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　新学習指導要領で示された「外国語活動」と「外国語科」の
目標に焦点をあてて説明します（表 1参照）。新学習指導要領に
おいては，どの教科においても目標の書き方がだいぶ変わりま
した。この目標を理解することが新学習指導要領の実施に備え
る第一歩です。

　表 1 の「資質・能力」を見てみましょう。外国語活動では「コ
ミュニケーションを図る素地となる資質・能力」の育成，外国
語科では「コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力」
を育成することになっています。ポイントは 2 つです。

従来の外国語活動では慣れ親しみが重要であり，定着を求めな
い「活動型」でした。新学習指導要領では，外国語活動は教科
ではありませんが，高学年の外国語科への円滑な接続を意識す
ることが重要です。なお，中学校の外国語科では「コミュニケー
ションを図る資質・能力」を育成することとされています。外
国語活動から外国語科へ，小学校から中学校へ，外国語による
コミュニケーション能力の育成を一貫して図ることが意識され
ています。

　今回の学習指導要領の改訂にあたっては，どの教科・領域に
おいても育成するべき資質・能力が次の三つの柱から整理され
ています。
　右上の図の❶❷❸はそれぞれ，表 1の（1）（2）（3）に対応して
います。それでは次に，この❶❷❸が（主に 5・6 年生の外国語
科で）どのように規定されているかを見てみましょう。

　「知識・技能」は，「～とともに」と書かれた部分を基点にし
て前半が「知識」に該当し，後半が「技能」に該当します。ポ
イントは次の 2 つです。

　「知識・技能」には「習得」する内容が示されています。外
国語の「知識・技能」の習得のためには，外国語に十分触れる
中で「外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働き
など」に気付くことが重要だとしています。また，技能面では，

「慣れ親しみ」から「技能を身に付ける」という流れが示され
ています。中学年の外国語活動で，外国語の音声や基本的な表
現に慣れ親しんでいるので，高学年の外国語科では，聞くこと
と話すことの技能を身に付けることとされています。読むこと
と書くことについては，高学年の外国語科で取り扱い始め慣れ
親しませた後，中学校につなげます。十分慣れ親しむ段階を設
けた後に，技能を身に付ける段階に移行することが求められて
います。

新学習指導要領「外国語活動」
「外国語科」の目標を理解しよう
新学習指導要領が告示され（平成 29年 3月），『外国語活動』『外国語科』の内容が示されました。読み解く
には一苦労ですが，大切なことが書かれた文書です。どんな英語を学ぶのか，どんな活動をするのか，など
具体的な学習内容が書かれていますが，中でも重要なのは『外国語活動』『外国語科』の目標です。それぞ
れが示す児童の育てたい力について，酒井英樹先生に易しく解説していただきました。
（新学習指導要領：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm　2017年4月27日現在）

外国語活動から外国語科への接続

三つの柱からなる資質・能力

「知識・技能」のポイント

①習得は，「気付き」と「慣れ親しみ」から始めること。
②十分慣れ親しませてから，技能を身に付けさせるよ
　うにすること。

①外国語活動も外国語科も主たる目的はコミュニケー
　ション能力の育成であること。
②外国語活動と外国語科の円滑な接続が求められてい
　ること。

❸
学びを人生や社会に
生かそうとする

「学びに向かう力・
人間性等」

❶
生きて働く

「知識・技能」

❷
未知の状況にも
対応できる

「思考力・判断力・
表現力等」

特 集特 集
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　「思考力・判断力・表現力等」のポイントは以下の通りです。

外国語によるコミュニケーションにおける思考力・判断力・表
現力等とは，目的や場面，状況などに応じて，聞いたり読んだ
りする中で情報を理解したり整理したりすること，表現するた

めに自分の考えや気持ちを生成すること，そのために語順を意
識したりしてどのように表現をしたらよいか判断することです。

　「学びに向かう力・人間性等」のポイントは次の 2 つです。

「思考力・判断力・表現力等」のポイント

「学びに向かう力・人間性等」のポイント
コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応
じて言語使用するために思考したり判断したり表現し
たりすること。

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。

（1）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。　

（2）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。

（3）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。

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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

中学年・外国語活動

見方・考え方

言語活動

資質・能力

知識・技能

思考力・判断力・
表現力等

学びに向かう力・
人間性等

高学年・外国語科

　　外国語活動・外国語科の目標表1

①相手意識が重要であること。
②外国語活動・外国語科における「学び」とは「コミュ
　ニケーションを図ること」であること。　
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コミュニケーションする相手のことを尊重し，思いやりながら
コミュニケーションをする態度を育てることが重要です。また，
コミュニケーションを行う中で，知識・技能を身に付けていっ
たり，思考力・判断力・表現力等を育んでいったりすることが
できます。表 1 の「言語活動」の項目（高学年）でも，「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」資質・能
力を育成することを目指すと書かれています。

　「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」（表
1 「見方・考え方」）とは何でしょうか。「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）」（中央教育審議会，2016 年 12 月 21 日）
には，以下のように書かれています。

これは，次のように 2 つの部分に分けることができます。

この見方・考え方というのは，教科の特性によってさまざまです。
　テレビで，夏休みの自由研究として，洗濯物の乾き方の速さ

を調べた児童が紹介されていました。その児童の担任教師は，
「乾く」とは「水が蒸発すること」であるから，洗濯物の重さ
を測定し時間経過の変容を記録すれば，乾き方の速さを調べる
ことができると助言をしていました。私がその担任の立場だっ
たら，5 件法で，「5 とても乾いている」，「4 やや乾いている」，「3
どちらでもない」，「2 やや湿っている」，「1 とても湿っている」
というように判断する方法を助言するだろうと考えていました。
その担任教師は，まさに理科の見方・考え方を指導に活かして
いたと言えます。質的な変化（液体から気体の変化）の点から重
さという量に注目し，時間的な関係の点から探究する方法を児
童に指導していたと言えます。一方，私は，社会事象をほかの
人に伝えるために，ことばを用いて表現するという見方や考え
方を活用していたと言えます。今回の学習指導要領では，各教
科等の特質に応じた見方や考え方を育てることが，各教科等で
育成する「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学び
に向かう力・人間性等」といった資質・能力を活用するために
重要であるとしています。

　今回の学習指導要領においては，外国語科では聞くこと，読
むこと，話すこと（やり取り），話すこと（発表），書くこととい
う 5 領域別の目標が数項目ずつ提示されました。また外国語活
動では，「聞くこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」
の 3 領域の目標が示されています。
　外国語科の領域別の目標を見てみると，文末が「～できるよ
うにする」というようになっています。「～できる」という文
末になる CAN-DO リスト形式の学習到達目標とは少し異なる
ものの，やはり CAN-DO と理解するのがよいでしょう。学習
指導要領は主として教員に向けて指導する内容を示すものです
から，ここは指導目標として提示されていると考えるとよいで
しょう。指導目標の中に，いわゆる CAN-DO 形式の記述が埋
め込まれているということです。
　学習指導要領で示された領域別の目標をよく理解し，学習到
達目標を明確にすることが重要です。その際，外国語活動，外
国語科（小学校），外国語科（中学校）の領域別の目標を並べてみ
ると，それぞれの学校段階でどのような力をどの程度まで育成
するのかが理解できます。
　「聞くこと」を例にとってみます。表 2 は，「聞くこと」の目
標を学校段階別に示したものです。第一に，話題が段階的に広
がっています（赤マーカー）。第二に，聞く英語の条件が変わっ
ています（青マーカー）。第三に，言語行為が複雑になっていき
ます（黄マーカー）。
　領域別の目標は，「聞くこと」だけではなく，ほかの 4 領域
においても小中高一貫した学習到達目標を志向しており，「外国
語を使って何ができるようになるか」という観点から，外国語
活動と外国語科の連携，小中連携を考えることが重要です。

領域別の目標

「外国語で表現し伝え合うため，外国語やその背景に
ある文化を，社会や世界，他者との関わりに着目して
捉え，コミュニケーションを行う目的・場面・状況等
に応じて，情報や自分の考えなどを形成，整理，再構
築すること。」

外国語によるコミュニケーションに
おける見方・考え方とは？

①「社会や世界，他者との関わりに着目して（外国語や
　その背景にある文化を）捉え」ること。
 

②「目的・場面・状況等に応じて，情報や自分の考え
　などを形成，整理，再構築すること。」

見 方

考え方
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●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ように
　する。

●はっきりと話されれば，日
　常的な話題について，必要
　な情報を聞き取ることがで
　きるようにする。

●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
　を聞き取るようにする。

●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
　とができるようにする。

●はっきりと話されれば，日
　常的な話題について，話の
　概要を捉えることができる
　ようにする。

●ゆっくりはっきりと話され
　た際に，身近で簡単な事柄
　に関する基本的な表現の意
　味が分かるようにする。

●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
　ができるようにする。 

●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
　できるようにする。

●文字の読み方が発音される
　のを聞いた際に，どの文字
　であるかが分かるようにす
　る。

外国語活動 小学校外国語科 中学校外国語科

　　「聞くこと」の目標表2

酒井英樹（さかい・ひでき）
信州大学教授。テンプル大学大学院博士課程修了。教育学博士。
専門は英語教育学，第二言語習得。中学校英語教科書NEW 
CROWN編集委員。著書に『小学校外国語活動　基本の「き」』
（大修館書店），『小中連携を意識した中学校英語の改善』（共著，
三省堂），『はじめての英語教育研究』（共著，研究社）がある。
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Tips for Activities!

●教室の備品，箱や缶，紙袋など，カードを入れたり置いたり
　できるもの
● king を一枚含んだトランプ 5 枚～ 6 枚

　使用するトランプのオモテ面を見せた後，裏にして，教卓
や椅子の上，用意した箱や缶などの上・中・下（紙袋の場合は
袋の中や下）に，“Iʼll [I will] put one card on/in/under the 
box/can/bag.” などと言いながら置いていきます。
　全てのカードを置いた後，子どもたちに “Where is the 
king?” と問いかけ，king のカードがどこにあるか，当てさせ
ます。子どもは，前置詞を含んだ表現を，最初からスムーズに
使うことはできません。教師が，具体的に場所を示しながら，“Is 
it in the box?  Is it under the box?” などと，さらなるイン
プットを与え，子どもが「そう，そう，under the box」など
と応じることができるように導いていきます。時に，子どもた
ちは，教師からの英語のサポートを待たずに自分の考え・思い
を伝えようとして，「缶の中！」などと日本語で発言しますが，
それを受けとめつつ，“Oh, it is in the can.  Yes?（子どもの
反応を確認しながら）OK.  Letʼs check.” と応じ，子どもの言
いたいことを英語で表現し，聞かせていくようにします。この
ようなやりとりを交わしながら，誰が king を見つけることが
できるか，楽しみます。

　2 回目以降は，代表の子どもを前に出させ，教師が “Put 
one card on the box.” などと指示を出し，その指示通りに子
どもにカードを置かせていったり，カードを探していく場面で
は，ほかの子どもが指定する場所を聞き取り，カードを見せて
いく役目を代表の子どもにさせてもよいでしょう。
　大切なのは，最初に in, on, under の口頭練習をひたすら機
械的に繰り返し行うことなどはせずに，実際の活動の中で聞か
せていき，子どもたちが心から表現したくなる場面を作り出し，
徐々にそのアウトプットを引き出していくようにすることで
す。そのような “ 意味のある状況 ” の中で，教師が子どものア
ウトプットを上手にサポートし，子ども自身が「英語で気持ち
を伝えられた」という達成感を味わえるように導きたいと思い
ます。子どものアウトプットが完全なものでなくとも，教師が
繰り返し心を込めて文で表現し聞かせるように心がけ，語順を
含めた「英語のルール」への気づきを促したいと思います。
参考資料：『語研ブックレット 3 小学校英語 1』（一般財団法人語学教育研究所）

やって
みよ
う

英語
活動

カードを使って，in, on, under など，場所を示す前置詞を含んだ表現に親しみ，
子どもたちが思わずその表現を使ってみたくなる活動です。生き生きとしたやりとりを楽しみましょう。

探してみよう！

♠ I’ll [I will] put one card in/on/under the  
　box.
裏にしたカードを置いていくときの表現です。in/on/
under などの前置詞の音声と意味を一致させる大切なイ
ンプットの役目を担います。不自然にならない程度に前
置詞の表現をはっきりと聞かせ，その場所を示しながら
意味がしっかり伝わるようにしましょう。

♥Where is the king?
詰問調にならないように，「本当にどこにあるんだろうね
…」と，気持ちを込めて表現しましょう。

♣ It is in/on/under the box.
この活動のターゲットともいうべき表現です。カードの
場所について，教師自身が考える様子を見せながら，“Let 
me see.（I think）it is in the box.” などと表現してみ
せることもできます。子どもが不完全な表現で発言した
場合なども含めて，機会をとらえて正しい文で表現し，
聞かせていくとよいでしょう。

Teacher Talk

使用するもの

手順

Whe
re is

 

the k
ing?

探してみよう！

永井淳子（ながい・じゅんこ）
東京都市大学付属小学校英語科講師。その他，青山学院大
学，恵泉女学園大学において，小学校英語のコースを担当。
著書に『うたって遊ぼう 小学生の英語の歌』（小学館），『小
学校の英語　教室で使える英語表現200』（三省堂），『ここ
がポイント！　小学校英語』（三省堂）他。
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　我輩は 100KING。100 円 SHOPは教材やお助け

グッズの宝庫。今日はカードケースとマグネットシー

トで作ることができる教材を紹介するぞ。

★用意するもの

カードケース（硬質）・マグネットシート

★作り方

①カードケースの4隅（オモテウラ両面）に

　マグネットシートを貼る。

②授業の内容に合わせたイラストや写真などを

　ケースに入れる。

　裏返して使えるから，隠しているものを当てるクイ

ズなどにも最適じゃ。中身は入れ替え可能。さまざま

な活動に合わせて使えるから，とても経済的。ちゃ

り～ん。サイズ違いも合わせて 300 円。また会おう。

ふぉっふぉっふぉっ。

VIVA 1 00KING!VIVA 1 00KING!

　外国語との fi rst contact は私が小学校4年生の時，
父が買ってくれた英語絵辞典だ。今のようにカラフル
なものではなく，白黒の絵に英語，そしてカタカナで
読み仮名がふられていたように思う。その後，5年生
になった私はテレビ英会話やラジオ英会話を聞き始め
る。…といっても，せいぜい1，2カ月しか続かなかった。
番組は大人向けのもので子供の興味関心に合致するも
のではなく，すぐに難しくなってあっという間に辞め
てしまったのだ。そんな断続的な始まりではあったも
のの，私は英語を嫌いになることはなかった。こんな
ことを言うと歳が知れるが，当時にしては随分リベラ
ルであった父から「これからの時代は女性でも大学に
行く。英語は話せて当然」と刷り込まれていた私にとっ
て，英語を学ばないという選択肢はなかったのだ。
　この後も外国語とのよい接触は続く。塾に行く余裕
はなかったが，中学校の英語の先生はよきロールモデ
ルであった。スピーチコンテストの出場者に選んでも
らい，発音などをしごかれた甲斐あって県大会まで進
むことができた成功体験もきっと動機を高める要素に
なったのだと思う。
　英語だけではない。前述の父から「女性が話すと最
も美しいのはフランス語」（根拠は不明）とも刷り込ま
れていた私はフランス語にも興味があった。日常，外
国人に会うことのない片田舎だったにもかかわらず，

友人の一人もフランス語に興味があり，二人して電車
に乗って都会（ !）の書店までフランス語の参考書を買
いに行き，一緒に勉強した。この友人にもう一人が加
わって英語での交換日記もしていた。さらには当時，
カッコイイ音楽と言えば洋楽で，Queenや Bay City 
Rollers の曲を聞いたり歌ったりしたし，海外文通が
ちょっとしたブームで，辞書を引き引き読んだり書い
たりする機会にも恵まれた。その後，大学ではイタリ
ア語を専攻することになるのだが，留学生と話したり，
パートタイムで国際電話の交換手をしたりと，英語を
はじめ，諸外国語に触れ，使用する場が多々あった。
　改めて振り返ってみると，外国語が好きだからこの
ような道をたどったのか，たどった道がこうだったか
ら外国語学習から離れることがなかったのかはよくわ
からない。ただ，確実に言えるのは，私は関心を持つ
のに十分な環境とタイミング，インプット・アウトプッ
トの機会に恵まれていたように思う。

～英語に恋して～

カードケース（硬質）

マグネットシート

できあがり！

長田恵理（おさだ・えり）
國學院大學人間開発学部准教授。公立小学校の英
語活動非常勤講師などを経て現職。「児童英語基礎
指導論」「外国語活動指導法」などを担当。

できあがり！
協力：ダイソー
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