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◎平成29年3月31日 新学習指導要領 告示

→ 小学校における外国語教育の教科化（H32年より実施）

3・4年生 5・6年生

背景１．小学校外国語の教科化

【外国語活動】

【外国語活動】 【外国語科】

H32年３月
まで

H32年３月
から

35時間

70時間35時間

「話す・聞く」活動を中心に
英語に慣れ親しむ

「話す・聞く」活動を中心に
英語に慣れ親しむ

「話す・聞く」活動を中心に
「読む・書く」活動にも慣れ親しむ

検定教科書、成績の導入



背景2. 教師の抱える指導不安

◎小学校外国語活動実施調査（文部科学省 2015）

Q. 現在、外国語活動を担当しているのは・・・

学級担任：73.5％

Q. 外国語活動に対する意識 そう思う・ややそう思う割合（％）

・自信を持って指導している・・・34.6％

・準備などに負担感がある ・・・60.8％

・英語が苦手である ・・・67.3％

→ 英語を教科として指導できる小学校教員の養成が急務



外国語活動は音声中心

教員の発音指導の不安軽減が課題

背景2. 教師の抱える指導不安

◎チェンら（2013）：外国語活動を担当する教員の意識調査

・不安な点 ……「発音」（38％）が最も多い

小学校

音声を中心とした学び

中学校

文字の学習

×
円滑な接続
できていない

◎小学校学習指導要領解説 外国語編（平成29年）

課題



背景3. 外国語教育におけるICT活用

◎グローバル化に対応した英語教育改革実施計画
（文部科学省 2013）

「ICT活用による英語教育の推進」
・デジタル教材等の開発
・ICT環境整備

→ デジタル教材（Hi,friends! / 東京書籍）の活用

◎教科指導における教員によるICT活用
（教育の情報化に関する手引／文部科学省，2013）

映像や音声等の情報の提示
→（効果）・児童の興味関心の向上

・学習内容を分かりやすく説明

の積極的推進



本研究の目的

教育学部生を対象に発音学習教材を中心とした

ICTを活用した授業実践・評価

教員が抱える外国語科の指導不安を軽減

課題

《 目的 》



公立小学校における実態調査１

【授業参観】 ◇現場でどのような授業が行われているか知る

対象 長崎市立s小学校 5年1組（30名）

内容 “What’s this ?”（ Hi, friends!，Lesson7）

めあて
“What’s this ?” を使って友達と楽しく
ゲームをしよう！

電子黒板を使って発音の練習
をしている様子

（デジタル版Hi, friends!）

絵カードでアクティビティを
しながら“What’s this ?”の

表現に慣れ親しんでいる様子



公立小学校における実態調査１

◎外国語活動の授業の様子



公立小学校における実態調査２

【現職教員へのインタビュー】

（2）指導する際の不安・困難な点

・発音、スペリング、文法など

・小学校教員は英語の免許を持って

いない人が多い

→児童と一緒に外国語を学んでいく

姿勢が大切

（3）指導する際の留意点

・テンポのよい授業を目指す

・TT授業でもHRTが授業を仕組む

・補助教材の工夫

（4）ICTの活用について

・ALT不在時の発音の不安

→ 電子黒板やCD等のICT機器

・電子黒板は、視覚的にも効果的

（1）外国語の教科化について

・外国語科は必要な教科

・日本人は英語を毛嫌いする傾向

・小学校からコミュニケーション

ツールとしての英語を学ぶことで、

苦手意識がなくなることを期待



対象：教育学部4年生 17名

授業実践

《授業実践の流れ》



発音学習教材の制作について

例） 音声データ
（Weblio翻訳）

●画像、文字、音声を一つのスライドに集約

◎ネイティブの発音の音声データ → 発音に対する不安の軽減

◎プレゼンテーションソフト（PowerPoint）→ 身近、手軽

◎簡単にオリジナルの教材が作成可能



調査方法

対象：教育学部4年生 17名

■フェイスシート
・被験者の特性

（英語の免許・資格、海外経験の有無など）

■事前アンケート（４件法）
・外国語の指導に対する不安要素（10項目）

直接確率計算／両側検定で評価

■事後アンケート
・授業実践の評価（４件法）
・教材の評価（４件法）
・本実践の感想（自由記述）…カテゴリに分類し集計

直接確率計算／両側検定



結果・考察１ 事前アンケート

◎外国語の指導における不安について

→ ほとんどの学生が指導において不安を抱えている

不安要素 肯定 否定 検定

発音 17 0 **

授業デザイン 17 0 **

教材活用 17 0 **

語彙力 16 1 **

指導力 16 1 **

文法 15 2 **

スペリング 13 4 *

ALTとのチームティーチング 13 4 *

コミュニケーション能力 12 5 n.s.

異文化理解 11 6 n.s.

**（ｐ<.01） *（ｐ
<.０５）



結果・考察２ 事後アンケート

◎授業実践に関する主観評価（4件法）

質問項目 肯定 否定 検定

1 関心が高まった 16 1 **

2 指導する自信が高まった 16 1 **

3 指導について学ぶ意欲が高まった 17 0 **

4 授業デザインのイメージができた 17 0 **

本授業実践は…
・外国語科指導への関心・意欲を高める
・授業デザインの補助

否定回答者の理由：

苦手意識や不安が強まり、関心はあまり高まらなかった

**（ｐ
<.01）



結果・考察３ 事後アンケート

◎教材に対する主観評価（4件法）

質問項目 肯定 否定 検定

1 作成は容易だった 17 0 **

2 授業で活用したい 17 0 **

3 児童にとってわかりやすい 16 1 **

4 正しい発音に親しむことができる 16 1 **

5 児童の興味関心によって応用可能である 17 0 **

本教材の有用性が示唆

**（ｐ
<.01）



結果・考察４ 事後アンケート

◎本実践の感想（自由記述）

項目 数 具体的な回答例

教材の有用性 15

・児童の身近にネイティブの発音を取り入れられる

・不安な発音も本教材で補える

・授業デザインの工夫ができそう

・児童の興味関心に応じて作れるのがいい

活動に対する情意 9

・とても勉強になった

・ICT活用のいい勉強になった

・ICTで教材を作るという発想が面白かった

活用の期待 9 ・ぜひ授業で活用したい

不安の減少 5 ・発音に対する不安が軽減した

教材の課題 4 ・翻訳された英単語が適切なのか吟味する必要

本教材の有用性 本教材の課題を検討本実践の意義



本研究のまとめ

【目的】外国語科の指導に対する不安軽減を目指した
ICT活用授業の実践と評価

【結果・考察】 学生の多くが外国語の指導に不安を抱える現状

◎本実践は外国語の指導に対する関心を高め，

授業デザインの補助となる

◎本教材は容易に制作でき，発音指導の

不安軽減において有用

【方法】 対象：教育学部生 17名
・アンケートで意識調査・実態調査
・発音学習教材を中心としたICT活用授業の実践と評価

【今後の課題】
本教材の課題の改善，ICT機器の活用能力の向上
児童における本教材の有用性の検討

《公立小学校での実態調査・教員へインタビュー調査》



結果・考察 フェイスシート

◎被験者全員が来年度から教員として働く予定
中学校・高等学校英語の免許は有していない

◎海外経験の有無について
・海外在住経験 ２名／17名中
・海外留学経験 ２名／17名中
・留学以外の海外渡航経験 8名／17名中
→ 被験者の約半数が、海外経験を有している

◎英語に関する資格の有無について
・TOEIC  1名／17名中
・英検 7名／17名中
→ 被験者の約半数が、英語に関する資格を有している

◎外国に対する関心 ある15名／ない2名


