字を渡す。 ＜行動観察・ふり返りカード＞

〇本時の活動を振り返る。

４ ◆相手に伝わるように工夫しながら，自分の姓名の頭文字を伝える。

【Let's Sing】ABC Song p．23

本 〇音声に合わせてABC Songを歌う。 ◎アルファベットの大文字とそ

○「What's this？」ゲームを行う。 の読み方や形に慣れ親しむ。

時 【Activity】p．25 ＜行動観察・ふり返りカード＞

〇隣同士で自分の名前と頭文字を紹介しながら名刺を渡

す。「Hello．I'm ～ ～．」「”〇”and”△”．」 「Here

you are．」「Thank you．」「You're welcome．」

〇友達の姓名の頭文字を知り，名刺をもらって教科書には ◎相手に伝わるように工夫しな

る。 がら，自分の姓名の頭文字を伝

〇本時の活動を振り返る。 えようとする。

＜行動観察・ふり返りカード＞
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８ 校内研究との関わり

（１）児童の興味・関心のある題材の設定

今まで，ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字を学習してきた児童にとって，アルファベ

ットを知ることは，新たな文字との出会いである。身の回りにあるアルファベットに気づい

ていても，その読み方に着目していなかった児童が，本単元を通してアルファベットに親し

む機会となる。ローマ字で習った自分の名前は，アルファベットを使うと頭文字になること

を知り，児童はよりアルファベットを身近に感じることができ，興味・関心を引くことがで

きると考える。名前のいろいろな表現を知ることで，外国の文化に触れる機会にもしていき

たい。

（２）相手意識，目的意識を持たせるコミュニケーション

英語と出会ったばかりの３年生の中で，最初から堂々と英語を使い，楽しんで言葉のやり

取りができる児童は少ない。「失敗したら恥ずかしい」「うまく英語が話せるだろうか」と

不安が大きくなかなか積極的にやり取りできない児童もいるだろう。しかし，ふり返りカー

ドの感想からは，英語を話すことへの憧れや期待が大きい児童が多いことが分かる。児童同

士のコミュニケーションは，本単元が初めての活動となる。不安な児童のモデルとして大切

なのが，学級担任の英語に対する向き合い方である。普段，日本語で授業を行っている担任

が間違っても積極的に英語を話そうとしている姿を見せることで，「間違ってもいいんだ」

という雰囲気をつくっていきたい。そして，同じ言語材料を用いて，繰り返しやり取りをす

る機会を設けることで，多くの児童が安心してコミュニケーションできるような活動につな

げていきたい。

（３）授業の流れのパターン化

英語をすでに習っている児童と初めて習う児童との個人差がみられるので，苦手意識をも

つことなく活動できるように配慮することが大切である。指導者は，単元計画を立てる際に，

高学年の授業である教科としての「外国語科」に向けて，あいさつ→ふり返り→歌やチャン

ツ→目的をもったゲーム→ Play・Activity →本時のふり返りという流れを意識した。授業の

流れをある程度パターン化させスモールステップを踏むことで，児童が自信をもって活動に

参加し，新たな活動に取り組みながら英語に慣れ親しませるようにしたい。

９ 本時の授業（４／４時間）

（１）日時 平成３０年１１月１９日（月）

（２）場所 ３年２組教室

（３）目標 ・アルファベットの大文字とその読み方に慣れ親しむ。

・相手に伝わるように工夫しながら，自分の姓名の頭文字を伝えようとする。

（４）展開

時間 児童の活動 指導者の活動 ◎評価方法 準備物

５ 【Greeting】 ・元気よく児童とあいさつをして，明るい

分 ○あいさつをする。 雰囲気で活動を行えるようにする。
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・How are you？ ・個別に数名の児童に挨拶をする。

→I'm good./I'm happy./I'm sleepy.

○大文字とその読み方が一致するよう ・ＦＥＴの発音に続けて，担任も大きな声

に，ふり返りをする。 で一緒に練習する。

・順番に・ばらばらにして

２ 【Let's Sing】ABC Song ・児童と一緒に歌う。 デジタ

分 ・音声に合わせて歌う。 「Let's sing together!」 ル教材

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z．

Happy，happy，i'm happy．I can sing my ABC．

５ ○「What's this？」ゲームを行う。 ・教科書 p22.23 を開かせて，アルファベ

分 ・Ａ～Ｚのカードを隠しておき，一部 ットの形のヒントにさせる。

を少しずつ出しながら，「What's ・アルファベットの形に着目させて，活字

this？」と聞いて，どのアルファベ 体の大文字とその読み方に慣れ親しませ

ットか当てる。 る。

・出題はＦＥＴと担任が交代で行い，今日

のToday's Goalにつなげる。

2 ○今日のToday's Goalを確認する。 やり取

8 りのモ

分 工夫しながら，自分のイニシャルを友だちに伝えよう。 デル

【Activity】p．25 ・ＦＥＴと担任が活動のモデルを示し，や

〇隣同士で自分の名前と頭文字を紹介 り取りの順序が分かりやすいように，黒

しながら名刺を交換し合う。 板に提示する。

Ｃ１：Hello．

Ｃ２：Hello．

Ｃ１：I'm ～ ～． ”○”and”△”．

Here you are．

Ｃ２：Thank you．

Ｃ１：You're welcome．

○隣同士が終わったら，自由に学級の中 ◎アルファベットの大文字とその読み方や
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で名刺交換をする。 形に慣れ親しむ。【慣】

・男子２人・女子２人と交換することを

確認する。 ◎相手に伝わるように工夫しながら，自分

○友だちの名刺を自分の教科書にはる。 の姓名の頭文字を伝えようとする。【コ】

５ ○本時の活動を振り返り，カードに書 ○分かったこと・気づいたこと・できたこ

分 く。 となど具体的に書くよう促す。

（５）評価規準

・アルファベットの大文字とその読み方に慣れ親しめたか。【慣】

・相手に伝わるように工夫しながら，自分の姓名の頭文字を伝えようしたか。【コ】

＜成果＞

・自分のネームタグから、ローマ字表記を知っている子どもたちが、より簡単に名前を表せるイ

ニシャルに着目し、自分や友達のイニシャルを知りたいという意欲をもたせることができた。

・授業の流れをパターン化することで、子どもたちが授業の見通しをもった活動をすることがで

きた。

・ゲームや歌を通して、子どもたちがアルファベットに興味をもって活動できていた。

・ゲームから自然に今日のアクティビティにつなげられていて、内容に無理なく入っていってよ

かった。

・担任は流れを、ＦＥＴは発音を中心に、と役割分担をはっきりさせた授業を展開することがで

きた。

＜課題＞

・子どもたちに見本を示すだけでなく、実際に子どもたちに発話させる時間をたっぷり取ること

も必要である。１時間の中の発話量を意識した授業を展開したい。

・自信のない子どもたちには、ジェスチャーを交えるなどの手立てをすることで、より意欲的に

活動できるのではないか。そのためには、事前のインプットをたくさんさせたい。

・子どもたちの活動に差ができたため、イニシャル交換が早く終わった子どもに対して、さらに

どのような活動を仕組めばよいかまで考えておく必要があった。
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＜資料＞

【 板 書 】 【会話の流れ】

【会話のはじまり】 【会話のおわり】 【 会 話 】
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【３ ブロック全体の成果と課題】

目標の観点 検証場面・検証の方法

①外国語に慣れ親しみ，様々な活動に興味関心を ・授業の中での様子

もつ姿が見られたか。または見られるようになっ ・ワークシートや振り返りシートの記

たか。(主体的に学ぶ力) 述の内容やその比較

【成果】

・ゲーム・チャンツ・ソングを取り入れた活動は，いずれも児童の興味をもつことにつながり，

楽しく活動できた。また，既習の学習内容には意欲をもって取り組み，子どもの主体的な活

動へとつながっている。

・ＦＥＴの存在は大きく，新しい学習への向上心も高く，子どもの意欲化につながっている。

また，技能の向上にもつながっている。

・担任が英語であいさつしたり，話しかけたりすることで，児童も少しずつ親しんできて，自

分から進んで使おうとする姿も見られてきた。

【課題】

・学期に履修する時間数が少なかったので，児童の学習内容の定着にはあまり効果的ではない

と感じた。

・英語への抵抗感がある児童に対しても工夫をしていく必要を感じた。

年間（移行期間）１５時間の実施ということで，なかなか学習内容の定着を図ることはで

きなかったものの，３．４年生の外国語活動では，ゲーム・チャンツ・ソングを取り入れた

活動は，いずれも児童の興味をもつことにつながった。また，活動するにあたっては，それ

らは有効な手段となることが検証できた。また，ＦＥＴの存在は大きく，学習環境づくりと

してＴ１・Ｔ２の指導体制は児童の学習意欲を高めていることがワークシートからも見とれ

た。

②人とコミュニケーションを図り，学び合う姿が ・授業の中での様子

見られたか。または見られるようになったか。(相 ・ワークシートや振り返りシートの記

手意識を持ち，人と関わり学び合う力) 述の内容やその比較

【成果】

・授業構成上，コミュニケーションする場面を設定することで，活用場面が明確化され，日常

生活の中でも活用する姿がみられた。

・ＦＥＴとかかわったり，練習場面を多く設けたりすることで，自分なりに真似してみたい，

できるようになりたいと思う気持ちをもって，表現しようとする姿が見られた。

・実際に動いて活動することには楽しさがあり，名刺交換等進んで取り組めた。
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【課題】

・コミュニケーションをとる場面設定を考えたり，工夫したりするのが難しい。

・相手意識をもち，学びあうところまでは達していない。聞き取ることが不十分であるため，

伝えることのみに終止してしまっている。

コミュニケーション能力の素地を養う点においては，ＦＥＴとかかわったり，練習場面を

多く設けたりすることは，相手意識をもちながら実践的できる学習の場となり，子どもたち

の表情からして効果的であると感じた。しかし，まだまだ，挨拶からはじめる会話（コミュ

ニケーション）の活動が定着していないため，戸惑う児童も多い。その意味で，聞き取るこ

とも不十分であり，相手意識をもち，学びあうところまでは達していない。経験値が必要と

思われる。

③自分の思いを伝えられ，達成感を感じられてい ・授業の中での様子

たか。または感じられるようになってきたか。(自 ・ワークシートや振り返りシートの記

己実現しようとする力) 述の内容やその比較

【成果】

・ＦＥＴにかかわろうという児童が増え，ＦＥＴと会話が図れたことで達成感へとつなげられ

た。

・日常生活の中でも英語表現を活用しようとする姿が見られた。

・ＦＥＴに対して，何か伝えたいという思いから，声をかけたり，かかわったりする場面があ

り，充実した活動になっていると考えられる。

・英語が喋れたことを嬉しそうにしていた。授業開始当初のころとは，表情が違っていた。

【課題】

・自己実現・達成感を味わわせるためには，場の設定と練習量の確保が必要だと思う。しかし，

外国語以外の教科の時間で，英会話の場面をつくることは，みんなで確認していくことが望

ましい。なんでも英語で話していくことがいいことなのか・・・。

ＦＥＴに対して何か伝えたいという思いから，自分から進んで声をかけたり，かかわった

りする場面があり，ＦＥＴと会話が図れたことで達成感へとつなげられた。また，日常生活

の中でも，英語表現を使おうとする児童，英語表現での問いかけに動じずに返答する児童が

見られてきた。それらの点からすると，児童が自己表現をする手段の一つに外国語（英語）

がなりつつある現状も見えてきた。しかし練習の場の確保という点では有効だが，外国語活

動以外の学習・生活の場面で何でも英語を使っていくということには，今後，検討の余地が

あると考える。


