
 

外国語教育推進のための授業改善モデル事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⻑岡市⽴南中学校              ⻑岡市⽴阪之上⼩学校 
   
 

 

 
 

⻑岡市⽴四郎丸⼩学校            ⻑岡市⽴千⼿⼩学校 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟県教育庁義務教育課 

新潟県教育委員会では，令和２年度及び３年度に⻑岡市教育委員会協⼒の下，「外国語教育推進のため
の授業改善モデル事業」に取り組み，モデル校として，⻑岡市⽴南中学校区の⻑岡市⽴南中学校，⻑岡市
⽴阪之上⼩学校，⻑岡市⽴四郎丸⼩学校，⻑岡市⽴千⼿⼩学校を指定しました。 

⼩・中学校学習指導要領の全⾯実施を受け，主体的・対話的で深い学びを実現し，児童⽣徒の資質・能
⼒を育むために，本事業の成果を⽣かして「実践事例」と「授業改善のポイント」をまとめました。 



 

単元名 My Summer Vacation（６年生） 
目 標 【CAN-DOリスト】 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，なじみのある簡単な語句 

や基本的な表現を用いて話すことができる。 

 

 
※下線と波線は CAN-DO リストと単元の⽬標の関連を⽰しています 

単元の評価規準        
観点 評価規準 判定の基準 Ａ 判定の基準 Ｂ 

思

判

表 

夏休みの思い出を先生や友達に伝えるた

めに，簡単な語句や基本的な表現を用い

て話している 

夏休みに行ったところ，食べ
たもの，楽しんだこと，感想，
気持ちを学習した語句や表現
を用いて話している 

夏休みに行ったところ，食べ
たもの，楽しんだことを学習
した語句や表現を用いて話し
ている 

態

度 

夏休みの思い出を先生や友達に伝えて楽

しんで聞いてもらえるように，簡単な語

句や基本的な表現を用いて話そうとして

いる 

先生や友達が楽しんで聞
いてもらえるように，夏休
みに行ったところ，食べたも
の，楽しんだこと，感想，気持
ちを学習した語句や表現を用
いて話そうとしている 

先生や友達が楽しんで聞
いてもらえるように，夏休
みに行ったところ，食べたも
の，楽しんだことを学習した
語句や表現を用いて話そうと
している 

授業業改善のポイント 

◎教師（ALT や担任等）がモデルとして夏休みの思い出を楽しそうに話し，児童の思い出も教えてほ

しいと伝える。（相手意識と目的意識） 

・コミュニケーションをとる際の態度（ｱｲｺﾝﾀｸﾄ，ﾘｱｸｼｮﾝ等）を年間通して指導する。 

◎パフォーマンステストの時間はＴＴを行い，授業者が評価者となり，学級全員から思い出を話して

もらう。もう一人の教師は，学級全体をコントロールする。 

・時間内に多くの友達に思い出を話す。その中で必ず教師と１回話すというルールを伝える。 

 

                                  （授業の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者の先生から 

 

指導過程 

コミュニケーションに対する思いや願いを⽇々の指導を通して伝えること
で，誰とでも関わろうとする児童が多く⾒られました。T .T.など指導形態
を⼯夫することで，児童⼀⼈⼀⼈のパフォーマンス（話す[発表]）を評価す
ることが可能になりました。 

思い出を話すための表現の復習 
・Greeting + Warm-up 

・デジタルテキストを使ったチャンツ 

・単元で学習した過去形の復習 

教師がモデルを⾒せる 
・モデルを基に，どのような内容や発表の仕方がよいか，コミ

ュニケーションの目的を確認しながら児童とともに考える。 

・評価の基準を共有する。 

友達や先⽣に夏休みの思い出を伝えよう（⾔語活動） 
・多くの友達の思い出を聞いたり話したりするよう目的意識を

もたせる。 

・授業者は評価者となり児童全員（25人程度）と話すようにする。 

・振り返り 

夏休みの思い出を先生や友達に伝えるために，伝えようとする内容を整理した上で，簡単

な語句や基本的な表現を用いて話すことができる。 



 

 

単元名 I want to go to Italy.（５年生） 
目 標 【CAN-DOリスト】 身近で簡単な事柄について，考えや気持ちを，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短い表現を用いて書くことができる。 

 

 
単元の評価規準            （本単元は，話すこと[発表]の目標も設定しているが割愛） 

観点 評価規準 判定の基準 Ａ 判定の基準 Ｂ 

知 

・ 

技 

<知識>外国の名所等に関する語句，you can 
see….Where do you want to go?, I want to go 
to ….の表現について理解している。  
<技能>外国の名所等に関する語句，you can 
see….Where do you want to go?, I want to go 
to ….を⽤いて，考えや気持ちなどを書く技能
を⾝に付けている。 

⾃分の⾏きたい国について，
例⽂を参考に，外国の名所等
に 関 す る 語 句 ， you can 
see….Where do you want to 
go?, I want to go to ….の表現
を⽤いて正しく書いている。 

⾃分の⾏きたい国について，
例⽂を参考に，外国の名所等
に 関 す る 語 句 ， you can 
see….Where do you want to 
go?, I want to go to ….の表現
を⽤いて（間違いがあるもの
の）書いている。 

思

判

表 

⾃分の⾏きたい国について，旅⾏が好き
な ALT に伝えるために，例⽂を参考に，
考えや気持ちを簡単な語句や基本的な表
現を⽤いて書いている。 

⾃分の⾏きたい国について，
旅⾏が好きな ALT に伝えるた
めに，国の名所やしたいこと，
できること，気持ちなど，例⽂
以外のことも書いている。 

⾃分の⾏きたい国について，
旅⾏が好きな ALT に伝えるた
めに，国の名所やしたいこと，
できること，気持ちなどを，例
⽂を基に書いている。 

授業業改善のポイント 

◎書いて伝えるための必然性を持たせるような目的や場面を設定する。 

・デジタル教科書を活用し，チャンツや音声に十分慣れさせる。 

・スライドアプリに行きたい国の画像を貼り付け文字を入力するなど，学習用端末を発表用ルールと

して活用する。 

◎ワークシートに英語を書いた後に，それを読み合う⾔語活動を行う。 

 

                                  （授業の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者の先生から 

 

指導過程 

スライドアプリを使うことで楽しそうに友達に紹介する姿や意欲的に学習
に参加する姿が⾒られました。スライドに英語を⼊れることで伝えたいこ
とが整理され、英語を伝える時の⼿助けとなりました。画⾯をみながらク
イズを出し合えるようになると楽しさも増えます。 

思い出を話すための表現の復習 
・Greeting + Phonics（ジョリーフォニックス）文字と音の指導 

・デジタルテキストを使ったチャンツ 
・基本表現の確認 

友達におすすめの国を紹介しよう（⾔語活動①） 
・友達におすすめの国の「魅力」を伝えられるようにするとい
う目的を確認する。 

・紹介するときのポイントと評価を共有する。 

・前時に作成したスライドを使って伝え合う。 

おすすめの国を ALT に書いて伝えよう（⾔語活動②） 
・モデル文を示し，ワークシートに伝え合った英語を書く。 

・振り返り 

自分の行きたい国について，旅行が好きな ALT に伝えるために，考えや気持ちを，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。 

（次時）友達が書いたおすすめ国についての英語を読もう 
・友達が書いた英語を読み，分かったことと感想を書く。 



 

 

単元名 When is your birthday?（５年生） 
目 標 【CAN-DOリスト】 自分や相手のこと，身の回りの物に関する事柄について，なじみのある簡単な語句や基

本的な表現を用いて，その場で質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うことができる。 

 

 
単元の評価規準               （本単元は，聞くことの目標も設定しているが割愛） 

観点 評価規準 判定の基準 Ａ 判定の基準 Ｂ 

思

判

現 

互いの誕生日やプレゼントについて，相
手に喜んでもらえるよう，その場で質問
をしたり質問に答えたりして，伝え合っ
ている。 

相手に喜んでもらえるよう，
誕⽣⽇，好きなこと，プレゼン
トに加え，これまで学習した
語句や表現を⽤いて伝え合っ
ている 

相手に喜んでもらえるよう，

誕⽣⽇，好きなこと，プレゼン
トを伝え合っている 

態

度 

互いの誕生日やプレゼントについて，相

手に喜んでもらえるよう，その場で質問

をしたり質問に答えたりして，伝え合お

うとしている。 

相手に喜んでもらえるよう，
誕⽣⽇，好きなこと，プレゼン
トに加え，これまで学習した
語句や表現を⽤いて相⼿のこ
とを考えながら伝え合おうし
ている 

相手に喜んでもらえるよう，

誕⽣⽇，好きなこと，プレゼン
トを相⼿のことを考えながら
伝え合おうとしている 

授業業改善のポイント 

・語句や基本表現（月や誕生日の尋ね方など）をゲームやチャンツなど様々な方法で楽しく定着させる。 

◎コミュニケーションの目的，相手意識を高めるモデルの会話動画の活用し，どんなやり取りが必

要かを問いかけ，目指す姿を児童から引き出す。 

◎やり取りする姿を学習⽤端末に録画し，ペアで⽬指す姿と⽐べる。 
・４本線を用いて文字を示し，書き写すなど，文字指導を無理なく自然に導入する。 

 

                                   （授業の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者の先生から 

 

 

指導過程 

モデル動画の提⽰により，⼦どもはよりよいやり取りの仕⽅に⾒通しをも
つことができました。また，互いにやり取りを撮影，視聴することで，⼦
どもが⾃分のやり取りを客観的に捉え，よりよい表現を⽬指そうと⾃⼰調
整しながら活動を⾏うことができました。 

⽉や誕⽣⽇の尋ね⽅など基本表現の復習 
・Greeting 

・デジタルテキストを使ったチャンツ 
・基本表現を使ったゲーム 

モデル会話の動画を視聴し，⽬指す姿を共有 
・教師が行うよい会話例の動画を視聴し，よりよいやり取りの
仕方に気づかせる。 

・誕生日を聞き，相手が喜んでくれるようなプレゼントを贈る
という目的を確認し，どんな会話するとよいか児童に問いか
け，引き出す。（反応する，関係する質問をするなど） 

相⼿のことを考えながら誕⽣⽇やプレゼントを伝え合おう（⾔語活動） 
・ペアで練習した後，撮影役のペアの前で，会話を披露す

る。 

・録画をペアで視聴し，改善点を確認し，もう一度会話をす

る。 

・振り返り 

互いの誕生日やプレゼントについて，相手に喜んでもらえるよう，簡単な語句や基本的な表

現を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うことができる。 



 

 

単元名 This is my favorite place.（４年生） 
目 標  

 

 
単元の評価規準 

観点 評価規準 判定の基準 Ａ 判定の基準 Ｂ 

知 

・ 

技 

Where is〜?，Go straight.などの道案内

に関する語句の表現を用いて，道案内を

することに慣れ親しんでいる。 

Where is〜?,Go straight.
などの道案内に関する語
句の表現を用いて，相手が
道案内をすることに慣れ
親しんでいる。 

Where is〜?，Go straight.
などの道案内に関する語
句の表現を用いて，道案内
できない時もあるが慣れ
親しんでいる。 

思

判

表 

ALT に学校を案内するために，学校の教室

等の場所について，尋ねたり案内したり

している。 

ALT に学校を案内するため
に，学校の教室等の場所に
ついて，尋ねたり案内した
り，学校で好きな物事を伝
えたりしている。 

ALT に学校を案内するため
に，学校の教室等の場所に
ついて，尋ねたり案内した
りしている。 

授業業改善のポイント 

・教師がクラスルームイングリッシュだけでなく，積極的に英語を使用し，児童とコミュニケーショ

ンを図る。 

◎道案内を学校案内という類似の言語活動に変え，表現の使用場面を，より身近で児童の実生活に合

わせる。 

・案内する場所を変えて何度も行えるように教具を工夫し，繰り返し表現を使って慣れ親しませる。 

◎言語活動を繰り返し行い，中間指導を挟みながら児童が自信をもって案内できるようにする。 

 

                                  （授業の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業者の先生から 

 

指導過程 

道案内の表現の復習 
・Greeting  
・デジタルテキストを使ったチャンツ 

ペアで道案内を練習しよう 
・道案内ゲームを行う。（教材 Let's playの活動） 

・教師が自作で準備地図を使って道案内をする。 

・ペアで表現を確認しながら会話をし，教師が個々に，全体に
フィードバックを返しながら進める。 

ALT に阪之上⼩学校を案内しよう（⾔語活動） 
・ALT に学校紹介をするというコミュニケーションの目的と場

面と設定をし，児童と共有する。 

・学校の地図を配付し，練習活動を生かして道案内をする。 

・道案内の様子を学習用端末に録画し，ペアでチェックし合う。 

・言語活動→中間指導（表現や話し方等）→言語活動の流れで行う。 

・振り返り 

学校を ALT 等の来校者に案内できるようになるために，学校の教室等の場所について，尋ね

たり案内したりすることができる。 

本時では，単元のゴールで⾏う⾔語活動と状況を変えた類似の⾔語活動を
⾏うことで，⼦どもたちが主体的にやり取りする姿が⾒られました。個々
や全体を教師が⾒取ってフィードバックを⾏うことで，⼦どもたちは⾃分
のやり取りを⾃覚して，⾼めようとする姿が⾒られました。 



令和２・３年度外国語教育推進のための授業改善モデル事業に御指導，御協⼒いただいた皆様 
 
研修講師 

新潟⼤学教育学部教授 松澤 伸⼆ 様 
授業参観及び実践指導 

⽂部科学省初等中等教育局外国語教育推進室 教科調査官 ⼭⽥ 誠志 様 
教育委員会 

⻑岡市教育委員会学校教育課 星野 和⼦指導主事，⽮野 武志指導主事，新澤 悟指導主事(R2) 
指定モデル校 

⻑岡市⽴南中学校⻑ 宮 宏之 様 
⼤⽮ 寿和教諭，棚橋 緑教諭，春川 千尋教諭，岡本 安道教諭，⼩島 歌織教諭(R2) 

⻑岡市⽴阪之上⼩学校⻑ ⾼橋 正則様 
清野 諒教諭，⼤滝 裕教諭 

⻑岡市⽴四郎丸⼩学校⻑ 関澤 明浩様 
三上 清美教諭（英語専科教員：千⼿⼩学校兼務），TT で授業をしてくださった学級担任の皆様 

⻑岡市⽴千⼿⼩学校⻑ 捧 信之様 
TT で授業をしてくださった学級担任の皆様 

 
２年間の事業において，皆様から御指導，御協⼒いただきましたこと，⼼よりお礼申し上げます。 
 

令和 4 年３⽉ 新潟県教育庁義務教育課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


