
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度から小学校では、中学年に外国語活動、高学年に教科としての外国語が導入されます。現在は移行期間中で、

現行の学習指導要領に新学習指導要領の内容の一部を加えて、必ず実施することとなっています。教育課程上、移行期間

中は３・４学年では最低 15時間、５・６学年では現行の外国語活動 35時間に最低 15時間を上乗せして、50時間は外国

語活動を実施することになっていますが、高知県では本格実施を見据え、約７割の小学校で３・４学年で 35時間、５・６

学年で 70時間の授業を実施していると聞いています。 

 

○ 現行指導要領における小学校外国語活動の目標 

小学校外国語活動の目標は三つの柱から成り立っています。 

 

 

 

 上の三つの柱を踏まえた活動を統合的に体験することで、中・高等学校などにおける外国語科の学習につながるコミュ

ニケーション能力の素地をつくることが求められます。 

 

○ 新学習指導要領における外国語活動・外国語の目標と育成を目指す資質・能力 

 外国語活動の目標 外国語科の目標 

 

 

 

 

 

 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、

コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり

育成することを目指す。 

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、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成

することを目指す。 

知識 

及び 

技能 

外国語を通して、言語や文化について体験的に理解を深め、

日本語と外国語との音声の違い等に気付くとともに、外国語の

音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。 

 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、

日本語と外国語との違いに気付き、これらの知識を理解するとともに、

読むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読むこと、話すこと、書

くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な

技能を身に付けるようにする。 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

 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などを伝え合う力の素地を養う。 

 コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡

単な事柄について、聞いたり話したりするとともに、音声で十分に慣れ

親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり、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うことが

できる基礎的な力を養う。 

学びに向かう

力、人間性等 

外国語を通して、言語やその背景にある文化に対する理解を

深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を養う。 

 外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、

主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養

う。 
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 新学習指導要領において、小学校外国語活動ではコミュニケーションを図る資質・能力の｢素地｣を育成し、小学校外国

語ではコミュニケーションを図る資質・能力の｢基礎｣を育成することが目標とされており、中学校への接続が重要視され

ています。また、全ての教科の目標が育成を目指す資質・能力の三つの柱（①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力

等、③学びに向かう力、人間性等）に沿って示されています。 

 さらに「言語活動を通して」、ということが求められています。児童が外国語を使って自分や相手の考えや気持ちを表現

したり聞いたりする言語活動が授業の中心となるということです。相手の発する外国語を注意深く聞いて何とか相手の思

いを理解しようとしたり、もっている知識を使って相手や他者に外国語で自分の思いを何とか伝えようとしたりする体験

を通して、言語への興味・関心を高めていく。「これって何て言ったらいいんだろう」「どう話したら相手に伝わりやすい

のかな」と考えたり、もどかしさを味わうこともコミュニケーション能力を身に付ける上では大切なことだと考えられて

います。そのために、教員は目的を明確にすることや適切な場面や状況等を設定をすることに留意しなければなりません。

言語活動において国語科や音楽、図画工作など他教科や学校行事と関連付けるなどの工夫も小学校は他校種よりも考えや

すいのではないでしょうか。小学校の外国語教育における「学び」とは「コミュニケーションを行うこと」であり、「相手

意識を育てる」ことが大切であるということを頭において授業づくりを進めていくことが肝要です。 

 

○５領域の指導 

小学校外国語活動・・・「聞くこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」の３領域 

小学校外国語・・・「聞くこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「読むこと」「書くこと」の５領域 

 詳細については新学習指導要領の解説を読んでいただきたいですが、５・６年生の小学校外国語では「読むこと」と「書

くこと」の指導が入ってきます。 

 

「読むこと」 

ア 活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音することができるようにする。 

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにする。 

                （新学習指導要領「読むこと」の目標） 

 目標のアは、アルファベットの文字の名前が分かるようになることを意味しており、例えば「A」と書かれている文字を

みて［ei］（エイ）と発音することができればよいということです。 

目標のイは、綴りを暗記するということではなく、何度も言い慣れ、聞き慣れをした単語について、例えば、「fruit」

という文字がイラストと一緒に提示されたりしたときに、音が想起できて意味が分かるようになることを求められていま

す。普段聞いたり、言ったり英語の文字はこんなふうに書くんだなという体験を通して、児童が文字と音の関係に少しず

つ近づけるようにしていくということです。あくまでも「体系的なフォニックス指導を通して新しく出会った単語でもす

らすら読めるようにする」ということではないということに注意が必要です。 

 

「書くこと」 

ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるようにする。また，語順を意識しながら音声で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すことができるようにする。 

イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を

用いて書くことができるようにする。 

（新学習指導要領「書くこと」の目標） 

 目標のアは、「大文字及び小文字を活字体で書くことができること」「語順を意識しながら、語と語の区切りに注意して、

音声で慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すことができるようにすること」を示しています。 

目標のイは、「英語で書かれた文、又はまとまりのある文を参考にして、その中の一部の語、あるいは一文を自分が表

現したい内容のものに置き換えて文や文章を書くことができるようにすること」を示しています。例えば「I want to be 

a baker.」という文を参考に、先生になりたい児童が「I want to be a teacher.」などと自分のことに置き換えて書け

るようになるということを意味しています。スモールステップでの書く活動を通して、児童が負担を感じずに英語で自己

表現をする楽しさを感じて欲しいものです。 

 

○移行期間中の学習評価の在り方 

最後に、現在は移行期間になりますので、今年度の学習評価についての留意点を示します。 

 

 

 



 

移行期間中における学習評価の在り方については、移行期間に追加して指導する部分を含め、現行小学校学習指導要領

の下の評価規準等に基づき、学習評価を行うこととし、移行期間における外国語活動に係る指導要録の取扱いについては、

次のとおりとすること。 

(1) 移行期間における第３学年及び第４学年における外国語活動に係る指導要録の取扱いについては、総合所見及び指導

上参考となる諸事項を記録する欄に、児童の学習状況における顕著な事項を記入するなど、外国語活動の学習に関する

所見を文章で記述すること。 

(2) 移行期間における第５学年及び第６学年における外国語活動に係る指導要録の取扱いについては、引き続き、現在の

取扱いと同様とし、外国語活動の記録の欄に文章で記述すること。なお、外国語活動については、引き続き、数値によ

る評価は行わないこととし、評定も行わないものとすること。 

 

＜参考文献＞ 

「小学校学習指導要領解説 外国語活動編」（文部科学省 平成20年） 
「小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編」（文部科学省 平成 29年） 
「平成 31年度若年教員研修のしおり 子どもと生きる」（高知県教育センター） 
「『We Can!』『Let's Try!』を有効に活用するために」（アレン玉井光江 教室の窓 vol.56 東京書籍 2019.１）  
「初等教育資料」（東洋館出版 平成 29年 11月） 

 

 

 

 

 

先行事例研究のすすめ 

                                 東部教科研究センター 久保 博行 

 

東部教科研究センターは、授業研究・教科研究活動を支援する施設で、授業づくりや教材作成に関する相談に対応して

います。 

さて、学習指導要領の移行期間となり、授業研究をされる機会も多くなっていることでしょう。今回の改訂では、教育

課程全体や各教科の学びを通じて、何ができるようになるのかを問う観点から資質・能力を総合的に育むことが求められ

ており、その趣旨を踏まえた学習指導案を作成される際には、学習指導案や研究論文の先行事例を研究することも大切で

す。 

先行事例を十分研究されて、事前調査による児童・生徒の考え方、上手くいった指導法や残されている課題、児童・生

徒はどのように理解しているか、あるいはその単元でのつまずきの報告、活動の方法、教材の工夫、その教材のよさ、課

題を参考にして学習指導案の作成に活かしてください。また、すでに実践されていると思いますが、参考にした文献等は、

学習指導案の最後に「参考・引用文献」として掲載し、授業後に行った研究討議の結果を加味して、次にこの単元を指導

する教員の参考となるようにしておくと、実践がつながっていくことでしょう。 

現在はインターネットの検索によって、先行事例はとても手に入れやすくなっています。下記に検索エンジンによる先

行事例の収集方法について紹介します。 

 

１．「全国の学習指導案」を検索 

何番目かに「教育センター 学習指導案のオン 

  ライン閲覧の可否」という項目が表示されます。 

このホームページには、全国の教育センターの学 

習指導案の閲覧可能状況がわかります。 

 

２．「国立教育政策研究所」を検索 

このホームページの「検索・閲覧」では、日本 

  で発行された教育関係の学術論文や教育実践論文 

の検索ができ、画像で内容を紹介しているものも      【国立教育政策研究所 検索・閲覧】  

あります。 

まな netの玉手箱 



講座のお知らせ 

日 月 火 水 木 金 土

1 　　2※ 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

８月

３．高知県教科研究センターを検索 

   県内の教育資料が検索できます。（教育ネットのみ可能） 

                                                          

４．採択となっている教科書会社を検索（ID、パスワードが必要ところもあります。）  

実践研究論文、学習指導案、学習プリント、動画等資料は豊富です。 

  ・東京書籍の「東書 eネット」、教育出版、大日本図書、日本文教出版、学校図書、三省堂、帝国書院等  

                   

５．Youtubeを検索 

このホームページで「文科省 授業」として検索すると、全国の優れた授業を視聴できます。 

 

 

 

 

あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 

 

８月までの講座予定  

 ●基礎講座 ＜基礎講座Ⅱ＞講義・演習 模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり 

        ７月 27日（土） 高知県教育センター・大方高校 

●専門講座Ⅰ＜ＮＩＥ＞ 授業に新聞づくりを活用する 

       ８月 31日（土） 高知県教育センター 

 

異常気象による教科研究センターの閉室について 
教科研究センターの所在する地域に、暴風警報が発令されている場合、その日は閉室します。  

また、台風の接近等が予想される場合には、警報発令前でも、閉室することがあります。 

この場合は、教科研究センターのホームページに掲載し、公立学校及び市町村（学校組合）教育委員会、 

教育研究所（教育センター）あてに電子メールを送信します。 

 

 

夏季休業期間中の教科研究センターの利用について 
夏季期間：７月 20日（土）～８月 31日（土） 月火・木金 10：45～18：00  土曜 10：00～16：00                         

閉室期間：８月９ 日（金）～８月 15日（木）  ※本部は８月２日（金）に、臨時閉室します。 
 

 

 

                         …閉室日 

…夏季期間（平日 10:45～18:00、土曜日 10:00～16:00） 

                          ◇その他通常どおり◇ 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

７月
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土曜日は、出入口が南東一箇所ですので、よろしくお願いします。 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/entrance.pdf に掲載しています。 
  

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

 

教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

５月の利用者状況  ５２５名 

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

 

 

 

教科研究センター（本部）の土曜日の出入口について 

教科研究センター（本部） 高知県教育センター２階（高知市大津乙 181）   TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－36）      TEL/FAX 0887-34-8051 

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川 2410－７） TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター   幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通 19）          TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。 

開室時間：月火･木金 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

                                   

速 報 

こちらからいつでもまなnetを閲覧できます。 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

