
 
 
 
 

新潟県教育委員会 
 

新潟県の現状と課題（令和元年度「英語教育実施状況調査」文部科学省実施の結果より） 

 
⼩中連携を実施し
ている学校の割合 

互いの取組・実践を情報
として交換する学校の割
合 

情報交換した内容につい
て研究協議したり、互い
の学校で授業を⾏ったり
している学校の割合 

⼩中連携したカリキュラ
ムや学習到達⽬標などの
設定を実施している学校
の割合 

新潟県 86.9% 74.9% 56.6% 14.3% 
全 国 82.0% 73.8% 56.0% 17.7% 

全国平均と⽐較し、⼩中の連携は多くの学校で⾏われています。連携をさらに進め、内容を充実させ
るためには、⼩中連携に取り組む学校の割合を⾼め、⼩中が連携したカリキュラムや学習到達⽬標の設
定等を⾏うことが⼤切です。H31(R 元)全国学⼒・学習状況調査の結果と上記調査の結果から、⼩中で
授業を参観・協議しあったり，⼩中接続カリキュラムを作成したりしている学校は，英語⼒が⾼いとい
う相関があることが⽰されています。 
小中連携の必要性 

学習指導要領では、⼩・中を通じて体系的な教育活動を⾏い、学習到達⽬標を設定した指導の改善を
さらに進める観点から、⼩・中・⾼において達成を⽬指すべき⽬標を、５領域ごとに⼀貫した指標の形
で設定しています。つまり、⼩学校から中学校へ「学びをつなぐ」ことが必要となります。 

⼩中接続期の指導を⼤切にし、丁寧に⾏うことが，⾼校，⽣涯に渡って英語学習に主体的に取り組む
態度を育み，グローバル社会に対応できる英語⼒を⾝に付けることにつながります。 

⼩中の学びをつなぐため、どんな⽬標が設定され、何をどのようにつなぐのか、そのポイントをリーフレ
ットにまとめました。これは，令和２年度及び令和３年度に⻑岡市教育委員会協⼒の下，新潟県教育委員会
で実施した「外国語教育推進のための授業改善モデル事業」の指定モデル校の実践を基に作成しました。 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

授業改善モデル校 
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 



◯ 目指す姿（目標）を知ることからスタート！ CAN-DO リストを作ろう 

 小学校の外国語・外国語活動と中学校の英語の学習指導要領の「目標」を見て，どのよ

うな目指す姿（ゴール）が設定されているのか知りましょう。そして，小中をつないだ CAN-

DO リストを作成しましょう。 

 県教育委員会では，⼩中⾼をつないだ CAN-DO リストを作成しました。是⾮，これを活⽤し，カリ
キュラム連携を進めましょう。（http://www.nipec.nein.ed.jp/subject/gaikokugo/index.html） 
新潟県英語スタンダーズ（誌⾯の都合上，⼀部抜粋で縮⼩されています。通常版は上記 URL からダウンロードしてください） 

 

やり取り 発表

ア　はっきりと話されれば，日常的な話題や
地域について，必要な情報を聞き取ることが
できる。

ア　日常的な話題や地域について，簡単な語
句や文で書かれたものから 必要な情報を読み
取ることがで きる。

ア　関心のある事柄や地域について，簡単な
語句や文を用いて即興で伝え合うことができ
る。

ア　日常的な話題や地域について，簡単な語
句や文を用いて即興で話すことができる。

ア　関心のある事柄や地域について，簡単な
語句や文を用いて正確に書くことができる。

イ　はっきりと話されれば，日常的な話題や
地域について，話の概要を捉えることができ
る。

イ　日常的な話題や地域について，簡単な語
句や文で書かれた短い文章の概要を捉えるこ
とができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句
や文を用いて伝えたり，相手からの質問に答
えたりすることができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句
や文を用いてまとまりのある内容を話すこと
ができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句
や文を用いてまとまりのある文章を書くこと 
ができる。

ウ　はっきりと話されれば，社会的な話題に
ついて，短い説明の要点を捉えることができ
る。

ウ　社会的な話題について，簡単な語句や文
で書かれた短い文章の要点を捉えることがで
きる。

ウ　社会的な話題に関して聞いたり読んだり
したことについて， 考えたことや感じたこ
と，その 理由などを，簡単な語句や文を用い
て伝え合うことができる。

ウ　社会的な話題に関して聞いたり読んだり
したことについて， 考えたことや感じたこ
と，その 理由などを，簡単な語句や文を用い
て話すことができる。

ウ　社会的な話題に関して聞いたり読んだり
したことについて， 考えたことや感じたこ
と，その理由などを，簡単な語句や文を用い
て書くことができる。

ア　はっきりと話されれば，日常的な話題や
地域について，必要な情報を聞き取ることが
できる。

ア　日常的な話題や地域について，なじみの
ある簡単な語句や文で書かれたものから必要
な情報を読み取ることができる。

ア　関心がある事柄や地域について，なじみ
のある簡単な語句や文を用いて即興で伝え合
うことができる。

ア　日常的な話題や地域について，簡単な語
句や文を用いて即興で短く話すことができ
る。

ア　関心のある事柄や地域について，簡単な
語句や文を用いて正確に書くことができる。

イ　はっきりと話されれば，日常的な話題や
地域について，短い話の概要を捉えることが
できる。

イ　日常的な話題や地域について，なじみの
ある簡単な語句や文で書かれた短い文章の概
要を捉えることができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，なじみのあ
る簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手か
らの質問に答えたりすることができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句
や文を用いて，メモを基にまとまりのある内
容を話すことができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句
や文を用いてつながりのある文章を書くこと
ができる。

ウ　なじみのある簡単な語句や文で，はっき
りと話されれば，社会的な話題について，短
い説明の要点を捉えることができる。

ウ　日常的または社会的な話題について，な
じみのある簡単な語句や文で書かれた短い文
章の要点を捉えることができる。

ウ　日常的または社会的な話題、地域に関し
て聞いたり読んだりしたことについて， 考え
たことや感じたこと，その理由などを整理
し、簡単な語句や文を用いて伝え合うことが
できる。

ウ　日常的または社会的な話題、地域に関し
て聞いたり読んだりしたことについて， 考え
たことや感じたこと，その理由などを整理
し，簡単な語句や文を用いて話すことができ
る。

ウ　日常的または社会的な話題に関して聞い
たり読んだりしたことについて， 考えたこと
や感じたこと，その理由などを整理し，簡単
な語句や文を用いて書くことができる。

ア　なじみのある簡単な語句や文で，はっき
りと話されれば，日常的な話題や地域につい
て，必要な情報を聞き取ることができる。

ア　日常的な話題や地域について，なじみの
ある簡単な語句や文で書かれたものから必要
な情報を読み取ることがで きる。

ア　関心がある事柄や地域について，なじみ
のある簡単な語句や文を用いて即興で短くや
り取りをすることができる。

ア　日常的な話題や地域について，補助とな
る絵等を頼りに，なじみのある簡単な語句や
文を用いて即興で短く話すことができる。

ア　関心のある事柄や地域について，なじみ
のある簡単な語句や文を用いて正確に書くこ
とができる。

イ　なじみのある簡単な語句や文で，はっき
りと話されれば，日常的な話題や地域につい
て，短い話の概要を捉えることができる。

イ　日常的な話題や地域について，なじみの
ある簡単な語句や文で書かれたごく短い文章
の概要を捉えることができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，なじみのあ
る簡単な語句や文を用いて伝えたり，相手か
らのコメントや感想等に反応したりすること
ができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，なじみのあ
る簡単な語句や文を用いてまとまりのある内
容を話すことができる。

イ　日常的な話題や地域について，事実や自
分の考え，気持ちなどを整理し，なじみのあ
る簡単な語句や文を用いてつながりのある文
章を書くこと ができる。

ウ　なじみのある簡単な語句や文で，ゆっく
りはっきりと話されれば，日常的または社会
的な話題について，短い説明の要点を捉える
ことができる。

ウ　日常的または社会的な話題について，な
じみのある簡単な語句や文で書かれたごく短
い文章の要点を捉えることができる。

ウ　日常的な話題や地域に関して聞いたり読
んだりしたことについて， 感じたことを整理
し，なじみのある簡単な語句や文を用いて短
く伝え合うことができる。

ウ　日常的な話題や地域に関して聞いたり読
んだりしたことについて， 感じたことを整理
し，なじみのある簡単な語句や文を用いて短
く話すことができる。

ウ　日常的な話題や地域に関して聞いたり読
んだりしたことについて， 考えたこと感じた
ことを整理し，なじみのある簡単な語句や文
を用いて短く書くことができる。

ア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のこ
とや身近で簡単な事柄について，簡単な語句
や基本的 な表現を聞き取ることができる。

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。

ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をした
り，それらに応じたりすることができる。

ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄につい
て，簡単な語句や基本的な表現を用いて話す
ことができる。

ア 大文字，小文字を活字体で書くことができ
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。

イ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活
に関する身近で簡単な事柄について，具体的
な情報を聞き取ることができる。

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。

イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄につい
て，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ことができ
る。

イ 自分のことについて，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。

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。

ウ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活
に関する身近で簡単な事柄について，短い話
の概要を捉えることができる。

ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関す
る事柄について，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。

ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとす
る内容を整理した上で，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
話すことができる。

ア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のこ
とや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聞き取ること
ができる。

ア 活字体で書かれた大文字と小文字を各々に
識別し，その読み方を発音することができ
る。

ア なじみのある基本的な表現を用いて指示，
依頼をしたり，それらに応じたりすることが
できる。

ア 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。

ア 大文字，小文字を活字体で書くことができ
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短い表現
を書き写すことができる。

イ ゆっくりはっきりと話され，なじみのある
簡単な語句や基本的な表現であれば，日常生
活に関する身近で簡単な事柄について，具体
的な情報を聞き取ることができる。

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な短い表現の意味が分かる。

イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄につい
て，自分の考えや気持ちなどを，なじみのあ
る簡単な語句や基本的な表現を用いて、伝え
合うことができる。

イ 自分のことについて，伝えようとする内容
を整理した上で，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。

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短い表現を用いて書くこ
とができる。

ウ ゆっくりはっきりと話され，絵や動作を付
ければ，日常生活に関する身近で簡単な事柄
について，短い話の概要を捉えることができ
る。

ウ 自分や相手のこと及び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。

ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとす
る内容を整理した上で，自分の考えや気持ち
などを，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。

　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，簡単 な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケー ショ
ンを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

小
学
校
高
学
年

外
国
語
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，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。

小
学
校
中
学
年

外
国
語
活
動
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。
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到達時期 聞くこと 読むこと
話すこと

書くこと
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時
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外
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語
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イ ゆっくりはっきりと話された際に，身近て
゙簡単な事柄に関する基本的な表現の意味か
゙分かる。

イ　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と
゙を，簡単な語句や基本的な表現を用いて伝
え合う。

イ 身の回りの物について，人前で 実物なと
゙を見せながら，簡単な語句や基本的な表
現を用いて話す。

ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際
に，どの文字であるかが分かる。

ウ サポートを受けて，自分や相手のこと及
び身の回りの物に関する事柄について，簡
単な語句や基本的な表現を用いて質問をした
り質問に答えたりする。

ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄につ
いて，人前で実物などを見せながら，
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話す。
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ア ゆっくりはっきりと話された 際に，自分の
ことや身の回りの 物を表す簡単な語句を聞き
取る。

ア 基本的な表現を用いて挨拶，感謝，簡単な
指示をしたり，それらに応じたりする。

自分のことについて，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。

生きて働く「知識・技能」の習得

外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどを理解するととも

に， これらの知識を，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技能を身に付けるように

する。

「思考力，判断力，表現力等」の育成

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，日常的な話 

題や社会的な話題について，外国語で簡単な情報や考えなどを理解した

り， これらを活用して表現したり伝え合ったりすることができる力を養

う。

「学びに向かう力，人間性等」の涵養

外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し

手， 書き手に配慮しながら，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。

生きて働く「知識・技能」の習得

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」の育成

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」の涵養

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。

生きて働く「知識・技能」の習得

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。 

「思考力，判断力，表現力等」の育成

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。 

「学びに向かう力，人間性等」の涵養

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。



◯ 小中学校の指導を円滑に接続するための４つの「つなぐ」 

その１ 

「言語材料」をつなぐ 

中学校 ⼩学校で学習する「語句」や「表現」を知る。 

小学校 「語句」や「表現」が中学校のどのような学習につながるのかを知る。 
  （ポイント）語句や表現がいつ学習され，繰り返し扱われているのかを知ることが重要です 

その２ 

「言語活動」をつなぐ 

中学校 具体的な情報を聞き取ったり，気持ちや考えを伝えたりするために，どの
ような⾔語活動、パフォーマンステストを⾏なっているのかを知る。 

小学校 同じような⾔語活動やパフォーマンステストが中学校でも⾏われるのかを知る。 
（ポイント）リスニング，スピーチ，対話，Show & Tell，Small Talk 等の⾔語活動がどのよう

な「⽬的や場⾯，状況」で⾏われているのかを知るとよいでしょう。 

その３ 

「教材」をつなぐ 

中学校 教科書を⾒る，授業を⾒る，情報交換をするなどをして，どのような教材
を使って指導をしているのかを知る。 

小学校 授業で使⽤した教材や児童が作成した作品などを中学校へ引き継ぐ。 
（ポイント）指導⽤デジタル教科書を使って⼩学校でどんな活動を⾏っているのかを知ること

が⼤切です。フォニックス，ピクチャーカードなども中学校で活⽤できるでしょう。 

その４ 

「学び方」をつなぐ 

中学校 ⼩学校で⼤切に育んできたコミュニケーションを図る態度、学び⽅を⼩学
校と共有し、引き継ぐ。 

小学校 相⼿とコミュニケーションをとる際に⼤切にしている点やペアやグループ
活動における学び⽅を中学校と共有する。 

（ポイント）「アイコンタクト」「リアクション」「声」等のコミュニケーションを図る態度，「調べる」
「⼈に聞く」等の学び⽅，さらに「協⼒する」「リーダーシップを発揮する」「困ってい
る⼈を助ける」等の⼈間性に関わることを⼩中連携して育むとよいでしょう。 

新潟県教育委員会では，その１とその２を実現できるように「⼩中連携カリキュラム作成ファイ
ル」を作りました。是⾮，活⽤してください。 

新潟県教育⽀援システム（Tea Room）からダウンロードできます。「資料を探す」で検索してください。 
中学校の授業の中で，こんな言葉がけひとつで小中接続を図ることができます！ 

 

 

 
 
                                
 
 

小学校でも過去形を

学習しました。 

児童は⽂法を学習していません。 
「過去形」と⾔っても⼩学校で学ん
だ表現を想起できないので注意し
ましょう。 

児童は，⾔語活動の内容や場⾯と表現
を結びつけて覚えていますので，この
ように伝えるだけで学習した表現や語
句が想起されますね。 

小学校６年生で夏休みの思い出

を発表した時に学習したね。 

小学校５年生の時，行ってみたい国のポスター作っ
て，「したいこと」を伝え合ったよね。どんな表現
を使っていたかな。ポスターを見てみましょう。 

児童が

実際に

作った

ポスター 



中学校ならでは「ステージ」がある！ 
・英語を読んで表現を学んだり，書き⼿の考えに触れたりする。 

◯ 小学校での「指導」をつなぐ 

 
１ Small Talk を積極的に行いましょう！ 

Small Talk 指導のポイント 

・伝える「内容」を重視する…言語面（正確さ）ではなく，伝える内容面を重視 

・対話を「継続」させる  …対話を継続することができるような表現を段階的に指導 

・「指導過程」を大切にする …既習表現を生徒から引き出しながら「活動→指導→活動」 

の過程で指導 
 

⼩学校では，話すこと[やり取り]の指導の⼀つとして Small Talk を⾏っています。⼩中で指導を円滑
に接続するために，中学１年⽣の接続期に Small Talk を積極的に⾏いましょう。やり取りが継続してで
きるようになるには時間がかかることを理解し，教師が⽣徒とのやり取りを楽しむ姿勢が⼤切です。 
 

＜Small Talk の指導例＞ 

言語活動 及び 各対話例（教師の発話例） 言語活動 及び 対話例（生徒の発話例） 

① Interactive Teacher Talk 
T: It was the Golden Week last week.  
Did you have fun? I enjoyed it very much.  

  Did you enjoy the Golden Week holidays?  
Yes? (全体に問いかける） 
S1, did you enjoy the Golden Week holidays? 

 
T: That's nice. What did you do?  
 
T: I went to Tokyo. How about you? 
 
T: You went to Fukui. That's nice. How about you, S2?  
Did you enjoy it? 

 
T: What did you do?  
 
T: Oh, You went to Osaka. That's good. What did you do 
in Osaka? 

 
T: Wow, you enjoyed ...  

(こうしたやり取りを、数⼈の⽣徒と⾏う） 
 
② S-S Interaction 1 
T: Let's talk about the Golden Week holidays in pairs. 
 

 
 
 
 
Ss: Yes! 
 
S1: Yes.  
 
S1: えーと？？？ 
 
S1: ああ、I go to Fukui. 
 
 
S2: Yes.  
 
S2: I went to Osaka. 
 
 
S2: ... 
 
 
 
 
 
 



 

 

③ Sharing 
T: Do you have any questions?                                                                         
T: How do you say “〜へ⾏った”? 
 (学級全体へ問いかける） 
 
 
T: That's right. “I went to Tokyo.” “I went to” 
 
 
④ S-S Interaction 2 

Sharing Time 
S3: 「〜へ⾏った」って何と⾔うのですか。 
 
S4: I go to 〜?   
S5: I went to 〜. じゃない？ 
S3: I went to Kyoto.  
 
S6: はじめの質問は、何と⾔うのか... 
Ss: “Did you enjoy the Golden Week 

holidays?” ... 
文部科学省初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 『移行期間における指導資料について（中学校外国語科）』より 

 

２ 文字指導を工夫しましょう！ 

 中学校ならではの「ステージ」があることを伝えて文字を指導しましょう。 

・英語を読んで表現を学んだり，書き手の考えに触れたりすることができる。 

・単語，文法を駆使して，考え気持ちを書き表すことができる。 

 
アルファベットの⼤⽂字・⼩⽂字の書き⽅や読み⽅（名前読み）は⼩学校で指導済みです。⼩学校で

フォニックスを取り⼊れた指導も⾏っています。⽂字について，⼩中間で情報を交換し，どんな指導を
⾏っていたかを知る必要があります。 
 

３ 小学校での指導方法等を引継ぎましょう！ 

 小学校では、フォニックス指導やアイコンタクトやレスポンス等のコミュニケーション

に臨む姿勢などを継続的に指導しています。その財産を引き継ぎ、中学校での指導に生か

しましょう！ 

 
 
 

小学校 中学校 

・⽂字と⾳の関係を，体を 
使いながら練習するジョ 
リーフォニックスを⾏う。 

・簡単な歌，チャンツを繰 
り返す。 

・⿊板やワークシートの 
４本線に⽂字を書く。 
 

・英語の⾳声の特徴や表現 
に慣れるために，⽣徒の興 
味・関⼼がある洋楽を歌う。 

・教科書本⽂の⾳の連結を 
意識しながら⾳読し，録 
⾳して確かめる。 

小学校の指導を中学校の指導に繋げる一例（文字や音声指導） 
 

適度なレベルアップ 



 
 
中学校入学後の初めての英語授業。このような授業をしてみてはいかがでしょうか。 

時間 指導過程 生徒の活動 指導の留意点 

10
分 

・Greeting 
・Small Talk（Topic：⾃⼰紹介） 

※教師⇄⽣徒，⽣徒⇄⽣徒のやり取り
を⾏いながら進める。 

 
・英語による教師の⾃⼰紹介

を聞いたり，ペアで尋ねあ
ったりする。 

・英語を使いテンポよく
進める。 

・笑顔で⾃⼰開⽰する。 
・⽣徒を巻き込みながら

⾃⼰紹介をする。 
15 
分 

・⾔語活動 [私ってこんな⼈] 
互いを知り合うために， 好きなこと，
できること，中学校で頑張りたいこと
を伝え合う。*活動→指導→活動の流
れで⾏う。（⾔語材料：I like 〜. I can 
〜. I want to join/study/enjoy 〜.）既
にこれらの⾔語材料を使ってきています 

・教師が知りたいこと知る。 
・モデルを⾒て，⾃分で伝えた

い内容を整理させる。 
・*ペアで対話→仲間の良い

姿，⾔えなかった表現等の
共有→もう⼀度ペアで対話 

・⼩学校で学習した単元
の場⾯や活動等を⽰
し，⾔語材料を想起さ
せる。 

・良い姿，表現を積極的
に⾒付けて，賞賛する。 

15 
分 

・中学校の英語学習 
⼀年間の学習の⾒通しをもたせる。 

  どんなことを学習するか。 
  どんなことができるようになるか。 
  いつどんな評価を⾏うか。 
  どのように英語を学んでほしいか。 

・教科書を⾒る。 
・CAN-DO リスト＆評価につ
いて知る。 

・教師の願いを知る。 

・⼀年間の学習を概観す
ることが⽬的であるの
で，端的な説明に⼼が
ける。 

・こうなってほしいとい
う願いは具体的な姿で
語れるようにする。 

10 
分 

・振り返り ・授業の振り返りと⼀年間の
⽬標（決意）を書く 

・振り返りの書き⽅も指
導する。 

「中学校の英語学習」についての説明部分は２時間⽬にたっぷり時間をとって⾏い，その代わり歌やゲ
ームなど楽しい活動を取り⼊れ，教師が英語で授業をテンポよく，どんどん進めるような授業開きを⾏
なってもよいでしょう。 
 
 
 
 ⼩中連携の教育活動として，中学校の英語科教員が⼩学校に⾏き，TT で授業をする実践です。事前
の打ち合わせには，中学校と⼩学校の教員が ICT（Google Meet）を活⽤しました。その結果，中学⽣
１年⽣が先輩として成⻑した姿を⾒せる機会を設けようと，学校を英語で紹介するビデオメッセージ
を送ることになりました。授業で視聴した⼩学６年⽣からは，「お〜!」という感嘆の声が⾃然と上がり
ました。以下は，その実践の指導案です。 
１ 単元名  Junior High School Life 
２ ねらい  単元の最終時間に中学校の先⽣や中学⽣にビデオを撮って送る 
中学校の先生や友達に，中学校でやってみたいことを分かってもらうために，得意なこと，教

科や部活動などについて，伝え合うことができる。 
３ 使⽤する表現 ※全て既習表現 
学校，教室（brass band, chorus, class, elementary school, junior high school, team, track）, 
身の回りのもの（computer）, 活動（join）, hard, life, ・I want to join [study].... 
I like.... / I can .... / I'm good at .... / I want to join .... / I want to be .... / I want to .... など 

中学校での授業開き（例） 
 

小中を連携した実践例 
 



４ 学習活動    

ステップ 児童の活動 （C:児童全員） 教師の働きかけ 
（T1：専科 T2:中学校の先⽣ T3:学級担任） 

１ あいさつ 
 
 
２ チャンツ 

     （５分） 
３ スモール 

トーク（８分） 
４ 活動内容    

の確認（２分） 

○あいさつ 
C: Hello. Ms.○＆Mr.○. How are you? 

: I’m ~.  
○音声を聞きながら、一緒にチャンツをする。 
 
○中学生が部活や教科について紹介する動

画を見る。その内容について先生の質問に

答える。 
○活動のめあてを確認する。 
 

T1.2.3:あいさつをする。 
T1.2.3: Hello. Everyone!  
T1.2.3: I’m fine. Thank you, how are you? 
T1:Let’s chant together.(P.106） 
T1:一緒に楽しく、歌う。 
T2: Let’s enjoy small talk! 
  Please listen and guess. 
 
T1:活動のめあてを伝える 
 
T1:授業の流れを書く。 

５ スモール 
トーク 

    （５分） 
 
 
 
６ インタビュー 

ビンゴゲーム 
    （15 分） 
 
 
 
 
 
 
 

 

７ メッセージ 
タイム（５分） 

○やりとりのモデルを見せる。 
○児童同士で会話をする。（入りたい部活動） 

A: I want to join a soccer club. How about you? 
B: Good. (Me, too). I want to join a baseball club. 
I’m an Otani Shohei fan. / I like baseball. 
 （理由を言えたら言う） 

○教科の言い方を復習する。 
○ゲームのやり方をしっかり聞いて確認す

る。 
○必ず中学校の先生の所へ行って自分の入り

たい部活動や頑張りたい教科を伝える。 
○自分と同じ部活動やがんばりたい教科の

友達を見つける。 

○中学校の先生からのメッセージを聞く。

これからのスピーチに生かす。 

A: I want to join a soccer club. 
B: Me, too. I want to join a soccer club. 
A: I want to study English. 
B: Great. I want to study music. I like songs. 

T1.2: Let’s enjoy small talk! 
     Please listen and guess. 

Please look at us. 
＊やり方の説明をする。 
T1: 黒板に絵カードに貼る。 
T1: Please repeat after me. 
 
T1.2: Let’s play インタビューゲーム！ 

Please look at us. 
＊ゲームの⾒本を⾒せ、ゲームの仕⽅を説明する。 

T1: Are you ready? Let’s start. 
 
T1.2.3:机間指導し、戸惑っている児童

に助言・支援する 
 
 
 
T2: Let’s enjoy メッセージタイム！ 
  中学校の先生が児童へ英語でメッセ

ージを送る。 

８ 振り返り 
（５分） 

９ あいさつ 

○振り返りカードに記入し、がんばりや気

づきを発表する。 
C: Stand up! 

Thank you, Ms.○＆Mr.○. See you. 

T1:振り返りカードを配布し、振り返り発

表する児童を指名し、助言・称賛する。 
T1.2.3: That’s all for today. Thank you 

everyone!  
T1.2.3: See you. 

 

        ⼊りたい部活動などを伝え合おう 
！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


