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小学校における外国語活動を展開するための効果的な教員研修 
 
 
北岡順子*1・伊東 英*２ 
 

本研究は，平成 23 年度より小学校における外国語活動が円滑に全面実施されるように，A 県の教員研修を

担当する立場から効果的な研修を行うために，2 種類の研修を実施し，その受講者にアンケート調査を行い，

内容を分析したものである．研修を実施する際に，内容と研修対象者を次のように分類した． 
・研修項目内容をコンテンツとストラクチャーに分ける． 
・受講者を 3 年以下の指導経験者と 4 年以上の指導経験者に分ける． 
その結果として 3 年以下の指導経験者はコンテンツにおいてもストラクチャーにおいても研修意欲が高い

が，4 年以上の指導経験者の場合はコンテンツ，ストラクチャーに分けられたカテゴリーに対してというよ

りは，それぞれの項目によって研修意欲が異なることが分かった．本状況で全ての受講者にとって効果的な

研修内容は何かを考えた場合，「授業参観」と「意見交流会（授業研究会）」が有効であることもアンケート

調査結果から読み取ることができた．今後はそれらを中核に据えながら研修内容を構成していくことにする． 
 

〈キーワード〉 小学校外国語活動，教員研修，中核教員研修 
 

1 はじめに 

小学校に新しく外国語活動が教育課程に位置づいた．

平成 20 年度に告示された学習指導要領の中で目的とは

次の 3 点（表 1）であり，これを達成することで「コミュ

ニケーションの素地」を身につけることができると記さ

れている． 

表 1 外国語活動の目的 

（出典） 学習指導要領，2008，文部科学省 

そして文部科学省は新しい分野を円滑に推進するため

に，以下のような導入策を打ち出した．（表 2） 

平成 23 年度からの全面実施を迎えるために，A 県で

は次の 2 点に重点を置いて進めている． 

(1) コミュニケーション能力を中核に据えた授業 

(2) 担任が中心となって進める授業 

 

2 研究の目的 

筆者は研修担当として今年度と移行期における研修の

内容を模索する必要があり，県内すべての小学校高学年

において，「担任であれば誰でもできる英語活動」が円

滑で効果的に実施される状況を実現するため，文部科学

省が示した③の研修（図１）と A 県で行っている研修を

もとに A 県における教員の「効果的」な研修の在り方を

模索する． 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 1 文部科学省がイメージする研修構想図 

・外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解

を深める． 

・外国語を通じて，積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度の育成を図る． 

・外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解

を深める． 

*1 岐阜県教育委員会  *2 岐阜大学教育学部生涯教育講座 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.3, Vol.26, No.1, 109-116 

表 2 小学校における英語活動等国際理解活動推進プラン 

① 教材・教具  

英語ノート CD 電子教材 教師用指導資料配付 

② 拠点校  

40 校に 1校の割合で拠点校設置 

③ 指導者研修 

 指導者養成研修・中核教員研修・現職研修 
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また，筆者がここで考える「効果的」とは以下の 2 点

の力を身に付けることを意味する． 

1）学級担任が授業に生かせる効果的な研修内容を組み

入れ，一人一人が実践する力 

2）英語活動に対する考え方を理解し，活動の意図を知

り，その意図をもとに授業の構成を考えながら小学校

段階にふさわしい授業をコーディネートできる力 

 

3 研究の方法 

実践力向上講座（教育センターで行われる希望者を対

象とした研修講座）と中核教員研修の２種類の研修を通

して研修者が期待する研修内容についてアンケート調

査を行い，その結果を次の２つの視点で分析をする． 

1）研修内容を，２つのカテゴリーに分ける． 

①コンテンツ 

 授業での指導内容に直接かかわる内容 

②ストラクチャー 

 授業をつくるための間接的な内容 

（図 2・表 3）

2）小学校における外国語活動にたずさわる教員を２つに

分ける． 

①3 年以下の指導経験者 

②4 年以上の指導経験者 

   教員の場合，3 年目までを初任者と見なすことが多い．

基本研修とされる初任者研修も3年を一区切りとしてい

る．その区切りを境に徐々に経験を積み重ね，中堅教員

となっていく．小学校における外国語活動においても教

員の実年齢ではなく，外国語活動に携わった経験年数を

上記のように①もしくは②で区切ることにする． 

 

4 結果と考察 

(1) 研修の実態 1 

研修①：実践力向上講座 

目標：英語活動における実践的な指導力を身につけるた

めの基礎づくりをする． 

対象：小学校における英語活動に携わって 3 年～5 年前

後の指導経験者 34 名（男子 5 名 女子 29 名） 

 

アンケート調査について： 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3 参加者の年代層 

 
図 4 外国語活動における指導経験年数 

 

アンケート結果によると，研修者の 67.0％が指導経験

3 年以下であり，残りの 33.0％は 4 年以上の指導経験者

である．5 年以上の経験を持つ者も 24.0％いる（図 3）．

①ストラクチャー 

②コンテンツ 

授業 

図 2 「コンテンツ」と「ストラクチャー」の関係 

表 3 具体的なコンテンツとストラクチャーの項目

①コンテンツ 

・ゲームの種類 

・歌やチャンツの種類 

・教材の種類 

・クラスルーム・イングリッシュ 

・絵本を用いた活動 

・文字を導入した活動 

・他の小・中学校の授業参観 

②ストラクチャー 

・授業の組み立て方 

・英語ノートの活用法 

・評価の方法 

・ティーム・ティーチングの方法 

・職員研修の仕方 

・目標設定の仕方 

・小学校英語に関する理論 
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研修者の年代は 30 代～40 代の中堅教員が多く（図 4），

県内の外国語活動の導入率は数年前から 100％であるが，

それほど深く浸透していないのではないかと推測でき

る． 

コンテンツとストラクチャーを比較した場合，コンテ

ンツの方がより授業づくりに直結しているので，ストラ

クチャーよりも研修意欲は高いと考える． 

 また指導経験年数で分けた場合，3 年以下の指導経験

者の方がコンテンツについて学ぶ意欲が高いのではな

いかと考える．逆に 4 年以上の指導経験者の方がストラ

クチャーについて学びたいという意欲が高いと推測す

る． 

以下は実際のアンケート調査から得られた結果である． 

 

図 5 研修したい項目（コンテンツ） 

 
図 6 研修したい項目（ストラクチャー） 

 

本調査結果によると，コンテンツ（図 5）においては，

4 年以上の指導経験者の方が「ゲームの種類」「歌やチャ

ンツの種類」「教材の種類」「クラスーム・イングリッ

シュ」の項目において，3 年以下の指導経験者の場合は

「絵本を用いた活動」「文字を導入した活動」「他の学校

の授業参観」において他者よりも上回っていることが分

かる．3 年以下の指導経験者の場合，ゲームなどの活動

を研修しながら実践に結びつけるよりは，授業参観をし

て，即取り入れることができることを望んでいるのでは

ないかと予想できる．また 3 年以下の指導経験者は文字

の指導への研修意欲が高く，4 年以上の指導経験者は他

の項目よりも研修意欲は低いという特徴はあるが，その

他の項目においては両者において顕著な差が見られな

い．ストラクチャー（図 6）においても「評価」の項目

で 10.0％の差があるが，その他の項目では両者間の差は

5.0％のみである．実際に「ゲームの種類」「英語ノート

の活用」「外国語活動に関する理論」の項目では 3 年以

内の指導経験者と 4 年以上の指導経験者の間での差は 0

～1％でほぼ同意識で研修したいと願っていることも分

かる．指導経験年数が異なるにもかかわらず，同意識を

もっていることについては本研修の受講者対象が 3 年～

5 年程度の指導経験者なので，両者間においてそれほど

経験の差が見られないことが大きく由来するのではな

いかと推測する． 

今度はコンテンツとストラクチャーを全般的に見てみ

る．3 年以下の指導研修者も 4 年以上の指導研修者も予

想通りストラクチャーの項目よりもコンテンツに関す

る項目の方に研修意欲が向いていることも分かる．しか

し指導経験年数における研修意識を見てみると，4 年以

上の指導経験者だからと言ってストラクチャーについ

て研修したいということでないことが図 7 から読み取る

ことができる． 

 
図 7 コンテンツとストラクチャーの研修希望の平均値 

 

(2) 研修の実態 2 

研修②  中核教員研修１ 

目標：各小学校において外国語活動推進の中心的立場 

にある教員に対して，新学習指導要領における外

国語活動指導上の基本理念等を理解するとともに，

資料力及び英語運用能力の向上を図る研修を行う

ことで，各小学校において外国語活動の授業が円
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滑に実施されるための現職研修が効果的に行える

ようにし，県内すべての小学校における外国語活

動の充実を図ることを目的とする． 

対象：各小学校において外国語活動推進の中心的立場に

ある者，あるいは今後その立場になる予定の者（1

名が年間を通して参加することを原則とする．） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 参加者の年代層 

図 9 外国語活動における指導経験年数 

 

研修者の実態から見てみると，指導経験年数からは（図

9），全体の 3 分の 1 が外国語活動指導を始めて 1 年目の

研修者が多く，3 年目までを含めると全体の 52.0％も占

めていることが分かる．更に研修者の年齢層の 40 代～

50 代が 6 割を占めている実態から（図 8），県内では以

前より全小学校において外国語活動は導入されていた

が，この点においてもあまり活動が全体に浸透していな

かったという見方ができる．活動が浸透していれば，す

でに教員として経験を積んでいる 40 代～50 代が外国語

活動を指導して１年目であるとは考えにくい． 

全体から見て分かることは本研修の研修者が年代や指

導経験年数に関係なく中核教員としての役割を担って

いること，初心者でも外国語活動を統率していかなけれ

ばならない立場となっていることなど，様々な状況で参

加しており，各学校からどのように選出されたのか方法

や理由の統一性はないことであった． 

 次に研修にかかわった内容について考察をする． 

コンテンツとストラクチャー全体を比較した場合，コ

ンテンツの方がより授業づくりに直結しているので，ス

トラクチャーよりも研修意欲は高いと考える．また指導

経験年数で分けた場合，研修①実践力向上講座（教育セ

ンター講座研修）の結果ではそれほど差はなかったが，

本研修の場合は，年齢層や指導経験数も幅がひろいため，

様々なデータがとれると期待できる．よって指導経験の

少ない 3 年以下の指導者経験者の方がコンテンツについ

て学ぶ意欲が高いと考えられる．逆にある程度経験を積

んだ 4 年以上の指導経験者の方がストラクチャーについ

て学びたいという意欲が高いと予想される． 

コンテンツとストラクチャーを全般的に見ると，3 年

以下の指導経験者も 4 年以上の指導経験者もストラク

チャーの項目よ

りもコンテンツ

に関する項目の

方に研修意欲が

向いていること

も分かる．また，

指導経験年数別

に研修意欲を見ると，4 年以上の指導経験者だからと

言って，必ずしもストラクチャーについて研修したいと

いうことでないことも読み取ることができる． 

3 年以下の指導経験者では，コンテンツについてはほ

ぼ 70.0%以上の研修意欲を示している（図 10）．また，

コンテンツにおける 4 年以上の指導経験者については

「ゲームの種類」「歌やチャンツの種類」「クラスルー

ム・イングリッシュ」の項目で 65.0％程度の意欲を示し

ているが，それ以外は著しい意欲は見られない．3 年以

図 10 研修したい項目（コンテンツ）
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下の指導経験者と 4 年以上の指導経験者との研修意欲の

差は大きく，コンテンツについては平均 45.6％の差があ

る（図 12）．特に「文字を導入した活動」についての 4

年以上の指導経験者の意欲は 3.0％のみであり，3 年以下

の指導経験者とは 66.0％の差があり，「他の小中学校の

授業参観」においては 70.0％の差がある．ストラク

チャーからは 3 年以下の指導経験者の方が学ぶ意欲が高

いことが分かる．ストラクチャーについては平均 50.6％

の差であり，コンテンツと比較するとややその差は少 

ないと言えるが，「授業の組み立て」「『英語ノート』」

「ティーム・ティーチング」以外の項目の意欲の開きは

著しい．（図 11） 

これらの差異の要因としては，4 年以上の指導経験が

ある中堅教員の場合，学校においても全体の運営にかか

わった役職についていることが多く，その多忙感による

研修時間の確保の難しさであったり，すでに研修者があ

る程度経験を積んでいることから，研修の必要性がな

かったりするのではないかと推測できる． 

しかし来年度から『英語ノート』が全国の小学校の高

学年に配布され，『英語ノート 2』において文字に触れる

内容がレッスン 1 から出てくるが，この様な状況下でう

まく趣旨に沿った指導ができるのかどうかといった懸

念を感じる．また，新学習指導要領が告示された今「目

標の設定の仕方」についての研修意欲が低いことも懸念

する要因である． 

現行の指導要領における「総合的な学習の時間」を活

用した英語活動の目標については，各学校によって設定

の仕方や表記の方法が異なっていたが，告示された新学

習指導要領に記載されている外国語活動の目標はスキ

ルを重視しておらず，「体験」や「言語と文化」がクロー

ズアップされている．そのため，今までのように「話せ

る」とか「理解できる」とかといった内容を目標として

継続して掲げることはあきらかに間違った方向に進む

ことになる．その内容を理解する意味でも研修を希望す

る内容と研修させたい内容をよく吟味するべきである． 

 全体から見ると，3 年以下の指導経験者は比較した場

合に，ストラクチャーよりもコンテンツの方に対して研

修意欲はあるが，ストラクチャーについても同じように

研修意欲を持ち，その差はわずか 2.5％である．一方，4

年以上の指導経験者についてはあきらかに 3 年以下の指

導経験者とは異なり，コンテンツ・ストラクチャーとも

に 40.0％にも満たない程，研修意欲が少ないが，2 つを

比較した場合は，7.4％コンテンツの方に対する意欲が上

回っている．予想ではストラクチャーの方がもっと高い

意欲を示すと思っていたが，結果はまったく違うもので

あった．（図 2） 

実践力向上講座と中核教員研修を合わせて考察してみ

ると 3 年以下の指導経験者においてはコンテンツ・スト

ラクチャーともに研修しようとする意欲が高いことが

分かる．4 年以上の指導経験者については，同じように

小学校の外国語活動に携わって 4 年以上の指導実績があ

るにもかかわらず，実践力向上講座の研修者と中核教員

研修の研修者とでは，大きな差があることが分かったが，

実践力向上講座の場合は初心者を対象にしていること

から 4 年以上の指導経験があってもそれほど深く携わっ

ていないと推測できる． 

以上のことから①と②の両研修においても 3 年以下の

指導経験者においてはコンテンツとストラクチャーの

両方を学びたいと意欲を持っていることが推測できる． 

図 11 研修したい項目（ストラクチャー） 

図 12 コンテンツとストラクチャーの研修希望の平均値
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また 4 年以上の指導経験者についてはコンテンツにお

いてもストラクチャーにおいても実態や研修項目に応

じてその意欲がずい分異なることが分かる．(表 4) 

2 種類の研修において実施したアンケートの結果から

は，3 年以下の指導経験者の場合，コンテンツ及びスト

ラクチャーの両方について学びたいという意欲がある

一方，4 年以上の指導経験者については実態や研修項目

によって意欲は異なることが分かった．さらに自由記述

内容からは，数字上では表れない内容が見えてきた． 

 

アンケート調査から得た自由記述： 

3 年以下の指導経験者 

・JET にまかせっきりなので努力が必要． 

・カリキュラムや進め方を共通理解できるか． 

・英語活動例をたくさん知りたい． 

・0 からの出発なので，何をどのようにしていいのか分

からない． 

・実践の具体を見たい．（1 時間の授業構成） 

 

4 年以上の指導経験者 

・英語の免許もないのに不安．発音など音に親しむこと

が大切なのに自分が苦手． 

・実際に研修した内容がどのように生かされるのか具体

的な授業が見たい． 

・ 目標をどのようにとらえ，活動のどこに反映され， 

どんな姿が評価されるのか？ 拠点校の授業でそれ

を広めてほしい． 

 

3 年以下の指導経験者も 4 年以上の指導経験者も両者

において共通していることは，講義的な内容だけではな

く，理解しやすい形式で，具体的な活動や内容を知りた

いと願っていることである． 

 

さらに，研修②については前年度の指導者養成研修の

中から抜粋したものであり，その研修内容についての研

修者からアンケート調査を行ったところ次のような結

果を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 特に役に立ったと思う研修内容 

 

「1 新学習指導要領についての説明」は，授業に直

接的には結びつかない内容なので，研修内容としては希

望が少ないことは事前に予想できた．「3 歌とチャンツ

について」の内容や「2 クラスルーム・イングリッシュ」

の内容については他の 3 項目に比べて高い．いずれも即

授業に役立つ内容の項目であり，研修教員たちが具体的

な内容を学びたいと思っていることが分かる．自由記述

と研修内容についての役立ち度の結果が重なることが

分かる．（これまでの調査結果からすると「4 ティー

ム・ティーチング」についても数値が高いはずだが，実

際はそうではなかった．これは研修の項目ではなく，今

回実施した研修の内容そのものが不適切であったと考

えられる．） 

(3) アンケート調査結果をもとに 

今までのアンケート調査結果をもとに 3 年以下の指導

経験者にとっても 4 年以上の指導経験者にとっても具体

的な内容を研修できるような構成は何であるか。それを

研修受講者のアンケート調査を元に考察すると，自由記

述にもあるように「授業参観」と「意見交流会（授業研

究会）」である．研修①のアンケート結果では「他の小

指導経

験年数 

項 目 研修

① 

研修

② 

研 修 

①＋② 

contents ○ ○ ○ 3 年 

以下 structure ○ ○ ○ 

contents ○ × △ ４年 

以上 structure ○ × △ 

1 学習指導要領についての説明 
2 クラスルーム・イングリッシュ 
3 歌とチャンツ 
4 ティーム・ティーチングについて 
5 早口言葉やオノマトペ 

表 4 2 種類の研修を比較して読み取れること 

1 学習指導要領についての説明 
2 クラスルーム・イングリッシュ 
3 歌とチャンツ 
4 ティーム・ティーチングについて 
5 早口言葉やオノマトペ 
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学校の授業参観」をしたいと希望している研修者は多い。

研修②においても 3 年以下の指導経験者の中で希望者は

多い．授業を参観することで活動の具体性が分かり，コ

ンテンツについて研修ができる．後に意見交流会（授業

研究会）を行うことで，ストラクチャーについての研 

修もできる． 

これによって複数の研修者が共通の場で共通のイメー

ジを持ち，共通の理解を図ることができる．そこで研修

②中核教員研修 2 として拠点校における授業参観と意見

交流会（授業研究会）を中核に据えた研修を以下のよう

に実施し，その研修に関するアンケート調査を実施した

ところ，次のような結果を得た．（図 14） 

 3 年以下の指導経験者については 95.1％，4 年以上の

指導経験者は「たいへん有意義」もしくは「有意義」と

99.0％が回答している（図 15）．第 1 回目の中核教員研

修で，「他の小・中学校の授業参観をする」という項目

に対してあまり意欲を示していなかった 4 年以上の指導

経験者についても研修者の 98.9％が「たいへん有意義」

もしくは「有意義」と回答している．その理由としては，

外国語活動の授業の進め方が理解できたことが 1 番にあ

げられている（図 15）． 

授業の進め方やその内容については他の研修でも行っ

ているが，実際に授業を参観することでもっと深く理解

できたのではないかと考察する． 

一方，図 15 で「それほど」と回答した研修者は実践

的な授業を参観することにより，自校の実態と比較をす

ることでその差をどのように埋めるのか迷っているこ

とが自由記述で分かった．さらに詳しく自由記述の部分

を見てみる． 

 

3 年以下の指導経験者 

・評価，チャンツ，繰り返して徹底して学ぶ子どもの姿

などを広めたり，取り入れたりしい．また，実践を参

考にしていきたい． 

・授業の導入の段階で，ALT の先生が学級担任と会話を

数回聞いただけで何を話しているのかを理解していた

姿に驚いた．自然に英語に親しんでいる児童の姿がめ

ざすべきところだと感じた． 

・ALT と担任とで分担がはっきりしていて，英語と日本

語の両方で授業が進められていた．この方法ならば私

たちでもできそうな気がした． 

 

4 年以上の指導経験者 

・生き生きと英語を使ってコミュニケーションをしてい

る子どもたちの姿を見ているとこちらも楽しくなった．

英語を使ってリサーチする活動は面白い．色々な場面

で使えると思う．リサーチ→レポート→理由などのよ

うにパターン化することも可能である． 

・昨年度，同じレッスンの授業をしたので，今回とても

勉強になった．一番驚いたのが，リサーチ後のレポー

トタイムの時間である．一人一人がリサーチしたこと

を仲間に伝える場面があったことで，1 対 1 のコミュ

ニケーションを全員で共有できたのだと思う． 

・大切なことは「コミュニケーション能力の素地を養う

ためにどう指導すべきか」を追究することだと学べた． 

 

実際にある地域の授業参観後の交流会では，「不安が

あったが安心した」「何を大切にするとよいのか分かっ図 15 役だった理由 

1 小学校における外国語活動の授業の流れが理解できた．

2 小学校における外国語活動の趣旨や背景が理解できた．

3 子どもや学校の実態が異なるため難しい部分もある． 

4 その他 

図 14 研修の役立ち度 
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た」と言う声を何度も聞いた．以上の点から研修として

「授業参観」＋「意見交流会（授業研究会）」はたいへ

ん有効であると判断できる． 
 
5 まとめ 

(1) 効果的な研修とは 

 第 2 回の中核教員研修で行った「授業参観」＋「意見

交流会（授業研究会）」の成果を，先述した「研修を通

して身につけるべき力」の内容と重ねて考察した結果，

それぞれの力を養成する研修の方策を以下のようにま

とめることができた． 

 

①学級担任が授業に生かせる効果的な研修内容を組み

入れ，一人一人が実践する力 ⇒ 

授業を参観することで具体的な活動（コンテンツ）の

イメージを持つことができ，それを自校で試しながら，

実践に結びつけることができる．（図 16） 

②小学校英語に対する考え方を理解し，活動の意図を知

り，その意図をもとに授業の構成を考えながら小学校

段階にふさわしい授業をコーディネートできる力⇒ 

実践交流会（授業研究会）を行うことで，授業の活動

の意図や効果など（ストラクチャー）を認知・理解す

ることができ，授業づくりに役立てることができる．

（図 16） 

 

(2)今後の課題 

 今後は，研修による認知や理解したことをいかに実践

に結びつけるかといった「実践する力・コーディネート

する力」が大きな課題となる．そのためには研修として

授業参観や意見交流会（授業研究会）だけでは補えない

こともあると考えられる．研修対象者を考え，研修意欲

というアスペクトを大切にしながら，トータルな力を培

うために必要な研修が何であるのかを更に追求してい

きたい．また，アンケート調査の結果から効果的な研修

を目指すためには，教員経験年数ではなく，指導経験年

数を重ねる前の早い段階で指導力を育成することも外

国語活動を効果的に進める 1 つのファクターであること

が分かった．来年度からの 2 年間の移行期をどのように

迎えるかが A 県の小学校における外国語活動の方向性

を握るキーとなるため，効果的な内容をいかに迅速に研

修へと結びつけるのかを工夫する必要性がある． 
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