
初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 外国語活動Ａ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：広陵東小 山中 真美 

１．模擬授業の概要 

Let’s try! Unit7 What do you want?(４年) Small Talk について 

 学習活動 児童の活動 留意点 評価 
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1 Greeting 

2 small talk 

(1)シルエットゲーム 

 

 

 

(2)キーワードゲームを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)What’s in the box? 

はてなボックスの中に

あるのはどんな野菜や

果物か当てる。 

 

 

 

 

 

 

(4)small talk 

A:Today is my brother’s 

birthday.  

Let’s make a birthday 

cake!  

I want to make a 

birthday cake. 

B:What do you want? 

A:I want -, please. 

B:How many? 

A:-, please. 

①日本語でも英語でも発音が似

ているものを見て当てる。 

②日本語と英語で発音やイント

ネーションの違うものを見て

当てる。 

 

①野菜や果物の言い方を復習す

る形で、教師の後に続いて発

音する。 

②決められたキーワードが発音

された時には、指定された動

きをする。（手をたたく、頭の

上に手をおく、など） 

③キーワードが複数になる。 

 

 

① 一人は、はてなボックスに手

を入れて野菜や果物を触り、

それが何か予想して当てる。 

② 他の児童は、予想している児

童に、はてなボックスの中に

ある野菜や果物のヒント（色

や形など）を教える。 

③ 予想している児童は、中身が

分かったら英語で答える。 

 

・短い会話を聞き、本時のめあて

を確認する。 

〇カタカナ読みではなく、

英語のイントネーション

を意識させる。 

〇児童から出させる。 

 

 

○最初はゆっくり始め、

徐々にスピードを上げて

いく。 

○リズムよく行う。 

○児童たちにとって慣れ親

しみのない単語や、発音

が少し難しいと考えられ

る単語はキーワードにし

ない。 

 

〇色や形などのヒントは、

英語での言い方が分から

なければ日本語でもよ

い。 

 

 

 

 

 

 

○スモールトークを見せる

ことで、好きな食材を選

ぶという本時の課題をつ

かませる。 

 



A:Here you are. 

B:Thank you. 

A:You’re welcome. 

 

２．協議のまとめ 

①授業者・メンバーからの補足 

・Small talk とは何なのか考えながら授業を考えた。児童が楽しめることを一番に考えた。 

・どの活動も果物、野菜の言い方を知った後に行うことを前提にしている。 

 

②よかったところ 

・Small talk といっても活動が中心なので、普段英会話を習っている児童も飽きずに参加できる。 

・What’s in the box?のような小道具があると児童も盛り上がる。 

・キーワードは手を叩くのではなく、消しゴムを使ってゲーム性を高めるなど、様々なバリエーションで活用で

きる。 

・導入でゲーム的な活動をすると雰囲気作りに効果的。 

 

③疑問点 

a ゲーム的な活動は Small talk になるのか。 

b どんなものが Small talk といえるのか。 

c Small talk の位置付けが難しい。 

d What’s in the box?では日本語でヒントを与えてもよいのか。 

 

３ 奈良教育大学 前田康二先生の指導助言 

①疑問に対する回答 

a 興味付けの段階でゲームを行うのはおもしろい。→ゲーム的活動も Small talk といえる。 

b Small talk とは小話・今日使う表現を実際にどう使うかを紹介するためのもの。 

c 新出表現を、場面からどのように使うのか考えさせ、理解させることが大事。 

d 導入の段階で、知っていることをたくさん児童から出させたい場合は日本語でもかまわない。「じゃあ英語で

は？」と問い返すこともできる。単語や表現を学んだ後であれば英語をできるだけ使わせるといい。 

 

②それぞれの Small talk について 

・初めて果物・野菜の英語での言い方を学ぶといっても、児童は和製英語やカタカナ英語で外来語に日常的に触

れている。（ある小学校では小学生でも８００以上の外来語を知っていた。）Small talk では児童のそのような知

識を引き出し、英語の発音との違いに気付かせるなどしながら、学習する内容と結び付けることが大事。 

・理解しにくい児童もいるため、教師と ALT、教師と児童全体だけでなく、児童同士のやりとりから、どれだけ

理解できているか把握することも大切である。 

・シルエットクイズでは、“What color?”なども尋ねると学習が深まる。またはカラーで部分的に見せていくの

も効果的。 

・キーワードゲームは目的の単語や表現の定着が目的であるため、繰り返すことが何よりも大事である。単語の

最初の音が似た別の単語を引っかけとして出すと、児童は集中して聞こうとし、盛り上がる。（carrot と cabbage

など） 

・What’s in the box?では、本物を用意して触らせると、４年生くらいであればすぐに分かってしまうため、



ヒントを出す必要性が少なくなる。そのため、ヒントを与える児童のみに見えるようカードを提示して活動を行

う方が効果的。または実物を用意するならば、触ってすぐに分からない果物・野菜を用意する。 

 

４ 今後の方向性、記録者所見 等 

 班やグループの中でも、普段から Small talk を積極的に行っているという人は少なかった。また、行ってい

たとしても、教師や ALT の話を聞くだけが Small talk だと思っていた。 

 今回の授業を考えたり先生方から助言をいただいたりする中で、Small talk は活動に必要な表現などの使い

方を知ったり、既習事項を振り返り定着を図ったりするために行うということが分かり、ゲーム的活動でもかま

わないということが分かった。 

 今後は、授業の中のメインの活動を決めた後、その活動がスムーズに行えるような、また、児童の興味を引き

付け、うまく外国語活動の雰囲気作りができるような Small talk を考えることを、より意識して行っていきた

い。 
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模擬授業を踏まえての課題 
① 活動の意味 

Activity を取り入れる時、何のためにその Activity を行うのか、その Activity を行うことで児

童にどのような力を付けることができるのかということを明確にし、伝えることが重要である。

授業のためだけの Activity になってしまうと、児童の学習意欲も下がってしまうため、その

Activity を行うことによって得られる成果が児童にも見えるようにする必要がある。 
② 教師の使う英語の工夫 

教師が日本語ではなく、積極的に英語を使って授業を行っている学級の児童は、しっかり話を

聞いたり、積極的に英語で話そうとしたりする。それは、CD などの英語ではなく、教師自身が

話す生の英語が、児童のインプットに一番効果的であるからである。例えば、英語で会話をす

るときに、相手の言葉を繰り返して言うだけでも大きく変わるという。他にも、“〜, please.”
と意識的に教師が使うと、いずれは児童も真似してそのような表現を使うようになるという。

このように、classroom English を少し意識しながら使うだけで、児童の聞く力・話す力はぐ

んと伸びると考えられる。 
③ 児童の見取り 

模擬授業での協議では、評価に関する話合いまではすることができなかったため、児童の見取

りについても十分に検討する必要があると奈教大の前田先生から御指摘を受けた。 
 
A 班での授業づくりに関する協議について 
 A 班では、Small talk についての模擬授業を行った。Small talk の位置付けを考えることがと

ても難しく、班でも何度も話し合った。今回の模擬授業では、「教師の小話」というよりも、児童

が外国語活動の世界に入りやすくなるような「導入」というところに焦点を当てた模擬授業を考え

た。模擬授業で出された課題を踏まえて、A 班では、活動のねらいを考え直した上で、改善できる

ポイントについて話し合った。以下、その話合いの内容である。 
① シルエットクイズ 
 〈活動のねらい〉児童からたくさんの語彙を引き出す（既習表現も含む）、新出表現に慣れ親   

しませる。 
 〈改善できるポイント〉いきなりシルエットを全部見せてしまうと、答えがすぐに分かってしま 
             い面白くない。そのため、シルエットにする上に最初に見せるのは一部 
                       分とするというように、児童が活動に食いつくような工夫をする。 
② キーワードゲーム 

〈活動のねらい〉新出単語の定着 
〈改善できるポイント〉新出単語の中から、どの単語を選び、どの単語をキーワードにするか 
           ということをさらに深く考える。例えば、carrot をキーワードとする 

             場合、似た音が出てくる cabbage を出して、惑わせることで児童の意 



欲をかき立てるという工夫もある。また、今回はキーワードが出てき 
たら手をたたくというような方法であったが、児童が飽きないように、 
キーワードが出てきたら消しゴムを取り合うなど、他の方法を取り入 
れることも良いのではないかと考えた。 

③ はてなボックス 
〈活動のねらい〉新出単語の定着 
〈改善できるポイント〉模擬授業では、児童が日本語を使う場面がしばしばあったが、形や色 

など、既習表現はできるだけ英語で発言させる。場に応じて日本語で 
も良いとするが、児童が日本語で答えた時は、教師が改めて英語で言 
い直すなどして、英語での表現に慣れ親しませる。 

④ ALT とのデモンストレーション（Small talk） 
〈活動のねらい〉めあてとなる表現に慣れ親しませる 
〈改善できるポイント〉デモンストレーションを行う時に、児童が視覚的に理解できるように 

具体物を掲示する必要があると考えた。教師の英語での説明だけでは 
不十分な場合でも、そのような具体物を用いて、見て理解できるよう 
にすれば、児童も活動の内容をきちんと理解し、授業に参加しやすく 
なると考えた。 

 
記録者所見 
 今回、模擬授業を踏まえた上で、授業づくりに関する協議を行ったが、私が今回気付いた点

は２つある。 
 １つ目は、教師の使う英語が子どもたちのインプットに一番効果的であるということである。

英語を話すことが得意・不得意関係なく、教師が児童の前で一生懸命英語を使って楽しく授業

をする姿は、児童にとても良い影響を与えるということに改めて気付くことができた。そのよ

うな学級では、児童も積極的に聞いたり話したりするようになるため、学級経営との結び付き

もとても強いと感じた。 
 ２つ目は、児童にとって意味のある活動を設定することの大切さと難しさである。今回の協

議でも、授業のためだけの Activity ではなく、次につながる Activity を設定することで、児童

の学習意欲がぐんと高くなるということに気付いた、しかし、そのような Activity を考えるこ

とがいかに難しいかということも同時に学ぶことができた。教科書に合わせるだけの授業では

なく、児童にとって親しみのある題材を選んだり、児童が目標をもって取り組むことができた

りする Activity を設定する必要があると考えた。 
 そして、最後に、教師が楽しんで英語を使う姿を見せることによって、児童が外国語活動と

いう不安要素の多い授業の世界に入りやすくなるということを改めて実感することができた。

今回の模擬授業や協議で学んだことを、今後の自分自身の授業づくりにも役立てていきたいと

考えた。 



買い手 

売り手 

初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 外国語活動Ｂ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ 文責：榛原小 宮川 優子 

１、模擬授業の概要 

What do you want?（4 年）の表現に慣れ親しむ学習活動の展開 

本時の展開 

学習活動 児童の活動 留意点 評価 

１，Greeting 

２，Small talk 

３，Chants 

４，Activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，Review today’s 

class 

６，Ending 

 

 

 

 

 

 

・本時のめあてを聞

き、ルールを知る。 

 

・買い物活動をする。 

 

 

 

 

 

 

・状況を分かりやすくするために

映像で理解させる。（パワーポイ

ント） 

・買う側も売る側も欲しい物があ

ったり、欲しい物が実際にあるか

不明であったりするため、聞く姿

勢を徹底させる。 

・やりとりの中でキーセンテンス

を使えていなくても、今までに習

った単語でどうすれば伝わるか考

えさえる。 

 

 

 

 

 

 

相手を意識した

会話をしようと

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           右へ移動 

 

A: What do you want?          B: I want ~~, please. 

A: How many?                B: ○, please. 

A: Here you are.               B: Thank you. 

A: You are welcome. 

 

ピザを作るために、材料を買おう。 

ポイント① 

何度も練習できるよう

に相手を変える形にす

る。 

ポイント② 

コミュニケーション活動とな

るように、相手の目を見て笑

顔で話すことを確認する。 



２、協議のまとめ 
 

B 班からの反省点 

・ターゲットセンテンスをパワーポイントに入れて、活動中にも見えるようにすべきだった。 

・売り手側が単語を聞き取れない場合のために、カードを指さしながら言うように指導すると、自信

のもてない児童にも分かりやすかった。 

 ・早くできる児童も時間のかかる児童もいると思われるので、１回ずつの時間を決めて交代にすると

もっとスムーズに流れたと思われる。（３０秒で合図を出すなど） 

本時の活動のよかった点 

・パワーポイントで状況を説明することで場面をイメージしやすく、本時で扱うターゲットセンテン

スを練習しようとする意欲付けとなった。 

・何回も繰り返し練習できるが、ペアが変わることで新鮮な気持ちになり、飽きずに楽しめた。 

・相手の顔を見ながら会話でターゲットセンテンスを練習できた。 

本時の活動の改善点 

・ターゲットセンテンスと、売り手が欲しいカードがなかった場合の‘Sorry, no ~~,’の表現も前に書

いてあると手助けになる。 

・１回ずつの時間を決めて交代にするとできる子は何回も練習でき、たくさんカードを集められる。 

・場面設定を外国にするよりは、日本にいて困っている外国人に声かけの方が誰にでも起こりうるこ

とでイメージしやすいと思われる。 

３、奈良教育大学 前田先生の指導助言 
①コミュニケーション活動として 

・決まった文を言うだけでなく、会話をより自然に流れるようにしたい。’Strawberries, please.’に対し

て、’OK, strawberries.’と復唱するなど、売り手側が相手の発言を繰り返すことで注文の確認にもな

り、話している買い手側にもしっかり聞いていることが伝わる。 

・聞く姿勢と話す姿勢も育てられる。’アイコンタクト’ と’Keep smiling’の確認や、事前の練習もよか

った。 

・聞き取れなかったときのために’Pardon?’の表現も確かめておくとよい。 

②なぜこのフレーズを話せないといけないのかの必要性について（場面設定） 

・パワーポイントを用いての状況設定は分かりやすかった。 

・どんな場面でピザを作るのかストーリーを作り込んでいくと、児童ももっと意欲が高まる。 

・直面することがありそうなものにする方がよい。（日本にいて外国人への声かけなど） 

③慣れ親しむ練習として 

・何度も練習できてよい。 

・相手が変わり、買う物も変えられるので飽きずに活動できる。 

４、今後の方向性と改善案（午後の話し合い） 

・本時と次の第５時でピザを作るという内容が重複しているため、目的を変える。 

 →「お買い物ミッションゲーム」 

  アクティビティとしては同じように活動するが、児童が楽しめそうな買い物の指令を渡し、ミッ

ションクリアを目指して買い物をしていく。 
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☆授業づくりに関する協議の内容 
○奈良教育大学・前田先生からの課題が 
 ・活動の意味→何につながる？ 
 
 
 
 
 
 ・先生の使う英語の工夫 
 ・評価 
の 3 点でした。この 3 点をふまえて授業づくり、改善を行いました。 
模擬授業は「ピザを作るために、食材を買おう」というめあてで買い物ゲームを行いま

した。 
状況設定として、「外国に旅行へ行き、一人で買い物に行った。お店に着いたものの、

欲しいものを見つけることができない。そんな時にやさしい店員さんが声をかけてくれ

た。」としていました。まず、この状況設定について協議しました。 
 
 
 
 
この表現を知っていたら自信をもって使ったり、話しかけたりすることができるとして、

自分が外国に行くという設定ではなく、日本に来た外国人に話しかけるという設定に変え

ました。 
 
 
 
 
 

What do you want?  
~食材の言い方や欲しいものを尋ねたり要求したりする表現に慣れ親しむ~ 

・聞く態度を付けさせる。 
・見て分かる外国語の授業（工夫） 
・場面設定（めあてや目的） 
・自分も英語を話す。（授業者） 

・奈良県には外国人がたくさん来る。 
・オリンピックや大阪万博でたくさんの外国人が来る。 
・単元で学んだ内容は、日常生活で外国人に出会ったときに使える。 

☆活動の意味・・・日常生活で外国人とかかわるときに使える。（道案内のように） 
☆評価・・・相手を意識した会話をしている。 



 次に、買い物ゲームの内容を検討しました。ただ単に買い物をするというゲームだと単調

であったり他のグループとかぶってしまったりすることがあったので、買い物ゲームに指

令を入れてみることにしました。「ピザ」から「はじめてのおつかい in English」に変更し、

ミッションを導入しました。 
 
 
 
 
 
 
 
内容は、果物を漢字で表したり、都道府県を出してクイズ形式にしたりと、ミッションを

考えるのに一苦労必要ですが、子どもたちにとっては、楽しみながら買い物ゲームを行い、

食材の言い方や欲しいものを尋ねたり要求したりする表現に慣れ親しむことができると考

えました。また、国語や社会など他の教科とのつながりも意識して考えました。 
 
 

・じゃがいも→馬鈴薯        ・３bananas 
・りんご→林檎           ・２peaches 
・さくらんぼ→桜桃         ・green の食べ物 3 種類 
・和歌山でとれるおいしい食べ物   ・青森県で有名な fruits 
                  ・土の中にある vegetables  etc. 

☆Small talk について 
 ○クラスルームイングリッシュ 
  ・「英語の授業の雰囲気づくり」 
  ・児童が一生懸命聞こうとする態度を引き出す。 
  ・指導者が英語を使うと良いモデルになる。 
  ・理解の程度をたしかめながらゆっくり、はっきり繰り返し聞かせたり、 

動作や絵を描いたりして理解を助ける。 
  ・日本語を効果的に活用する。正しく伝わるように工夫する。 
  ・指示を出す際には、文頭や文末に please を加えて使う。 
 ○意図 
  （１）既習表現を繰り返し使用できるようにして、その定着を図る。 
  （２）対話を続けるための基本的な表現の定着を図る。 
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 模擬授業の概要 
 
 
 
 
(分) 学習活動 児童の活動 留意点 準備物 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 Activity 

 -make original 

pizza- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Activity 

 -introduce 

original pizza- 

・ペアになって、買う側・売る側

に分かれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ペアで一つのピザを完成させ

る。 

 

 

・前に出て教師から、野菜・果物

を買ってピザを作る。 

 ・野菜一覧表 

・野菜カード 

・ワークシート 

(What do you want、ピザ) 

 
 
 

•自分のことや身の回りの物について、動作を交えながら、自分の
考えや気持ちなどを、簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合
うようにする。

ポイント①話すこと【やり取り】

•身の回りの物について、人前で実物などを見せながら、簡単な語
句や基本的な表現を用いて話すようにする。

ポイント②話すこと【発表】

•外国語活動を苦手とする児童への配慮として、ペアで活動させ、
対話やコミュニケーションを友達と共に楽しむようにする。

ポイント③ペア活動

Unit7  What do you want ? 

A:What do you want? 

B:I want banana,please. 

A:OK. How many? 

B:Two,please. 

A:OK,here you are. 

B:Thank you. 



 協議のまとめ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 奈良教育大学  前田康二先生の指導助言 

 

 
 
 
 
 
 

 今後の方向性、記録者所見  等 
small talk や activity を考えるに当たって、次の三つの柱を意識する。 
①活動の目的、ねらい、意義や意味 
②担任教師が使う英語の工夫（外国語と日本語の使用比率について） 
③評価（特に話す観点において） 

子どもが安心できる場の設定協議内容①
•学力差、活動差がでないようにすること。
•子どもたちが教師の手助けで活動できるようにすること。

個人活動、ペア活動、全体活動の比率協議内容②
•個人活動に不安感が強い子どもにとって有効な手立てになる。
•ペア活動ばかりを多用することや同じ役割ばかりを与えない。
（子ども一人一人が活動できるようにするため。）

外国語活動という特殊性の強い教科への理解協議内容③
•子どもにとって外国語活動は理解し難く、話しづらいという特徴がある。
→教師がその特殊性を理解し、より分かりやすく、意欲的に活動したくなるような工夫が必要であ
る。

場所や配布物へのフレーズ表示協議内容①

•その日のキャッチフレーズや席、単語を掲示しておく。
•子どもが授業中にすぐに見られることで安心感につながる。

ペア活動の比率協議内容②

•不安感が強い子どもにとって安心材料になる一方で、子どもが話さなくなる心配もある。
•グループ活動にするならば、野菜グループと果物グループに分けることで、活動の幅が広くなる。

担任教師が出来るだけ外国語を用いて話すことが大事！ 

→視覚的要素（ジェスチャーや行動）を入れ、子どもが理

解できるようにすることで、教材や発言の工夫につなが

る。 
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研究授業において、クラス全員（支援の必要な児童も）が楽しめるような活動を目指し

て、午前中には①スモールトーク②チャンツ③展開Ⅰ④展開Ⅱに分かれて研究協議・模擬

授業を進めていった。午後はその中身を協議し、より深めていった。 
 
単元名：What do you want? (Let’s try! 2 unit 7) 
 ・必要なことを伝えようとする姿勢 
 ・相手の伝えたいことを正しく聞こうとする態度 
の二つを重点的に児童に学ばせたい。 
 
〇スモールトーク 
教師の身近な体験などを英語で児童に話してあげることで親近感がわき、外国語活動に

取り組めるようになる。授業の導入部分では、必ず入れるようにしたい。 
※授業内容のフレーズを入れられるようにする。 
 
〇チャンツ 
 児童が、楽しく外国語に慣れ親しめるように、毎回授業に取り入れるようにする。 
※その際、動画や画像などを提示して、より児童の興味を引けるようにすると良い。 
 
〇展開Ⅰ 
 ペアでピザを作り、What do you want? のフレーズを練習する。児童が作ったピザを、

前で教師とデモンストレーションすることで、児童の達成感やフレーズの復習につながる。 
 
〇展開Ⅱ 
 ピザを作り、What do you want? のフレーズを練習する。教科書のコピーを配布して、

児童が自分で買い物をしてピザを作っていく。本物の買い物をしている気分になり、実用

的に使う感覚を身に付けられる。 
 
記録者所見 
 今回の模擬授業や研究協議を通して、テーマの設定や場面の設定の重要性を感じた。た

だピザを作るだけではなく、どのように作っていくのか。その場で作って終わるのではな

く、実際に給食センターへ依頼してみるなど、児童の興味を引く内容や場面を工夫する必

要があると感じた。 
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１模擬授業の概要 

単元名：What do you want? (Let’s try! 2 unit 7) 

（目指す児童の動きや学び） 

 ・必要なことを伝えようとする姿勢 
 ・相手の伝えたいことを正しく聞こうとする態度 

（本時の展開） 

学習活動 児童の活動 留意点 
 
 
 
１ デモンストレーションを

見る。 
 
２ ピザを作る。 
 
 
 
３ ベストピザを決める。 

 
 
・教師のデモンストレーションを

見て、活動のイメージをもつ。 
 
・グループに分かれ、お客さんと

店員さんの役割を交代しながら

それぞれのピザを作っていく。 
 
・全員のピザが完成したら、1 番

人気が出そうなピザを相談して

決める。 

 
 
 
・補助として、スクリプトと完成

したピザを掲示する。 
 
・選べるピザは３～５種類。 
・1 種類につき２つまで。 

 

２協議のまとめ 

（各グループからの意見） 
・ゴールを具体的にすることで児童の活動に対する意欲をもたせることができる。 
・会話をしているときとピザを作るときの活動を分けて、聞く態度を意識させる。 
・具材の絵を統一する。 
（例 トマトは 1 枚のカードに１つだが、きのこは 1 枚のカードに２つ描かれているなど） 
 
（奈良教育大学 前田 康二先生の指導助言） 
・活動に意味をもたせたり、色々な学習内容と関連付けたりして頭を働かせることが大切。 
・授業内で活動を終わらせるのではなく、その先を考える。 
 （例 実際に給食センターへ要望するなど） 
・CD の音源ではなく、先生の英語を聞かせることが大事。 
 ⇒児童の実態に応じて、内容のレベルやスピードを調節できるため。 
 

○○小学校で人気が出るピザを作ろう 



３今後の方向性、記録者所見 

 今回の模擬授業を通して、活動のテーマの設定の大切さを改めて感じた。 
ただ表現を学ぶのではなく、様々な場面での表現の使い方を学ぶために、現実味を帯びた場面を

設定し、会話につなげていくことができるような流れを作っていく必要がある。また、指導助言

でもあったように、授業内で終わるのではなく、その先につなげていくことで児童の意欲を高め

ることができ、更なる考えやアイデアも生まれてくるのではないかと考えた。 
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○Classroom Englishについて 

 ・外国語活動の授業の雰囲気作りとしての意味合いがある。 

 ・児童が英語を聞こうとする態度を引き出すものである。 

 ・教師が英語を話すことで児童のモデルとなる。 

 ・児童の理解の程度を確かめながら、ゆっくりとはっきりと話すことが必要である。 

 ・場合によって児童の理解を助けるために動作や絵なども活用することが必要である。 

 ・必要に応じて日本語も混ぜながら話す。 

○Small Talkについて 

 ・単なるウォームアップとして行うものではない。 

 ・児童に英語を聞くチャンス、話すチャンスを増やすために行う。 

 ・既習表現の定着を図ることもできる。 

 ・英語での対話を続けるための基本を定着させるために行う。 

（聞いたものをそのまま繰り返す。→リアクションをする。→質問をする。） 

 ・高学年を中心に２時間に１回程度行う。 

 ・５年生は教師の話を聞く活動を中心に行う。 

 ・６年生はペアで伝え合う活動を中心に行う。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

○Ｃ２班での協議 

 ☆１について… 

  ・模擬授業で行った、給食に出てほしいピザを考えるという活動について、仮想的に考えて活

動するだけではなく、自分たちが考えたピザがどうなるか、その先について話し合い、次の

ような意見が出た。 

    ①実際に給食センターに届けて、給食に出してもらえないかお願いする。 

    ②地域にあるピザ屋やパン屋に商品化してもらえないかお願いする。 

    ③学級内だけでなく、他の先生や学級や学年にも投票してもらう。 

    このように、自分たちの活動がいろいろな人に見てもらえたり、商品化されたりするかも

しれないというわくわく感を引き出し、意欲につなげてはどうかという結論になった。 

 ☆２について… 

  ・「Stand up」や「Sit down」など、初めはジェスチャーをつけて行い、徐々にジェスチャー

を減らしていき、最終的には言葉だけで伝わるようにしていく。 

  ・教師の英語をとにかく復唱させるようにする。 

（午前の各グループの 

模擬授業を踏まえ、 

奈良教育大学前田先生が 

挙げてくださった課題）

杉浦先生から 

協議の内容 

３つの課題      

       １．活動のねらい、意味・意義 

     ２．教師が使う英語の工夫 

      ３．どのように評価をするか 



  ・ゲームや活動では、初めて行うものは日本語で説明し、２回目３回目になっていくにつれ英

語での説明を増やしていく。 

  ・なるべく短く分かりやすい英語を用いるようにする。 

  ・教師も児童も１時間に１つの表現でもよいので、意識して英語で話すようにして授業を行う。 

 ☆３について… 

  ・授業内の活動で評価するべきか、speakingのテストを行い評価するべきか。 

  ・やり取りと表現の観点の線引きをどのようにすればよいのか。 

  ・振り返りシートを活用するべきか。（自己評価になってしまうため、公正でない？） 

  ⇒結論としてまとまらず、今後の課題として残った。 

○Ｃ２班とＢ班での協議 

 ☆各グループでの模擬授業につながりをもたせるために… 

  ・Ｂ班は研究授業の前時の活動を、Ｃ２班は本時の活動の部分の模擬授業を行った。 

  ・ピザを作る活動は本時で行うため、前時では違う設定の活動を行った方がよいのではない

か。 

⇒買う物を書いた紙を選ぶ「おつかいゲーム」をすることで、表現の練習をする。 

・Ｂ班の行う前時の活動ではお店役とお客役に分かれ、ローテーションする形で表現の練習を

行っていたが、Ｃ２班ではグループ内で活動をしていた。 

⇒前時の活動を生かすため、Ｃ２班の本時のピザの具材を買うという活動もＢ班の前時の活動

の形に合わせた。 

 

 

 

・Classroom Englishの活用や Small Talkの位置付けなど理解できていないことが多かったが、今

回学習する良い機会になった。 

・奈良教育大学前田先生が挙げてくださった課題についてじっくりと協議を行い、今後の外国語活

動の指導に生かすことのできるヒントと、これからさらに考えていくべき課題が得られた。 

・各班がそれぞれ活動を考えてきたことで、多くの視点から考えることができた。また、その後の

班同士での協議を行ったことで、バラバラだった活動につながりが出てきた。 

・今回のように、１人や１グループで考えていては思い浮かばなかったであろう発想や視点が大勢

で考えることでたくさん得られた。１つの授業を複数人で話し合い、つくりあげることの大切さ

を学ぶことができた。 

まとめ 
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