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小学校外国語活動（英語） 

 
平成 20年３月に告示された新学習指導要領は、教育基本

法や学校教育法の改正を受け、新たに改訂されたものです。

今回の学習指導要領は、従前からの「生きる力」を継承し

てはいるものの、具体的な内容は変化しております。 

その大きな変化の１つが、小学校５・６年生への外国語

活動の導入です。習志野市では、以前よりＡＬＴ（外国語

指導助手）が、各小学校へできる限り要望に合わせて派遣

されてきました。その活動内容は、各校により違いはあり

ましたが、主に英語の歌やダンス、コミュニカティヴなゲ

ーム、挨拶などの簡単な英会話等々でした。全国的に見る

と、英会話学習、パターンプラクティス、ダイアログの暗

記、文字指導、フォニックスなど中学校英語と変わらない

指導が行われている小学校もあったようです。 

来年度から完全実施となる小学校の新学習指導要領にお

ける外国語活動の目標は、外国語を通して、 

① 言語や文化について体験的に理解を深めること 

② 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育

成すること 

③ 音声や基本的な表現に慣れ親しませること 

この①～③により、「コミュニケーション能力の素地を

養う」こととされています。これは、決して中学校英語の

先取りを意味しているものではなく、小学校は小学校なり

の活動を行い、中学校での英語学習へスムーズに移行する

ようにしていくことが必要だということです。 

いよいよ来年度から国内全小学校での外国語活動が始ま

ります。実施にあたっては、下記のような検討すべき課題

もあります。 

 毎週ある外国語活動の時間に何をやればよいのか 

 英語指導をしたことのない学級担任が活動の中心と

なって進めていく上で何をどうしたらよいのか 

 ＡＬＴがいない時にはどう指導したらよいのか 

 どんな教材・教具を使うのか 

 中学校英語の先取りにならない活動とは 

等々。また、これからは小中の連携という課題も出てき

ています。 

そこで、習志野市では新学習指導要領の完全実施に向け

て、以前より袖ヶ浦西小学校と

香澄小学校の２校で外国語活動

の実践研究を行っているところ

です。この２校の研究内容が、

今後さらに深まるとともに市内

の全小学校に広まり、市内全小

学校が同じ歩調で来年度の外国

語活動が実施されることを期待

しています。 

 

 

 

 

本校は習志野市教育

委員会から平成 21、22

年の２年間小学校外国

語活動の指定を受け、実

践と研究を重ねていま

す。今年度は指定の２年

目となり、来年２月３日

の公開研究会で本校の実践を見ていただく予定です。 

本校の外国語活動の研究主題は「子どもが意欲的に楽し

みながら参加できる英語活動を目指して」と設定、人との

かかわりあいを意識した活動を研究し、学級担任誰でもが

指導できる活動を目指しています。高学年の担任は 35時

間、他学年担任は他教科研として１時間、高学年の学級で

今後実践を重ねていく予定です。外国語活動に取り組んだ

成果として、児童の外国語を聞き取る力、外国の文化に対

する関心・意欲が高まったこと等があげられます。 

本校は、平成 19・20

年度に文部科学省より

拠点校の指定を受け、

平成２１年度に文部科

学省より実践研究校、

本年度は千葉県教育委

員会より実践研究校の指

定を受けています。 

本校の５・６年生は、年間 35時間、毎週木曜日にＡＬ

Ｔのロバート先生と英語コーディネーターの小田さんと

一緒に外国語活動の授業を実践しています。子ども達は、

英語が大好きで、毎回楽しくコミュニケーション活動を行

っています。来たる 10月 29日には、来年度からの新学習

指導要領の完全実施に向けて、本校会場で小学校外国語活

動研修会を開催します。「どの小学校でも、どの学級担任

でも」できる外国語活動をめざしています。

 
 

Nice to meet you all.My name is Gus Hahn-Powell.Please call me"Gus". 

I think it will be easy to remember. I’m the new ALT from 

Tuscaloosa(Narashino’s sister city),Alabama(USA).I’m looking forward to 

meeting all of you and finding ways to help to improve your English.If you are 

curious about English，America，or my background please feel free to ask me 

anything. 
はじめまして、皆さん。私の名前は、ハンポル・ガスです。“ガス”と呼んでください。覚え

やすいと思います。新しい ALT として、習志野市の姉妹都市であるアラバマ州タスカルーサ市から

来ました。皆さんにお会いすること、皆さんの英語の学習に役に立てることを楽しみにしています。

もし皆さんが、英語やアメリカのこと、私の体験に興味があれば、是非いつでも聞いてください。  

小学校外国語活動、完全実施まで間近！ 

香澄小学校 袖ヶ浦西小学校 

意欲的な子どもたち 英語で楽しくコミュニケーション 

Ｍｒ．Ｇｕｓ 
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確かな学力・夏の研修① 
 

高橋浩一先生のわかりやすいご講話 

活気ある学習シーン 

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」と「確かな学力の確立」これらは新学習指導要領
でもうたわれており、どの学校でも課題として掲げられています。国語学習の研究を学習
活動の中軸としている本校でも、大きな命題としてとらえ、言語の技能習得とその活用を
目的とした様々な取り組みを模索しているところです。 

◆質と量にこだわって‘読む’‘書く’‘話す’ 
週２回、本校の朝は 15分間の「ステップタイム」で始

まります。或るクラスからは詩の群読が聞こえ、昔話の読
み聞かせもあります。短歌や俳句、古文、名文、時には漢
詩や漢文を音読したり、暗誦したりします。視写や書き換
え、創作活動もあり、詩や俳句を詠みに吟行（ぎんこう）
に行くクラスもあります。年１回の「ことばの集会」は、
その成果を披露する場です。他にも、朝の読書タイム、校
内行事等の儀式では代表者がスピーチを行っています。ミ
ニ作文や新聞の掲示、日記を書いたりコンクール等にも積
極的に参加したりします。昇降口や廊下には名詩や言葉に
関する掲示物、子ども達の作文や作品掲示の充実にも努め
ています。 
このように、本校のこだわりは、学校内に「国語のかおり」

を漂わせ、日常的に良い言語に触れる環境を整えていくこ
とです。そして、とにかくたくさん‘読む’‘書く’‘話す’
機会や場を設定して子ども達の言語生活を耕し、国語の基
礎体力をつけていくことが、確かな学力に結びつくと考え
ています。 

◆「読むこと」を生かし、

確かな言葉の力を 

めざした国語学習 

本校の今年度の研究主題は「共に学び合い、言語文化を創
造する国語学習～創作の授業づくりを中心として～」です。
「創作」という言語活動の開発が中心であるこの研究にお
いても、「確かな言葉の力をつける」ことを課題として掲
げ、言語の基礎的・基本的な知識・技能を習得させながら、
それらを活用させた創作をめざしています。 
そのために、本校が取り入れたのは「読むこと」を生かし

た創作活動です。「読むこと」を取り入れることで、身に
つけさせたい言語の技能が明確化され、それを活用するこ
とが必然となる言語活動が設定できると考えたからです。
この研究が結実し、本年度 10 月の第 35 回の公開研究会の
場では、成果として発表できればと願っています。 

（研究主任 伊坂 尚子 教諭） 

夏季休業中、総合教育センターを中心会場として、数多くの研修会が開催されました。各会場とも子ども達

のために自分を磨き、自己研鑽に励む先生方の熱い想いにあふれていました。２学期からの実践の大きな力と

なりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに、安全対策課植草主幹より

習志野市の防災対策について、市では

どのように想定しどのような対応を

考えているのか、また、児童・生徒の

安全確保や避難所としての学校と教

育の場としての学校の両立について

協力して行うことや大切さについて

お話しいただきました。その後、医療

法人財団 順和会 山王病院脳神経外

科副部長高橋浩一先生より「脳脊髄液

減少症について」ご講演いただきまし

た。特に、学童期の発症など具体的な

事例について映像を通しながらお話

しいただいたことで、わかりやすく聞

くことができました。講演後には、校

長先生からたくさんの質問が出され、

活気あふれる講演会となりました。 

特別支援教育の背景や意義、障害に

対する理解や支援のあり方について、

じっくり考える時間でした。LD,ADHD,

高機能広汎性発達障害についての理

解を深めながら、校内委員会における

対応や通常学級における指導や支援

について学びました。 

また、子どもに対してだけではな

く、保護者や担任教師に対する支援

や協力関係の築き方についても理解

を深めました。個別の指導計画や個別

の教育支援計画の作成について等、コ

ーディネーターの役割や専門的識見

を広めました。 

事例検討会では、一つの事例につい

てじっくり対応策を練ることにより、

「見立て」についてのトレーニング

が行われました。ほかの教師の「見立

て」についても知ることができ、多面

的な子ども理解の必要性を実感する

ことができました。 

 

 

小中学校道徳主任を中心とした研

修を行いました。午前中は、葛南教育

事務所指導主事の丸山恵美子先生か

ら「新学習指導要領の趣旨を踏まえ

た道徳教育の実践」についてお話をい

ただき、今回の改訂の背景や理念を基

に、教育活動全体における道徳教育の

充実について研修を深めることがで

きました。中でも、『道徳教育推進教

師』については、先生方からも悩みや

取り組みが挙げられ、その役割や推進

体制について、考え学ぶ大変良い機会

となりました。 

午後は、千葉市立鶴沢小学校の尾高

教頭先生を講師として「心に響く道徳

教育の在り方」について研修を行いま

した。『道徳の時間』で資料として活

用できるものとして、４コマ漫画、新

聞記事、ポスター、本などが提示され、

それらを元にどのような授業を組み

立てるのかについて話し合いました。

後半は、実践のビデオを視聴し、良い

点・改善案についてグループ討議を行

いました。各グループで授業について

活発に意見が交わされ、先生方の道徳

教育への熱意が伝わってきました。 

研修を終えて、先生方から「理論と

実践の両面からお話を伺うことがで

き、とても参考になりました。」「道

徳教育推進教師の位置づけや役割に

ついて今回の話し合いでよくわかり、

とても勉強になりました。」といった

感想が寄せられています。 

指導力を高めるために・・夏の研修会が多数開催されました！！ 
 

 
 

確かな学力 大久保小学校の実践 
 
 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修 校長教頭教務養護教諭合同研修 

道徳主任研修 


