
小学校外国語教育の
早期化・教科化に向けて

平成２９年１２月１２日（火）
＠別府国際コンベンションセンター ビーコンプラザ

大分県教育庁義務教育課
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文部科学省作成資料



ＴＯＰＩＣＳ

１ 文科省作成新教材について

２ 教員の英語指導力向上に向けて

３ 2020までのカリキュラムマネジメント
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文科省作成新教材

について

５，６年新教材 We Can の特徴
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小学校新教材の内容（レジュメp.4,5）

①児童用テキスト

②指導書

③デジタル教材、ワークシート

④年間指導計画案

⑤単元計画案

⑥学習指導案

※すべて文部科学省HPに公開

http://mext-next-kyozai.net/
パスワード

が必要
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新教材の特色
①子どもの興味・関心に合った題材の設定

②場面設定から使われている語句や表現の意味を推測し、語句や
表現に出合わせる活動の設定
③映像資料を視聴して考える活動の設定
④既習語句や表現を繰り返し活用する活動の設定

対話の続け方を身に付ける活動
⑤言いたいことを表現できるような学習内容の設定（3人称、過去形、
動名詞）
⑥細かなステップを踏んだ、読む・書く活動の設定
⑦ゆっくり文字を読んだり書いたりする活動の設定
⑧読んだり書いたりする必然性のある活動の設定
⑨読むことに慣れる、自分で読むようになる活動の設定

「新学習指導要領に対応した小学校新教材説明会（平成29年9月21日開催）」 動画
https://www.youtube.com/watch?v=V4bYXVCi6Io&index=2&list=PLGpGsGZ3lmbBzeX67bofX6HySoIheD_N0

Let’s Watch 
and Think

Small Talk

Let’s Read 
and Watch

STORY TIME

Let’s Read 
and Write
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資料 １

〇Small Talk
〇ＱＲコード

〇Let’s Watch and Think
〇STORY TIME

音声、映像による
教師への支援
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資料 ２ （５年-Unit 1）
Hello, everyone.  ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・自己紹介

〇単元計画（１単元７～８時間扱い）

〇本時案に時間（分）を明示

→ 短時間学習等への活用
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資料 ３（年間指導計画 Ａ３用紙）

〇３年生でアルファベットの大文字に慣れ親しみ（UNIT６）、
〇４年生でアルファベットの小文字に出会います。（UNIT６）
〇５年生のUNIT１～４でアルファベットの文字を書くことで

認識を深め、
〇６年生では、お手本を見ながら単語、文を書く活動を行

います。
〇小学校では、文法は勉強しませんが、
〇５年生のUNIT５，９では、「第三者を紹介する」活動を行い、
〇６年生のUNIT５，７では、「過去のこと」を伝え合う活動を

行います。
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資料 ４、５、６

〇短時間学習を実施する際の留意点（資料４）

〇We Can の特徴

〇新教材の整備等実施スケジュール

〇移行措置（資料６）
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学習指導要領改訂のポイント

〇各学校段階の学びを円滑に接続

〇「外国語を使って何ができるようになるか」

〇４つの技能→５つの領域
（「聞く」「読む」「話す（やり取り）」「話す（発表）」「書く」）

〇６００～７００語

・現在5,6年の70単位時間で既に400語程度

・3～6年の210単位時間で600語～700語は妥当な数字

・すべてを覚えて使いこなさなければならない、ということ

ではない（「受容語彙」と「発信語彙」）
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５年生 UNIT 1 ～ UNIT 4
（文字指導）

• 付けたい力

①四線に文字を書くことができるようにする。

②文字を見て発音できるようにする。

③文字を識別できるようにする。
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授業イメージ 「夏休みの思い出」 （９月） （８時間扱い）

１時間目（流れ）

ねらい 例を参考に自分の夏休みの思い出について話したことを語順を意識しながら書く。

夏の食べ物について、
教師⇔児童 児童⇔児童
で会話を行う。

１／８時間

登場人物が夏休みの思い出について話してい
るＤＶＤを視聴し、行った場所、そこでしたこと、食べた物などに
ついて話の内容をつかませる。

施設・場所、動作、食べ物を表す単語に出会
わせる。<施設・場所>amusement park, mountain, sea, grandparents 
place <動作> fishing, hiking, camping, swimming, shopping  <食べ物> 
ice cream, watermelon, curry and rice , shaved ice

〇夏休みに行った場所をペアで
伝え合う。

〇デジタル教材の音声を聞きな
がら読んだ後、言葉を選んで書
き写す。

この時間をふりかえり、単元のゴールを伝える。

S1: What food do you like?
S2: I like watermelon.
S1: Me, too.  Why?
S2: Because  it’s sweet

S1: I went to the sea.  
How about you?
S2: I went to the 
mountain.
S1: I see.  Thank you.

書く文例： I went to (the sea).

I went to (the sea) this summer.  
I （ate fresh fish).  
It was (delicious).  
I enjoyed (swimming). 
It was (fun).

Ａ君の夏休み「海に行きました」

ねらい（８時間目） 自分の夏休みの思い出について、文例や単
語の一覧をもとに書くことができる。

小６年

８時間目（ゴール） 文例

<施設・場所amusement 
park, mountain, sea, 
grandparents place <動作
> fishing, hiking, camping, 
swimming, shopping  <食
べ物> ice cream, 
watermelon, curry and 
rice , shaved ice

単語の一覧
英語による会話

映像を視聴

ゲーム

ペア活動＋書き写す活動

ふりかえり
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H30 6年生【Ａ】
（移行期間中の学習内容 Ａ３用紙）
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

Ｇ 小６（35） 中１ 中２ 中３ 高１ 高２

Ａ 小５（35） 小６（50） 中１ 中２ 中３ 高１

Ｂ 小４ 小５（50） 小６（50） 中１ 中２ 中３

Ｃ 小３ 小４（15） 小５（50） 小６（70） 中１ 中２

Ｄ 小２ 小３（15） 小４（15） 小５（70） 小６（70） 中１

Ｅ 小１ 小２ 小３（15） 小４（35） 小５（70） 小６（70）

Ｆ 年長 小１ 小２ 小３（35） 小４（35） 小５（70）

小学校全面実施

中学校全面実施

移行期間



教員の英語指導力向上
に向けて

効果的な校内研修の提案
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小学校外国語教育早期化・教科化
に向けてのスケジュール

Ｈ２９年度 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

①目指すべき授業イメージの明確化

児童用冊子、指導書、デジタル
教材等開発・配布 移行期間

新教材・ＤＶＤの活用 ＋ 映像配信 ＋ 公開授業

大分県小学校英語教育推進研修→中核教員を養成

校内研修 校内研修（年間５回８時間）

管理職研修
H29.12.12.

新教材活用研修

H27(40） H28(83） H29(80） H30(78） H31(74）

355
(H27~H31）

県教育センターでの各種研修をさらに充実

③教員の人材確保・人事配置

ゆるやかな教科担任制の導入

④その他

各市町村の実態に応じた日課表等の設定例の提示

全面実施

②教員の指導力・専門性の向上

ＡＬＴ等外部人材の活用

小中交流人事・計画的教員採用

新教材活用研修（教育事務所ごと）
各学校１名×２年
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教科化対応研修
（教育事務所ごと）

各学校１名

校内研修

※中核教員数は、
大分市を含む）



小学校外国語早期化・教科化対応研修
①児童の発達段階を踏まえ、興味・関心を抱くような学習内容と活動を設定できる。
②外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造などについて、理解させることができる。
③児童が自分の考えや気持ちなどを伝え合うよう指導することができる。

大分県小学校英語教育推進研修 （H27～H31）
５年間で355名の中核教員を養成
実施：３日間（１４時間） 対象：各校１名
講師：英語教育推進リーダー

校内研修（５回８時間程度）

〇指導経験の少ない小学校教員が研修を通して、ＡＬＴ等外部人材を活用しながら自信を持って外国語活動・外国語
の指導ができるようになる。

〇児童が外国語による言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を身に付けることができる。17

H29年度
管理職研修（H29.12.12.）
〇校内体制の整備、校内研修に対する考え方、カリキュラム・マネジメントについて

新教材活用研修（H30年1,2月に実施）
〇移行措置（新に加わる１５時間に関わる内容）についての教材活用研修
→校内研修で還流

H30、31年度
新教材活用研修（H30、31年度５月～７月に実施）
〇新教材活用に係る体験型（模擬授業）・参加型（複数の教員による授業づくり）研修
※教育事務所ごと
対象：小学校及び特別支援学校の教諭 各校１名×２年
講師：指導主事等

時期 教員の授業における指導力向上の研修 教員の英語力向上のための研修

４月～７月 ①模擬授業60分
【通年】教室英語や発音訓練
・（週３）職員朝会でミニ研修５分

夏季休業 ②新教材活用研修の内容伝達120分 ③絵本の読み聞かせ講習会60分

９月～１２月
④研究授業及び協議45分+90分

授業者：中核教員
指導助言：英語担当指導主事等

冬季休業 ⑤デジタル教材活用90分

例

校内研修パッケージ（例）

①模擬授業（60分）
〇役割決定・説明（中核教員等が教師役、他の教員は児童役）（5分）
→〇教師役の教員が、授業実施（活動のねらいやポイント等について解説）（40分）
→〇協議（授業づくりのポイント）（15分）

②新教材活用研修の内容伝達研修（120分）
〇新教材のポイント（導入時の児童とのやり取り、文字の導入方法等（60分）
→〇グループ（4名程度）で、指導案作成→簡単な模擬授業を」行い、グループ間で成果共有（60分）

④研究授業及び協議45分+90分［授業者：中核教員 指導助言：英語
教育推進リーダー等］

⑤デジタル教材活用（90分）
〇文部科学省作成補助教材Hi, friends! Plus のポイ
ントと活用方法（60分）（福岡県教育センター作成研
修資料を活用）
→〇文部科学省作成新教材の映像教材の活用につ
いて協議（30分）

③絵本の読み聞かせ講習会（60分）
〇H26年度「英語教育推進リーダー中央研修」DVD教材小学校版の第2章「絵本の活用」を視聴（25分）
→〇DVDから学んだ手法を使って、お互いに読み聞かせの練習（25分）
→〇協議（振り返り）（10分）

時期 教員の授業における指導力向上の研修 教員の英語力向上のための研修

４月～７月 ①模擬授業60分 【通年】教室英語や発音訓練
・（週３）職員朝会でミニ研修５分

夏季休業 ②新教材活用研修の内容伝達120分 ③絵本の読み聞かせ講習会60分

９月～１２月 ④研究授業及び協議45分+90分
［授業者：中核教員 指導助言：英語担当指導主事等］

冬季休業 ⑤デジタル教材活用90分

指導・助言等の申込方法（例）

各小学校

各教育事務所

希望日・内容
をFAX等で申

込
相互で日程調

整

①

②
18



ゆるやかな教科担任制の導入

学級担任制 教科担任制

完全教科担任
制

特定教科におけ
る専科の単独指

導

学級担任間の
授業交換

学級担任とＴＴ
を組む専科

6年1組 6年2組

6年3組 6年4組

3組の担任→1組で社会科の授業
担任＋加配教員

→算数科（少人数指導）

4組の担任→3組で理科の授業 1組の担任→4組で外国語活動の授業

学級担任間の授業交換によるゆるやかな教科担任制

教科担任制による教育効果

〇複数の学級での授業実施による授業改善
〇多面的な児童理解に基づく、組織的・協力的な指導の充実
〇情報交換を含めた相互授業の実施
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２０２０年までの

カリキュラム・マネジメント

指導者が具体的なゴール・イメージを共有すること

20



小学校の標準授業時数について
現行

H32～

３～６年で
３５単位時間増

21

短時間学習（ ３・４年）について

外国語学習の特質を踏まえ，短時間の授業
を行う際は，まとまりのある授業時間を確保
した上で，両者の関連性を明確にする必要
がある。このため，年間35 単位時間，週当
たり１単位時間の外国語活動を短時間で実
施することは，上記のようなまとまりのある授
業時間を確保する観点から困難である。

小学校学習指導要領総則編 ⑤ 短い時間を活用して行う指導（第１章第２の３の(2)のウの(ｲ)
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短時間学習（ ５・６年）について

〇高学年において年間３５単位時間
増となる時数を確保するためには、外
国語に多く触れることが期待される外
国語学習の特質を踏まえ、まとまりの
ある授業時間との関連性を確保した
上で、効果的な繰り返し学習等を行う
短時間学習を実施することが考えら
れる。

中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申）（抜粋） 23

①年間授業日数の増加

• 年間の授業日数を増加させることによって、
年間３５単位時間分を確保。

考えられ
る選択肢

長期休業期間や
土曜日に授業実施

生活や学習のリズムを変え
ることなく、時間配分を維持

休業日における多様な学習
の機会が制約を受ける

週時間割は、これまでより
変則的になる可能性有

（例）
夏季休業中５日間･･･２８コマ（週時程分）
土曜授業（既存の公開日）･･･８コマ（4×2日）

地域や家庭の理解

学校管理規則の見直し

メリット・デメリット

実施のための条件整備等
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②-1 短時間学習（15分×3回）
考えられ
る選択肢

週の時間割の中に、短時間学習
（例えば15分×3回）を位置づける。

学習内容や児童の実態に応じた
柔軟な授業時間の設定

学習規律の確立や教育内容の
計画的な実施がより求められる

学校全体の取組の調整が可能

短時間等の授業に対応した授業準
備や教材開発、指導体制の確保

会議や研修等に充てられている
コマを維持することができる

休業日における児童の多様な学習
機会を維持

メリット・デメリット

実施のための条件整備等
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②-2 週当たり授業のコマ１増
考えられ
る選択肢

４５分授業のコマを週一つ増やして、
年間３５単位時間分を確保。

生活や学習のリズムを変えることな
く、同じ時間配分を維持

会議や研修等に充てられていたコ
マの維持ができなくなる

会議や研修等の調整

児童の集中力、持続力等

休業日における児童の多様な学習
機会を維持

放課後の地域活動などとの調整

メリット・デメリット

実施のための条件整備等
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③ 日数（年）増＋時数増（週）
考えられ
る選択肢

年間授業日数の増と週当たり授業
時数の増を組み合わせる。

弾力性と恒常性のバランスを図りな
がら実施

時間の管理体制の確立

様々な条件整備についての検討が
他案と比べれば行いやすい

（例）
週時数増（15分×2回）･･･２３単位時間
授業日数増（3コマ×4日）･･･１２単位時間

メリット・デメリット

実施のための条件整備等

27

時間割編成を支える方策

• 学校管理規則の見直し（長期休業）

• 地域の教育活動全般との調整

• 空調などの設備や給食の確保（長期休業）

• 教員の代休など服務管理の調整（土曜授業）

• 研修日程の見直し

• 指導や教材の在り方の普及（短時間学習）

など

28



総合的な学習の時間を削らない

○思考力，判断力，表現力及び学びに向かう力の育成のためには，実社会・実生活の課
題を探究的に学ぶ総合的な学習の時間の改善充実が必須（大分県の課題から）

○移行期間における１５時間の増は，月に１～２時間程度の増であり，総合的な学習の時
間を削らずとも時数確保は可能である。

（総合的な学習の時間を１５時間減じることによって）

●地域等と一体となって取り組んできた教育活動ができなくなり，地域への期待に応えら
れなくなる

●総合的な学習の時間を中核とした移行期間におけるカリキュラムマネジメントへの取組
を後退させる

●総合的な学習の時間の充実による学力の向上が期待できなくなる

●総合的な学習の時間の充実なくして実社会で活用できる資質・能力の育成は難しい

●教職員のカリキュラム創造力などの力量がさらに低下することが心配される

●総合的な学習の時間で行ってきた教科等横断的な学習ができにくくなる

●総合的な学習の時間で行ってきた現代社会の課題（ＥＳＤ）などの活動ができにくくなる

○小学校３・４年生→外国語活動・・１５時間が標準時数（現行より＋１５時間）
○小学校５・６年生→外国語活動・・５０時間が標準時数（現行より＋１５時間）

考えられる対応 時数 備考

①移行措置期間中、総
合の１５コマを外国語に
振り替える

増なし
３年：945ｈ
４～６年：980ｈ

・週当たりの時数、年間授業時数の増なし。
・総合は７０ｈ→５５ｈとなるため、新学習指導要領の趣旨の実現に向けた計画

的、組織的な取組が一層必要。
・２０年度の全面実施の際、再び日課表の作成、時数管理等の対応が必要。
・移行措置期間中の時数は増にならないが、２０年度から一気に３５時間の増加
となる。

②総合の時間を変更せ
ず、月１～２時間程度
の増で対応

＋１５ｈ
３年：960ｈ
４～６年：995ｈ

・年間授業時数が１５ｈ増。
・月１～２時間程度の増であれば、学校の裁量で対応可能。ただし、３・４
年生の外国語活動は短時間学習になじまないので注意が必要。

・移行措置期間中から時数管理に係るカリマネを学校全体で協議することが
できる。

・総合的な学習の時間の充実に向けた取組も必要。

③全面実施に備え、外
国語活動等の時数を年
間３５コマ増やして対応

＋３５ｈ
３年：980ｈ
４～６年：1015ｈ

・年間授業時数は３５ｈ増。
・新学習指導要領に即座に対応。２年間で時数管理、カリマネの考え方が定着。
・17年度中に時数増への対応を迫られる。教育課程全体の見直しが必要。

（３）各学校が現行の教育課程に更に15単位時間の授業時数を加えて確保することが困難な場合など，外国語活動の授業時
数の授業の実施のために特に必要がある場合には，総合的な学習の時間及び総授業時数から15単位時間を超えない範囲内
の授業時数を減じることができることとしたこと。なお，本特例は，来年度から直ちに，週当たりの授業時数を増加すること
や土曜日を活用すること，外国語教育充実のための教員研修等の実施により夏季，冬季等の休業日の期間を短縮することが困
難な場合があることなどに鑑み，移行期間に限り講じる措置であること。
なお，移行期間中の小学校等における総合的な学習の時間については，平成32年度からの実施を見据え，中学校等以後

の教育における探究的な学習への円滑な接続・発展を図る観点から，探究的な学習の過程を一層重視し，質的充実を図るこ
とが求められること。

小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について（通知）
平成２９年７月７日



２０２０年までの小学校外国語教育
カリキュラム・マネジメント①

（１）目標設定

〇自校の学校教育目標と外国語活動・外国

語科の目標との関係を整理（～H30夏）

（２）組織構造（校内体制の整備）

①組織編制（H29：移行期間開始前に）

〇個人でなくチームで取り組む。

②人材の活用（H29～）

〇基本的に学級担任が行う。

+ＡＬＴ、外部人材の活用

◆ＡＬＴ等と学習内
容の確認が必要

市町村教委でＡＬＴ等に講習
することが必要
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２０２０年までの小学校外国語教育
カリキュラム・マネジメント②

（３）組織文化（特に校内研修において）

①研修計画作成（遅くともH30年7月までに完成）

〇自校の課題や問題点から研修内容を

検討する。

〇教育行政のサポートを把握する。

②研修の実施（H29～）

〇カリキュラム作成は全面実施までに段階的

に行う。

〇全教員に研修の機会を与える。
32新教育課程ライブラリⅡ<Vol.8>より



２０２０年までの小学校外国語教育
カリキュラム・マネジメント③

（４）家庭・地域社会・他校（特に保護者）への説明
①保護者に伝える内容の検討（～H31）

〇学校が進めようとしている外国語活動・外国
語の方針を説明する。

②説明の手順（H30～H31）
〇学校便りで外国語活動・外国語の概要を

説明する。
〇保護者に説明する場を設ける。

③授業公開（H30～）
（５）マネジメント評価（年度末）

①経営活動への評価
②児童へのアンケート

33新教育課程ライブラリⅡ<Vol.8>より

教科化なんてコワくない

• 英語ギライをつくらないようにしましょう

• 教員がまず英語を使うようにしましょう

• 児童が英語に興味・関心がもてる学習環境を
整えましょう

（朝の会、帰りの会、給食時間の活用、掲示物、歌やチャンツ

の取組、身近な素材の活用等）

• １５時間（H30･31年度）→３５時間 をご検討ください
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