年度より新小学校学習‑

シンポジウムの概要

東京外国語大学教授高島英幸

東京外国語大学大学院八代晃/兵庫県西宮市立高木小学校教諭東野裕子

(平成二三)

六学年で年

欲とは質的に異なる｡実際の児童の姿やアンケ

における課題解決型(プロジェクト型) の外国

小学校教諭の東野による実践発表≒小学校

る状況･課題を設定したタスク的な言語活動

がる内容で文法指導をし､実際に言語を使用す

損なわないように'コミュニケーションにつな

動の方向性を明確に示すことを目的として行わ

ケーションや調べ学習に主体的に取‑組むと同

おいて､児童は実際に外国語を使ったコミュニ

Bookを創ろう｣)

回

東京都足立区指導主事の西月 (｢外国語活動

き姿であると強調した｡
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ート調査からも活動やコミュニケーションに対

する意欲の向上や興味･関心の持続が見られた

(｢小学校における外国語

ということが､･■■.明らかにされた｡

中学校教諭の奥村

小･中学校の連携を踏まえ

活動の方向性と低･中学年における英語を扱う

活動のあ‑方‑

て｣) は'小･中学校の連携をふまえた中学校

での実践に関して､具体的な言語活動を提示し

･て発表を行った｡そのなかで､中学校教員が地

域の小学校での外国語活動の実態を把撞するこ

との重要性に加え､中学校は中学校独自の授業

改善を行う姿勢を強調した｡それは､小学校で

かしながら､完全実施を目前に控えた現在でも､

では'プロジェクト型カリキュラム

培われてきたコミュニケーション能力の素地を

授業内容や教材､ALTや地域の協力者の人材

語活動｣)

(高島二〇〇五年)

教員による実践発表

活用など､多‑の課題が残されている｡こうし

に沿った単元やそのなかでの活動が具体例とと

ると述べた｡それが､結果的に小学校外国語活

吊

た課題の早急な解決をめざし､これまでの実践

もに紹介された｡このカリキュラムでは'児童

動と連携することにな‑､小･中連携のあるべ

｢小学校における外国語

への挑戦｣) は､授業の計画･実施を主に担当

を授業に盛り込むことであ

を振‑返‑､今後の外国語活動の方向性やある

Story

れた公開シンポジウム

時に'他者から評価される経験などを通して協

する学級担任の能力(学級経営力や状況設定力)

(たとえば､｢My

に解決すべき課題

活動の方向性と低･中学年における英語を扱う

同の学びを体験する授業内容が中心となる｡こ

を最大限に生かし､児童が言葉を使いた‑なる

を与え､その解決の過程に

活動のあ‑方｣での発表や議論の内容を総括･

うした体験から得られる達成感･充実感は､歌

ような状況や課題を設定する重要性を主張し

行政の立場からの発表

検討し'来年度からの外国語活動への示唆につ

やゲームなどから一時的に喚起される関心や意

①

いて論じる.

本稿では'二〇10年二月二〇日に外国語活

べき姿を正確に見極める必要がある｡

三五単位時間の外国語活動が必修化される｡し

指導要領が完全実施とな‑､第五㌧

二〇二

東京外国語大学大学院人見徹/足立区教育委貞会外空相活動アドバイザー柿本早紀

ー求められる授業内容とは何か

小学校外国語活動の今後を考える

t符甜寄宿●
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た｡これは'児童を熟知した学級担任でこそ可
能となり､最終的に達成すべき課題を先に設定
することで､授業計画を見通し､カリキュラ

ム･単元に一貫性を持たせることが可能である

シンポジウムからの示唆

小学校外国語活動の将来
‑

(詳細は何を参照).

求められる授業内容

点が求められる

伺

第二の課題は､前項で言及した目標達成に資

する考え方

業構成や活動方法を工夫することが基本であ

が児童の興味･関心に合った題材を選択し'授

する授業内容となっていないことである｡教師

という｡足立区では､こうした学級担任の資質

第一の課題は'外国語活動の目標､つま‑'

る｡つまり､教科･他領域の内容や学習方法を

小学校外国語活動の目標と｢スキル｣に対

が外国語活動においても十分発揮できるよう'

新学習指導要領の謡う｢コミュニケーション能

参考にして児童の知的好奇心や想像力を引き出

吊

校内外での研修の充実や｢外国語活動アドバイ

力の素地｣に関する具体的な理解が不十分なこ

②

の派遣などの行政的施策を行っていると

③

ザー｣

し'児童が主体的･創造的に取り組めるよう､

授業を構成するのである｡

ーション能力｣

た｡また'日本の外国語教育が'｢コミュニケ

きる場面を設定することが重要であると強調し

童が目的を持ってコミュニケーションに参加で

めていないこと｣

の二点をあげ､そのなかで児

験すること｣'②言語知識･技能の ｢定着を求

という領域の特色として①実際に学習者が｢体

教科としての英語の目標と対比し'外国語活動

することが重要だと述べた｡と‑に､中学校の

指導要領に定められる目標の意味を正し‑理解

語活動のあ‑方と方向性｣)

環｣を生み出すことになる｡｢学習した英語が

験が次なる学習への動機づけとな‑'｢よい循

感や充実感が必要不可欠である｡このような経

には､児童の主体的な取り組みから生じる達成

観の育成をよ‑重要視すべきであり､そのため

こうした態度や異なる言語･文化を認める価値

としている｡柔軟性の高い小学校段階でこそ'

音声や基本的な表現への慣れ親しみ｣をその柱

育成'言語や文化への体験的な理解､外国語の

｢㌻｢､ユニケ‑ションに対する積極的な態度の

ケーションに主体的に取り組む体験を通して

児童が目的を持ってさまざまな活動やコミュニ

れている｡この場合は'児童自身が数時間かけ

に､児童が主体的に取‑組めるように盛‑込ま

名前を知り､発音練習をする｣)

語的な練習

調べ学習や

﹃英語ノート﹄を活用した活動､言

その課題解決に必要な､文化二言語にかかわる

が設定される｡単元を構成する一連の授業には､

えば'｢低学年に絵本の読み聞かせをしよう｣)

ラムで'各単元に児童が達成すべき課題(たと

元

(たとえば､｢本に登場する動物の

授業が提案された｡これは､年間四〜五つの単

決型(プロジェクト型)

外国語活動の目標は､スキルの習得ではな‑､

とである｡

(｢小学校外国

のことであった｡

文部科学省教科調査官の直山

とに行われることを意識する重要性を説いた｡

言えること｣が目標となるのではな‑､｢主体的

て作成した絵本を低学年の児童に読み聞かせを

シンポジウムでは'一つの方法として課題解

以下､前述の口頭発表に加え､パネル･ディ

な取り組みや活動から何を感じ､どう対応する

するという課題解決が授業の全体像となる｡

は､新小学校学習

スカッションの内容もふまえ､外国語活動の目

か｣が重要である｡小学校段階においてスキル

の育成という一貫した目標のも

から成るカリキュ

などが体系的

ゝ実施には手間や時間がかか‑過ぎる｣｢﹃英語ノ

これに対して会場から､｢課題解決型の活動

㊨

(一つは平均七単位時間)

カリキュラムに沿った

標と｢スキル｣に対する考え方､求められる授

は最終的な達成目標ではな‑､単元の課題達成

㊨

業内容､教師の役割､異学年とのつなが‑､中

に必要なメッセージ伝達手段の一つと捉える視

①

学校との連携､研修制度について議論してい‑0
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授業の綿密な事前計画･準備を要することは事

施するためには､単元の課題が達成できるよう

意見が出された｡課題解決型カリキュラムを実

‑ト﹄

｢授業構成力と学級経営力｣

か｣

組み込むか｣

て最も重要なことは

扱う領域｣

よって異なることを相互に理解し､それぞれの

目標達成をめざす姿勢が重要であると述べた｡

高学年がオリ';Sナルの絵本を低･中学年に発表

⑧

低･中学年とのつながりについて､東野は､

であり'それに必要な状況設定力に加え､

の達成感だけではな‑､｢相手にうま‑伝える

するプロジェクトの一例を紹介した｡こうした

授業に英語を組み込むか｣が英語を専門として

ためにはどうしたらよいか｣などの相手意識を

(高島二〇〇六年)

ど綿密な授業計画が必要となる｡教材等は､作

いない小学校教員にとっての課題であるが､東

持って取り組むことで､英語がコミュニケーシ

体験によって､高学年の児童は､活動したこと

成しておけば'他のクラスや翌年も使用可能と

野･高島 (二〇一〇年) がその解決策を実際の

ョンの道具であると感じることができる｡同時

｢どのように

｢児童の主体性をいかに引き出す

｢どのように授業に英語を

であることを考えれば'教師にとっ

実である｡しかし､授業の準備に時間をかけな

が求められているのである｡この

なる｡また､﹃英語ノーー﹄ を教科書代わりに

授業に沿って例示している｡

だけで授業を進めていけば十分｣などの

い教師はいないはずであ‑､また､よい授業ほ

扱うだけでは､ほぼすべてのレッスンが｢英語

ーションでのインプットや練習は必要であ‑､

課題解決的な活動のおもしろさを味わうことが

がモデルとな‑､英語に対する関心が喚起され､

に､低･中学年の児童にとっては高学年の児童

り､内容もゲーム的な要素が強く､児童の関心

会場からも｢学級担任の英語力に対する不安｣

できる｡この経験は､今後の英語を扱う活動や

外国語活動において'正確な発音やイントネ

を喚起し持続させるのに必ずしも適切ではない

に関する質問が多‑出された｡その点に関して

を言ってみる｣段階にとどまる構成となってお

ことは'多‑の実践からすでに明らかになって

な達成目標を定め､教科･他領域での学習内容

課題解決型カリキュラムでは､単元の最終的

選定･活用できる能力'児童との信頼関係を築

味･関心を考慮したうえで教科横断的に題材を

用や役割分担が重要である｡むしろ'児童の興

る｡こうした技能の扱いに関する相違点をふま

合的に指導するかを精査することが大切であ

週四時間の授業内容においていかに四技能を総

中学校との連携については､まず､中学校が

外国語活動への意欲につながることになる｡

はt

ALTや英語の堪能な地域の人材などの活

いることである｡

や﹃英語ノート﹄を選択的に練習部分で活用す

‑能力､全人教育的な視点など学級担任として

え､小･中学校が互いの目標に共通する態度や

⑦

るなどして､教師は見通しを持って計画を立て

の資質を生かすことが求められている｡

価値観の育成に向けて実践していくことで､結

ることが可能となる｡このため'児童の主体性

低･中学年とのつながり'中学校との連携

㈲

る｡

果的に連携することが最も望ましいと考えられ

第五､六学年だけに焦点を絞るのではなく､

外国語活動に関して議論するうえで､小学校

を引き出しやす‑なり､何よ‑小学校教育にお

いて重要となる全人教育という視点を授業内容
に反映させることができるのである｡

研修制度の意義

授業や指導の質の向上には､研修を欠かすこ

㈱
いても考える鳥取的視点が必要である｡高島は､

とができない｡そのため､学校外で企画される

低･中学年とのつなが‑や中学校との連携につ

効果的に素地を育成するために､授業の計

連携は一方から他方へと方法や理念を押しっけ

研修に参加する教師が固定化したり､第五､六

教師の役割

画･実施を行う教師の役割は大きい｡外国語活

ることではな‑､指導の重点が学年･学校種に

刷

動が｢英語を教える教科｣ ではな‑､｢英語を

110

教職研修2010.8

r‑rc小学校外国語活動の今後を考えるト‑H‑ト‑】･⊂‑,･‑‑i‑H‑｡け‑‑H,{‑一･‑ト⊂‑1‑1LC‑HコKn皿‑{nTCnrnm,ロtHコ

向は憂慮すべきことである｡今後も'①中核教

学年の教師だけの問題だと捉えられたりする傾
｢外国語活動｣

｢総合的な学習の時間での英語活動｣

課程六年間を通じた全人教育の一環として､
の授業内容を考え､その内容を

ではない'

月が積極的に学校外で行われる研修へ参加し､

普段着で学級担任が実践するときがきている｡

プロジェクト型カリキュラムは､この定義に合致して

いる (詳細は東野･高島二〇〇七年を参照)｡

⑦英語の堪能な人材からの支援を効果的に生かすため
に'課題解決で用いる言語材料を提示するときや活動

⑧この際の低･中学年の授業の取り扱いについて､シン
ポジウムにおいては､特例枚などを除き'低学年では

に配置されることが望ましい｡

の発表など'｢英語を話すモデル｣が必要となる場面

①本シンポジウムは'平成二一年度免許更新講習開設事

余剰時間'中学年では総合的な学習の時間を当てるこ

が司会者

ことに留意する必要がある｡
(引用文献)

Press.

英語のタスク活動とタ

外国語活動編﹄

Language acquL'S]'t).on.Oxford⁚Oxford University

@D6rnyei.Z.(2009).The psychology ofsecond

二〇〇八年､東洋館出版社｡

⑦文部科学省﹃小学校学習指導要領解説

える!｣､﹃英語教育﹄ 二〇一〇年四〜九月号連載｡

⑤東野裕子･高島英幸﹃小学校におけるプロジェクト型
英語活動の実践と評価﹄ 二〇〇七年､高陵社書店｡
⑥東野裕子･高島英幸｢プロジェクトが小学校英語を変

㌧成﹄ 二〇〇六年､教育開発研究所､六八〜七一貫｡

④高島英幸｢英語科に求められる教師の力量形成とは｣､
田中耕治 (編) ﹃カリキュラムをつ‑る教師の力量形

スク1三四の実践と評価﹄二〇〇五年'大修館書店｡

③高島英幸(編著)﹃文法項目別

一九九五年､東京大学出版会､一四三〜一六三頁｡

佐伯肝･藤田英典･佐藤学 (編著) ﹃学びへの誘い﹄

②佐藤学｢学びの文化的領域⁚カリキュラムの再構築｣'

〇七年､成美堂､一一四〜二一四頁｡

‑テングの進め方｣'岡秀夫･金森強(編著) ﹃小学校
英語教育の進め方‑｢ことばの教育｣として﹄ 二〇

①兼重昇｢指導者と指導形態､よりよいティームエアィ

の趣旨に合致している

業費等補助金による援助を受け'東京外国語大学にお

(東京外国語大学)

(本文中の発表者の敬称は省略)0

と定義されている｡

習の時間の｢英語を扱う活動｣

とになるとのことであった｡後者の場合'総合的な学

として参加した

そして､高島英幸教授

区教育委員会)､直山木端子教科調査官(文部科学省)'

いて開催された｡教員の立場から'東野裕子教諭
(西宮市立高木小学校)､奥村耕一教諭 (横浜市立旭
中学校)'行政の立場から､西月裕武指導主事 (足立

(注)

その内容を校内で伝達することに加え､②学校
研究として外国語活動を扱う､③第一〜四学年
の教員が第五､六学年の教材づく‑を行うなど

の方法で､外国語活動を学校全体の問題として
捉えてい‑必要がある｡また､小･中学校の相

互理解を促進するために､互いの授業を観察し
合うことなども有益だと考えられる｡
*

卑)の手法は｢バックワード･プテンニング｣とも呼ば
れ､その重要性が指摘されている(兼重二〇〇七年)0

本稿では､シンポジウムの内容をもとに小学
校外国語活動のとるべき方向性を示してきた｡

見通しのある一貫した授業計画を作成するためには､
達成すべき目標を具体的に定めることが重要である｡

これまで多‑の実践･研修を通し､小学校教員

③足立区では､平成二一年度より小学校へのネイティ
ブ･スピーカーの派遣を廃止し､日本人で英語の堪能

は自校の児童にとって適切な授業内容とは何か
を判断できる力を備えてきてお‑'扱う題材や

な人材が｢外国語活動アドバイザー｣として派遣され'

(文部科学省二〇〇八年)

⑥佐藤(一九九五年)は､カリキュラムを｢学びの経験｣

とが示されている (DGmyei2009:265).

側面よりも心理的な態度や動機づけについて現れるこ

⑤理論的にも'外国語教育導入の早期化の効果は言語的

養う｣

態度の育成を図‑､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

を深め､積極的にコミュニケーションを図ろうとする

④｢外国語を通じて､言語や文化について体験的に理解

カリキュラム作成支援､英語支援などを行っている｡

活動内容を取捨選択すべき時期を迎えている｡
その際に'新学習指導要領の趣旨に合う具体的

な目標を立て､カリキュラム･単元全体を見通

しながら授業･活動を精査できれば､学級担任
は自信を持って授業に取‑組めるはずである｡
同時に'児童はさまざまな主体的体験を通し

て自己や他者への理解を深め､それによ‑外国
語活動だけでな‑全教科‑領域に共通して有益

と捉え､大きな主題に向けて取り組むプロセスやそれ

るのである｡中学校との連携を視野に入れなが

の枠にとらわれない全人教育の必要性を説いており､

自体の楽しみを重要視するカリキュラム､さらに教科

であるコミュニケーション能力の素地が養われ

ら､教科･領域の枠にとらわれず､小学校教育
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