
１．研究主題

「自ら学ぶ子の育成」

国際教育を通し、コミュニケーション力を育てる

２．研究のねらい

国際化に対応し、「自ら学び、生きる力」を身につける児童の育成を図るためには、２１世紀を見通した

教育課程を編成し、実践していくことが必要である。そのため本校では研究主題である「自ら学ぶ子の育成」

のもと、国際教育という学びのフィールドを基盤に、各学年の発達段階を意識してコミュニケーション力を

育てていく取り組みを行う。また、国際教育の中に外国語（英語）活動を位置づけ研究に取り組む。

３．研究仮説

○国際教育という学びのフィールドを基盤に、自分の思いや願いから自分たちの課題を見い出し取

り組む中で、地球的な視野に立って行動する態度や技能が育まれる。

○相模台小学校の地域性を活かし、多様な人との触れ合いを通した学習活動を行うことにより、コ

ミュニケーションを図ろうとする態度が育まれる。

そのコミュニケーションの一つとして外国語（英語）活動を取り入れた活動を行う。

４．研究の内容

（１）国際教育の中に外国語（英語）活動を位置づける研究
（２）児童の発達段階に応じたコミュニケーション力のあり方についての研究
（３）HT（学級担任）と ALT（言語指導助手）との協働による外国語（英語）指導のあり方の研究、HT

単独の授業についての研究
（４）外国語（英語）活動を通して児童のコミュニケーション力の向上につながるための教材開発及び、

低学年からの英語活動の実施の研究
（支援級、低・中学年は学校裁量の時間として年間２０時間程度実施）



５．研究方法

（１）外国語（英語）活動などのコミュニケーション力の育成に関わる授業や活動の振り返りシートの蓄

積、アンケート結果の分析などを生かし、コミュニケーション力の向上に取り組む。

（２）国際教育（外国語活動、英語活動を含む）のカリキュラム開発とその実践。授業実践を通して授業改

善に取り組む。

６．研究の視点

（１）国際教育
本校は米軍住宅に隣接し、また外国籍児童や外国につながる児童が多いという地域性もあり、学校生活全

体において国際理解や国際教育が日常的に行われている。子ども達は外国籍の子と一緒に生活することに違
和感もなく自然な交流が日常的に見られる。身近な活動の中で、それぞれの習慣、文化の違いを理解し、助
け合う態度が育成されている。また、本校は国際教育のねらい（注１として次の３つを意識して取り組んでい
る。
（Ⅰ）国際教育とは「国際社会において、地球的視野に立って、主体的に行動するために必要と考えられる

態度・能力の基礎を育成する」ための教育
（Ⅱ）平和、人権、環境、開発などの地球規模的な課題や、今日的課題を子どもたちの身近な課題として教

育活動に取り入れる。
（Ⅲ）課題追究・解決型の学習プロセスを大切にし「総合的な学習の時間」との関連を常に意識する。
また、国際教育の意義と今後の在り方（注１として、国際化した社会において、我が国の子どもたちが自立

した個人として、いきいきと活躍できるよう、初等中等教育段階においては、全ての子どもたちが、
（Ⅰ）異文化や異なる文化をもつ人々を受容し、共生しようとする態度・能力
（Ⅱ）自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立
（Ⅲ）自分の考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる態度・能力を身に付けることができ

るようにすべき
であると考える。将来、地球的な視点に立って課題に取り組み、様々な人と相互共存を図ろうとする人間を
めざし、その素地を培うための教育を行っていく。

（２）本校が考えている外国語（英語）活動
①「外国語（英語）活動」は、「英語」を使った活動として捉え、国際教育の学習内容を意識した活動計
画を行い、必然性のあるものとする。

②「聞く」「話す」を中心に進める。（文字は活動に必要で、子どもの要求がある時に使用）
③相模台小学校の子どもの実態に合った活動計画を作成する。
④文法的な指導に重点をおかず、コミュニケーションを図ることを重視する。
⑤ジェスチャーや絵などの言語以外の表現方法も活用する。

７．本校が目指すコミュニケーション力

本校では、次の 3つをコミュニケーション力の要素だと考えている。

（１）意欲（学習の原動力）
１つ目は意欲である。課題追究をする中で生まれる学ぶ喜び。また、課題解決学習に取り組む中で、友だ

ちとの協力、地域の人との協力などたくさんの人とつながることは子どもの学ぶ意欲につながると考える。
そして、自分たちの学びを友だちや他学年、保護者、地域の人に伝える活動は非常に大切だと考える。
つまり、子どもの意欲を高めるためには、「学ぶ喜び」「つながる喜び」「伝える喜び」が重要である。子

どもの学ぶ意欲を支えるために、カリキュラムの中で、様々な体験、多様な人との出会いを大切にしている。

（２）スキル（技能）
２つ目は、コミュニケーションのスキルである。どの学年においても人とのコミュニケーションの中で求

められる。アイコンタクト、聞く態度、マナー、話し方などのスキルを全教科を意識して取り組むことが大
切であると考える。特に外国語活動（英語活動）では、“Clear Voice”“Good Gesture”“Nice Smile”を意識
して取り組み、コミュニケーションのスキル向上に取り組んでいる（注２。外国語活動（英語活動）だからと
言って大きな声を出したり、過度なジェスチャーをしたりするのではなく、自然な形で相手とやりとりがで
きるような指導を行っている。



（３）表現力（考えて伝える）
最後は、考えて伝える力である。多様な人との出会いを経験し、学んだことを伝える活動を通して、子ど

もたちは相手意識を持つことができるのではないかと考える。同級生に伝える時、低学年に伝える時、保護
者に伝える時、地域の人に伝える時、外国の人に伝える時等、それぞれの相手に伝わるように考えること、
相手に理解してもらえるように行動することを表現力ととらえ、その育成に取り組んでいる。

・（注１ 初等中等教育における国際教育推進検討会報告－国際社会を生きる人材を育成するために－
平成１７年８月３日 文部科学省ホームページ

・（注２ 講演「外国語活動のこれから」より 直山木綿子（文部科学省教科調査官）平成２２年６月１日

８．今年度の取り組み

高学年ではこれまでの総合的な学習関連の内容を中心にしながら、ALT不在の HT単独の授業では文部科

学省発行の「Hi,friends!」の活用も行う。低学年・中学年・支援級では、学校裁量の時間の中から年間２０

時間程度を英語活動の時間として設定した。

また今年度より、外国語（英語）活動で目指す子ども像を設定した。授業の中で子ども像に迫るための手

立てを考え、公開授業の後の研究協議でも話し合いの柱にすることで、学校全体としての方向性がより明確

になった。

（1) １学期＝指導計画を見直し、各学年の年間計画を作成する。

＊外国語（英語）活動指導案を学校ホームページを使って公開していく。

＊高学年は３５時間、低・中学年は２０時間の指導内容を一覧表を参考に作りあげる。

（2) ２学期＝１１月１４日 ２年、４年、５年、６年の４学年が研究発表を行う。

（3) ３学期＝１年間取り組んだことをまとめ、学期毎の指導計画＆外国語（英語）活動指導案をまとめる。

※各学期の終わりに、実践した外国語（英語）活動指導案を学校ホームページ上にアップロードしていく。
※年度の終わりには年間計画を修正し、ホームページ上にアップロードしていく。



９．全体構想
＜学校教育目標 ＞

○健康で明るい子

○心が広く豊かで、思いやりのある子

○よく考えて工夫し、正しい判断のできる子

○強い意志を持った実行力のある子

＜重 点 目 標＞

自ら学び
心豊かにたくましく生きる子

＜研 究 主 題＞

自 ら 学 ぶ 子 の 育 成

－国際教育を通し、コミュニケーション力を育てる－

＜生きる力＞
ひ ま わ り 低 学 年 中 学 年 高 学 年

・あいさつができる。 ・あいさつができる。 ・心のこもったあいさつができ ・その場にあった受け答えやあい

・身辺の整理ができる。 ・困ったとき相手に伝えて解 る。 さつができる。

（衣服着脱、排泄等） 決しようとする。 ・自分なりに問題意識をもって ・自らの課題に対して的確に判断

・自分なりの表現力をもつ。・相手の目を見てしっかり聞 課題に取り組める。 し解決しようとする。

・いろいろな人と一緒にす ける。 ・自分の気持ちを他の人に話す ・身につけた力を見通しをもって

ごすことができる。 ・善いこと悪いことがわかる。 ことができ、相手の意見を聞 生活や学習の中で活用すること

・自分の気持ちをコントロ ・意欲的に学ぼうとする。 くことができる。 ができる。

ールしようとする。 ・身近な出来事に感動したり ・自分のことばかりでなく相手 ・感動したことを豊かに表現する

・生活を楽しもうとする。 感じたりすることができる。 のことも考えられる。 ことができる。

・自分の気持ちをコントロー ・失敗を恐れず、好奇心をもっ ・相手の心を理解し思いやりをも

ルしようとする。 て活動することができる。 つことができる。

＜学年別重点目標＞
ひ ま わ り 低 学 年 中 学 年 高 学 年

・いろいろな人とのふれあ ・自分や友だちのよさや違い ・自分との違いや共通点に気が ・相手のことを理解し、自分の意

いを楽しもうとする。 に気づき誰とでも仲良くし つき、お互いに協力しようと 思を伝えながら、互いに尊重し

・体験や活動を通して様々 ようとする。 する。 ようとする。

な変化に気づこうとする。・自分が考えていることをい ・自分の考えをもち、相手にわ ・学んだことや身につけたことを

ろいろな方法で相手に伝え かるように表現しようとす もとに工夫して表現し、これか

ようとする。 る。 らの活動に生かそうとする。

・体験や活動を通して身近な ・体験活動の中で、自分の課題 ・体験や活動を通して自ら課題を

地域や人々に関心をもち、 を見つけ、解決しようとする。 見つけ、解決していこうとする。

ふれあおうとする。

＜ 総合的な学習 ＞ ＜外国語 (英語) 活動＞
各 教 科 めざす子ども像 道 徳

○体験活動を重視した活動 ○日本と外国の文化の違いや共通点に気付き
○子どもの思いや願いを取り入れた活動 それぞれの良さを認め合える子ども

特別活動 ○子どもが課題を見つけ、追究していく活動 ○自分の思いや考えを進んで伝えたり、 学校行事
○地域の特性を生かし、国際教育を取り入れた 相手の思いや考えを受け止めたりして、
活動 積極的にコミュニケーションを図ろうと

する子ども

学年・学級経営（学年・学級目標） 保護者・地域・関係機関との連携



１０．外国語（英語）活動のねらいと到達目標

①聞く・話すことの実践的なコミュニケーション能力の基礎を養うために、友だちや ALT と進んでコミュ
ニケーションを図り、伝わった喜びや楽しさを味わおうとする態度を身につける。
②外国の言葉や文化に親しむ。

ひまわり・低学年 中学年 高学年

① コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 楽 し む

・ALT や友だちとのコミュニケ ・ALT、HT、友だちとのコミュ ・ALT や友だちと積極的に関わ
ーションを楽しもうとする。 ニケーションを楽しむ。 り、伝える喜びや楽しさを味

・相手の目を見て聞き，進んで わう。
学ぼうとする。

・ALT のまねをして聞いたこと ・ALT の話を分かろうとして聞 ・ALT や友だちに自分の知りた
を言おうとする。 き、分からないことは進んで聞 いこと、学びたいことを進ん

・はっきりした声であいさつを こうとする。 で聞こうとする。
しようとする

（Hello,Thank you, please,see you)
・カードを受け取ったときに、

ALTにありがとう（Thank ○ 進 ん で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る
you)という言葉を返そうとす
る。 ・ジェスチャーや簡単な英語で自 ・簡単な英語のフレーズを使っ

・Hello という言葉に対して返そ 分の気持ちを伝えようとする。 て自分の意思を伝えようとす
うとする。 る。

・学習した英語表現を使って、
・ALT に自分から挨拶をしよう ALT や友だちと簡単な会話を
とする。 しようとする。

・劇などを通して、簡単な英語
・気持ちを込めて挨拶をしようと 表現を使って表現する事を楽
する。 しむ。

② 言葉 と 文 化（ 歌 ・ゲー ム ） に 親 し む

・元気に歌を歌ったり、楽しく ・はっきりした声で楽しく歌おう ・歌詞を覚えて、英語の歌を歌
ゲームをしたりしようとする。 とする。 おうとする。

・新しい歌やダンスに興味を持 ・歌やダンスのジェスチャーを楽 ・楽しみながら、友だちと一緒
ち、楽しく歌ったり踊ったり しむ。 に歌やゲームに参加する。
しようとする。

・身体表現を楽しむ。
・楽しくゲームをしようとする。

○外国の生活や文化に興味を持つ

・ALT の話や、外国の写真など ・日本や外国の生活・文化の良さ ・日本や外国の生活・文化のよ
を見て、他の国の文化に触れ や違いに興味を持とうとする。 さや違いに気付く。
ようとする。

・世界地図に興味を持ち，ALT ・ALT の故郷の文化を日本と比
の話を聞き、ALT の故郷の文 較しながら、互いの良さに
化を進んで理解しようとする。 気付く。

・外国の文化に興味を持とうとす ・外国の文化と比べながら日本
る。 の良さを伝えようとする。



１１．国際交流
（１）アーンスクールとの交流（☆アーンスクールで、○相模台小で）

☆マルチカルチャー・デー ５/１７ ４年生 ７９名参加
アーンスクールの子どもたちと一緒にいろいろな国の踊りを鑑賞する。本校の子どもたちも日本
の踊りなどを紹介した。（ソーラン節のおどりとたいこ、一輪車の披露）

☆フィールド・デー ５/３１ ※雨天のため中止
・アーンスクールのクラスに数名ずつ分かれて入り、バスケットやリレーなどの種目に参加する。

○運動会 ５/２５ ※アーンスクールは休日のため不参加
○学年音楽会 ２、３学期の学年音楽会に招待する。アーンスクールの子どもも参加し、歌や合

奏を行う。（予定）
（２）その他の交流

○交流音楽会（全校活動） ６/１８
全校児童が体育館で外国の音楽を鑑賞する。一緒に踊ったり、歌ったりする。

・今年度はモンゴル民話「スーホの白い馬」の語りとピアノ、メキシコの踊りの紹介をしていただ
いた。

１２．研究組織

◎小委員会
○校長、教頭、教務主任、研究主任、推進委員長で構成
○研究推進委員会に提案する内容についての検討や討議、及び確認

◎推進委員会
○校長、教頭、教務主任、研究主任、推進委員長、各学年の推進委員、専門委員会の委員長で構成
○研究推進計画や授業研究の検討、協議

◎全体会
○全職員で構成
○研究推進委員会から提案される内容についての検討や討議、及び確認
○授業研究の検討、協議

◎学年部会 ＜研究組織図＞
○具体的な活動計画の作成 （学年団） （学年部会）
○授業研究を通し活動計画を検証、修正 ひまわり級部会
○授業実践の記録、評価、改善 低学年団 １年生部会

◎専門委員会 校 小 推 全 ２年生部会
○特色ある学校づくり委員会 長 委 進 体 中学年団 ３年生部会
※国際教育の推進 ・ 員 委 会 ４年生部会
※外国語（英語）活動の充実と評価、改善 教 会 員 高学年団 ５年生部会
（HT単独の外国語・英語活動の授業改善）頭 会 ６年生部会
外国語（英語）活動指導案の作成、見直し
発達段階に応じたカリキュラム表の見直し （専門委員会）
・教材一覧表の作成 特色ある学校づくり委員会
・外国語（英語）活動一覧表の見直し 開かれた学校づくり委員会

○開かれた学校づくり委員会 学力向上委員会
※国際教育のための環境づくり
（台小タイム、アーン小との交流・「かぞえ歌」朝会、地域との交流等）

※国際交流や日常活動の構築（全校コーナーへの掲示、ハピネスルームの整理等）
※台小タイムの企画・運営
地域教育力の充実
学校支援活動・学校支援ボランティア
社会・自然体験活動

○学力向上委員会
※国際教育（教科・領域、総合的な学習の計画）
・きめ細かな指導や評価のあり方
自ら学び、考える力の育成
発展的な学習のあり方

※学習意欲の高揚に向けて
・学びの機会の充実と学ぶ習慣の育成と学習タイムの充実
※確かな学力向上のための授業診断
・学年毎に必要と考えるコミュニケーション力の確認
・外国語（英語）活動の振り返りカードの見直し、活用の仕方
※学習発表会の計画と運営



１３．研究計画

学期 内 容

・学年のテーマに沿ったカリキュラム開発と人材活用
１ ・発達段階に応じた外国語活動、英語活動の単元開発

・HT単独の研究授業 ・アーンスクール（米軍ハウス内小学校）との交流活動

・学年のテーマに沿ったカリキュラム開発と人材活用
２ ・発達段階に応じた外国語活動、英語活動の単元開発の実践および研究

・研究発表会（１１月１４日）

・学年テーマに沿ったカリキュラム開発と人材活用
３ ・国際教育に関する学習発表会（２月１４日）

・学年のテーマに沿ったカリキュラム評価 ・研究のまとめと次年度の課題把握

＜過去の研究＞

年度 研 究 主 題 指定等

２１ 自ら学ぶ子の育成 神奈川県教育課題研究委託校
－国際教育を通し、コミュニケーション力を育てる－ 相模原市教育委員会国際教育実践校

２２ 自ら学ぶ子の育成 神奈川県教育課題研究委託校
－国際教育を通し、コミュニケーション力を育てる－ 相模原市教育委員会外国語活動実践校

２３ 自ら学ぶ子の育成 相模原市教育委員会授業改善推進校
・ －国際教育を通し、コミュニケーション力を育てる－
２４

＜研究推進委員会＞ ☆研究推進委員長 ◎研究主任 ◇専門委員長

校 長 教 頭 教務 榎本

ひまわり １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 級 外

白沢 ◇矢野 ◇田上 湯通堂 ◇木下 ◎菊池 萬徳 ☆シェイ

＜専門委員会＞

ひまわり １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 級 外

特色ある学校づくり 白沢 ◇矢野 眞鍋 野中 櫻井 福井 萬徳 榎本

開かれた学校づくり 竹内 水野 湯通堂 ◇木下 藤平 間瀬 シェイ
岸本

学力向上 長崎 熊谷 ◇田上 根本 井上 菊池 谷 内山

＜平成２５年度の国際教育の活動テーマ＞

ひまわり級－『みんな なかよし』

１年－『人、動物、自然と仲良し ～みんなハッピー～』

２年－『この町、学校、自然、大すき！』

３年－『もの知り博士になろう』

４年－『水と共に生きる命』

５年－『食を見つめて』

６年－『今のわたし これからのわたし ～いろいろな人々とふれ合い、自己を見つめよう～』



１４．外国語（英語）活動の進め方
◎ ALTとの協働のあり方

HTの役割 ALTの役割

・国際教育の活動計画作成、検証。 ・ゲームや会話を担当。
・授業の進行役（タイムキーパー）。 ・英語で授業を進める。
・学習内容を説明する。 ・HTと授業作りを行う。
・子どもへ支援しながら、ともに外国語 ・文化、習慣などの違いを紹介する。
（英語）活動を楽しむ。

◎ HTの留意点
・ALTは音声担当だけにいるのではないと認識し、ALTのもつ国際性を引き出すようにする。
・ALTの話す場面を多くするため、HTの説明は簡潔に行う。
・話を静かに聞く等、活動に参加するために必要な基本的な態度をしっかり指導しておく。

◎外国語活動（英語活動）の時間の留意点 ＜ ALT との授業をするにあたって＞
①授業の事前の確認をする。
・外国語（英語）の活動の内容（英語活動）を話し合う。（ALT と学年で）
②時間割を変更する場合は、必ず、窓口担当（シェイ）と ALTに連絡する。
・英語の時間以外に ALTが必要な場合にも事前に連絡する。
③授業の開始・終了の時間を厳守する。
・開始、終了の時間を変更する場合は、事前に ALTに連絡する。
④ＨＴは、子どもが楽しく集中できる工夫をし、どの子も活動に参加できるようにする。
⑤授業の場所は、原則として
・ひまわり、低学年－教室・ハピネスルーム ・中学年、高学年－ハピネスルーム（A 棟３ F）
・教室移動の時は、クラス単位で並んで移動する。
⑥外国語（英語）の時間でも、ALT との授業なので、ALT に任せきりにしない。
・HTは、必要最低限の日本語で指導に当たる。
・できるだけ ALTの英語を聞く時間を確保する。
・覚えさせようという意識はもたない。
⑦ Classroom-English をできるだけ使うようにする。
◎日常的な取り組み
①日常の日本語でのあいさつや返事をきちんとできるようにする。
(教師も率先して行う）

②話している人の目を見る。(Eye-contact)
③人が話しているときは静かに聞く。
④自分から話そうとする態度を養う。

１５．研修

◎長谷川先生（桜美林大学准教授）から小学校外国語（英語）活動の今後の動向（Hi,friends！）と、
先進校の研究についての情報提供を受ける。

◎ HT一人による外国語（英語）活動の授業の研究（ALTのアドバイスを積極的に求める。）

１６．授業研究

◎発表会の全体公開授業は、低・中・高学年（５・６年生）の４本とする。

1学期 ２学期 ３学期

全体公開 全体公開 年間計画の修正

６月１４日：ひまわり １０月２１日：１学年 熊谷級（ALT） 指導計画完成

（ALT） 外国語（英語）活動指導案完成

６月１７日：３学年 公開授業 ホームページ上にアップ完了

野中級（HT） １１月１４日：

２年・４年・５年 ６年

【４学級公開】



＜授業者一覧＞

ひまわり １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

全体研究 6月 14 日 10 月 21 日 6 月 17 日
【白沢先生】 【熊谷級】 【野中級】
【長崎先生】

研究発表
11 月 14日 田上級 木下級 福井級 間瀬級

◎子どもが思いや願い・課題をつかむ授業、子どもがどのように課題を追究していこうとするかわかる

授業、その時間だけのめあてでなく課題を追究している授業、活動結果から新たな課題をもとうとす

る授業等について研究していく。

○全体公開の指導案については、推進委員会で検討する。

１７．地域教育力・人材の活用、校外学習

＜再確認＞－子ども達及びゲストティーチャーの安全を図るために

○依頼状を作成する。→ 作成後、検討してもらい、依頼主へ送る。

○原則的に、謝礼金はない。（費用が必要な場合は、学年で決定せず教頭に相談する。高額でなくとも）

○校内の職員の支援が必要な場合は、事前に詳細を知らせ、依頼しておく。

○人材リストに記入する。

＜外国籍児童について＞

◎在籍の利点

・文化、環境や生活習慣の異なる子どもと直接交流できる。

・言葉の通じない子とコミュニケーションを図る場が多くある。

・保護者の協力（国際理解）を得られる。

・国籍の違いによる人権の学習の場になる。

◎教師の留意点

・国内外、男女を問わず、どの子にも公平に平等に接することが大原則である。

・英語が話せること(native-speaker であること)を必要以上に利用しない。場に応じた効果的な扱いを
しても ALTの代用にしない。クラスの一人の児童として扱う。
・外国人児童の名前を呼ばず、「～人（じん）」と呼んだり、差別的な言葉遣いをする子を見かけた

ら必ず注意する。

＜教育ボランティア＞

◎人材の窓口と活用例

①公民館 昔の遊び、昔の生活の話

② PTA (OBを含め) 外国語（英語）

③外国籍保護者 読み聞かせの推進 １～６年各学年

④県・市の機関 下水道公社

◎保護者への呼びかけ

外国語（英語）、生活科や総合的な学習の時間の活動（校外学習でも可）におけるボランティア



１８．校内研究の取り組み

（１）５分間レッスン
本校では、全体会（研修）の前に Classroom Englishと各学年

が年間で取り組む英語の歌のレッスンを５分間で行っている。
年間で１２回ぐらいの取り組みである。Clasroom Englishの発音
練習は ALT の先生にやっていただいたり、国際担当の先生にお
願いしたりしている。また、歌の練習に当たっては、今年度か
ら学年の先生方に割り振り、授業で実践したものを紹介しても
らっている。この取り組みにより、教員の Classroom Englishの
活用の向上、英語や歌への苦手意識の軽減につながっている。

（２）カリキュラム開発研修
４月の下旬頃に９０分程度かけて年間計画の作成を行う研修

である。持ち物として、昨年度の研究紀要、各学年の教科書（上、
下）国語、算数、理科、社会、音楽、体育、図画工作、家庭科、
生活科、道徳、年間学習指導計画単元一覧表や昨年度の英語活
動・外国語活動の指導案、「Hi,Friends!」(５年生・６年生) など
を資料に、１ヶ月過ごしてきた子ども達の実態を踏まえながら、
この一年間で子ども達に付けたい力を明確にし、それを実現す
るための総合的な学習の活動や教科の内容とスキルの関連を付
箋を使いながら整理、構造化する。そして、最後には学年毎に
発表を行い、各学年からアドバイスをもらう。このような取り
組みにより、学年、学校全体で子ども達を育てる意識や学年の
系統性を感じられる研修を行っている。

（３）各学年の活動紹介研修
各学年の活動紹介研修は夏休みの間に行われる研修である。

各学年が今までの外国語（英語）活動で取り組んできたことや、
研究発表大会で取り組むゲームや活動について紹介をしたり、
他学年の取り組みやゲームを体験し、外国語（英語）活動の多
様な授業方法について学んだりすることを目的としている。
学年で悩んだり、指導案作りで悩んだりしたことを実際に教

師が子どもの立場になって活動やゲームを体験し、それに対し
てのアドバイスや意見を行う。研究発表大会への不安や授業へ
の不安を、みんなで活動を体験し、アドバイスしながら解決で
きる研修である。
１９．国際教育の取り組み

（１）絵本の読み聞かせ
国際教室担当の先生、ALT、保護者のボランティアの方が

毎週金曜日の読書タイムの時間に英語の本の読み聞かせを
行っている。クリスマス・イースター・ハロウィンなどの
外国の行事に関連した絵本を紹介し、外国の文化に触れる
機会を作っている。ネイティブの方にお願いすることで発
音、アクセントに慣れ親しんでほしい。また、少し分から
なくても絵を見て想像してお話の世界を楽しんでほしいと
考えている。



（２）音楽朝会（かぞえ歌）
池田綾子さんの｢かぞえ歌｣を全校で合唱する。本校に在

籍している外国につながる子どもたちが、それぞれの国の ｢
１から７までの数え方｣を紹介する。１３の国につながる子
どもたちが学校にいることを全校に伝えると共に、外国に
つながる６２人（平成２５年度）の子どもたちがこの音楽
朝会を通して自分に二つ以上の文化があることに誇りに思
ってほしいと考えている。また、全校児童にとって多文化
に触れる有意義な機会である。

（３）交流音楽会
本校では国際理解の一つとして毎年交流音楽会を実施し

ている。今年度は全校児童がモンゴル（スーホの白い馬）
の語りとピアノを鑑賞したり、メキシコの踊りを体験した
りした。
音楽や踊りは、難しい言葉を必要としない異文化の体験が

可能である。楽しく体を動かしながら体験できる行事である。
子どもたちは、（民族）衣装を知ったり、展示されてある

民芸品を間近に見たりして、異文化について知識を広げるこ
とができる。

（４）学校の掲示など
本校では、視聴覚室をハピネスルームとし、外国語

（英語）活動を行う部屋としている。日常生活の英語
表現、各学年の外国語（英語）活動の様子を掲示する
など、英語を楽しむ環境作りを学校全体で行っている。
学習環境を整え、掲示を通して少しでも子どもたちが
異文化に触れる機会を作っている。


