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「生きる力」をはぐくむ小学校外国語活動
カレイラ 松崎 順子

Elementary School English Activities to Develop a Zest for Living 
Junko Matsuzaki Carreira

要約
　平成 20 年 3 月 28 日に学習指導要領の改訂を行い、平成 21 年からの移行措置を経て、平成 23 年から外国語活動が全国の
公立小学校 5 年生および 6 年生で実施されるようになる。改訂された学習指導要領においても重要な指導理念となっている

「生きる力の育成」は、本来、全ての教科・学習活動において考慮されるべきものであろう。ゆえに小学校の外国語活動でも、
子どもたちの知的・心理的発達を考えながら、この「生きる力」をはぐくむことができる外国語活動を行っていかなければ
ならない。本稿では、小学校外国語活動の導入までの経緯および現状を概観し、「生きる力」をはぐくむことができる外国
語活動として学習ストラテジーおよび内容重視の指導法を提案する。これらの指導法は高学年の知的好奇心を刺激し、主体
的に学ぶ姿勢を育てるものであり、小学校外国語活動に今後積極的に取り入れていくべき指導法である。
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1. はじめに
　小学校における外国語活動の変遷は以下の 3 つの

ステージに分類することができる（津田・木村・カ

レイラ・大和、2009）。第 1 ステージは 1990 年代

の「研究開発の時代」と言われる時期であり、文部

科学省指定の研究開発校において授業内容や方法に

関する先駆的研究開発が行われた。第 2 ステージは

平成 10 年から現在に至る「小学校英語活動の時代」

と言われる時期で、「総合的な学習の時間」が設け

られ、各学校の裁量により、全国の小学校におい

て、いわゆる英語活動 が広く行われた。第 3 ステー

ジは平成 23 年からスタートする「外国語活動」の

時期であり、「総合的な学習の時間」から独立して

全国の小学校で 5・6 年生に対して週１回の外国語

活動が実施されることになる。ただし、移行措置と

して一部の小学校では平成 21 年から「外国語活動」

が先行実施される見込みである。

　ところで、今回の学習指導要領の改訂の基本的考

え方は、決して「生きる力」の育成を否定するもの

ではなく、「生きる力」を確実に育成することであ

る。「生きる力」とは、「変化の激しい社会を担う子

どもたちに必要な力は、基礎・基本を確実に身に付

け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よ

りよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、

他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する

心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健

康や体力」（文部科学省、2008b、 p.3）のことであり、

平成 8 年 7 月の中央教育審議会答申により提言さ

れた。新学習指導要領では「生きる力という理念は、

知識基盤社会の時代においてますます重要となって

いることから、これを継承し、生きる力を支える確

かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた育

成を重視している。このため、総則の『教育課程編

成の一般方針』として、引き続き『各学校において、

児童に生きる力をはぐくむことを目指』すこととし、

児童の発達の段階を考慮しつつ、知・徳・体の調和

のとれた育成を重視することが示された」（文部科

学省、2008b、 p.3）と明記されている。すなわち、

新学習指導要領においても重要な指導理念となって
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いる「生きる力の育成」は、本来、全ての教科・学

習活動において考慮されるべきものであろう。ゆえ

に小学校の外国語活動でも、子どもたちの知的・心

理的発達を考えながら、この「生きる力」をはぐく

むことができる外国語活動を行っていかなければな

らない。ゆえに本稿では、「生きる力」をはぐくむ

ことができる小学校外国語活動とはどのようなもの

であるかを考察し、提案していく。

2．小学校外国語活動の導入までの経緯

　平成 10 年に改訂された学習指導要領により、子

どもの興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生

かした教育活動を行う「総合的な学習の時間」が創

設され、各小学校では「国際理解」、「情報」、「環境」、

「福祉」、「健康」などそれぞれの学校の実態に応じ

た学習活動を行ってきた。その中の「国際理解」を

進める具体的な学習活動として「外国語会話」「国

際交流活動」および「調べ学習」があげられており、

小学校の英語活動の位置づけが以下のようになされ

ている（文部科学省、2001、pp.2-3）。

　「外国語会話」とは、諸外国の様々な言葉を

使った意思の疎通を図るための会話である。現

在、世界の多くの場面で使用されている言語で

あることや子どもが学習する際の負担等を考慮

して、この手引では、英語を取り上げることと

した。小学校においては、子どもの発達段階に

応じて、歌、ゲーム、クイズ、ごっこ遊びなど

を通して、身近な、そして、簡単な英語を聞い

たり話したりする体験的な活動を中心に授業が

構成されることから、この手引では、「総合的

な学習の時間」で扱う英会話を「英語活動」と

呼ぶこととした。 

　平成 17 年の中央教育審議会答申において、「小

学校段階における英語教育を充実する必要がある」

と提案されてから、外国語専門部会において具体的

な検討が進められ、平成 18 年に行われた教育課程

部会外国語専門部会（第 14 回）において「小学校

における英語教育に関する教育条件」の現状と課題

が発表された（文部科学省、2006b）。さらに、平

成 18 年に発表された「小学校英語活動実施状況調

査（平成 17 年度）」によると、英語活動を行って

いる小学校は全体の約 93.6％であり、年間平均実

施時間数は 13.7 時間であり、9 割以上の学校で学

級担任が英語活動を行っており、assistant language 

teacher（ALT）が授業に参加した割合は、6 割超で

あった（文部科学省、2006a）。活動内容において

は、どの学年においても「歌やゲームなど英語に親

しむ活動」が最も多く、「簡単な英会話（あいさつ、

自己紹介）の練習」が次に多かった（文部科学省、 

2006a）。

　そのような中、平成 20 年１月中央教育審議会に

おいて各学校の英語活動の取組に相当なばらつきが

あるため、教育の機会均等の確保や中学校との円滑

な接続等の観点から、国として各学校において共通

に指導する内容を示すことが必要であるため、総合

的な学習の時間とは別に小学校高学年において一定

の授業時数（年間 35 単位時間、週 1 コマ相当）を

確保することが適当である（文部科学省、 2008a）

とし、外国語活動の新設が答申された。文部科学省

は、この答申を受けて、平成 20 年 3 月 28 日に学

習指導要領の改訂を行い、外国語活動の必修化を発

表した。平成 21 年からの移行措置を経て、平成 23

年から外国語活動が全国の公立小学校 5 年生および

6 年生で実施されるようになる。

3．新学習指導要領

　ところで「外国語活動」のスタートを宣言した新

学習指導要領の狙いはどのようなものであろうか。
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新学習指導要領の外国語活動の目標は、「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、

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親

しませながら、コミュニケーション能力の素地を養

う」（文部科学省、 2008a, p.8）というもので、以下

の 3 点から成り立っている。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 外国語を通じて、外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しませる。

  各学年の目標というよりも 2 学年間を通じて達成

される内容が示されており、各学校が児童の実態に

応じて、学年ごとの指導内容を設定することになっ

ている。つまり小学校の外国語活動の目的は、英語

を知識として教えるものではなく、外国語活動を通

して言語や文化に対する理解を深め、コミュニケー

ションをはかろうとする態度の育成が目標となる。

　指導内容や活動については、「児童の興味・関心

にあったものとし、国語科、音楽科、図画工作科な

どの他教科等で児童が学習したことを活用するなど

の工夫により、指導の効果を高めるようにすること」

（文部科学省、2008a、p.16-17）とし、「児童が進ん

でコミュニケーションを図りたいと思うような、興

味・関心のある題材や活動を扱うことが大切である」

（文部科学省、2008a、p.17）と記載されている。

　国語科との関連については、「日本語とは異なる

外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませること

で、言葉の大切さや豊かさに気付かせ、言語に対す

る関心を高め、これを尊重する態度を身に付けさせ

ることにつながるものであることから、国語力向上

にも相乗的に資するように教育内容を組み立てるこ

とが求められる。例えば、外来語の成り立ちや元々

の言葉との違いに気付かせたり、発表などを通して、

話し手の意図をとらえながら聞き、自分の考えと比

べることができるようにしたりするなどの工夫が考

えられる」（文部科学省、2008a、p.17）とあり、日

本語と英語学習との相乗効果を強調している。音楽

科との関連については、「低学年でリズムをとった

り、つくったりしており、中学年・高学年では、音

楽を特徴付けている要素としてのリズムに気を付け

て音楽鑑賞をしたりしている。例えば、こうした学

習が、チャンツや歌などの外国語の音声やリズムに

慣れ親しむ活動の中で生かされることによって、一

層外国語に慣れ親しむことができるようにするなど

の工夫が考えられる」（文部科学省、2008a、p.17）

とある。さらに、図画工作科との関連においては、「見

たこと、感じたこと、想像したこと、伝えたいこと

を絵や立体に表現したり、工作に表したりする学習

をしている。そこで、こうした学習を通して児童が

作成した作品を、ショー・アンド・テル（発表活動）

の中で他の児童に紹介するなどして、児童の外国語

活動への興味・関心を一層高めることができると思

われる」（文部科学省、2008a、p.17-18）と記載さ

れている。

　担当する教師に関しては、 「外国語活動の目標か

ら、児童が進んでコミュニケーションを図りたいと

思うような、興味・関心のある題材や活動を扱う

ことが大切である」（文部科学省、2008a、p.18）た

め、このような題材や活動を設定するためには、児

童のことをよく理解していることが前提となる。そ

のため、「授業の実施については、学級担任の教師

又は外国語活動を担当する教師が行うこと」し、「外

国語活動を専門に担当する教師が授業を行う場合に

も、学級担任の教師と同様に初等教育や児童を理解

し、授業を実施することが大切である。以上のこと

から、学級担任の教師または外国語活動を専門に担

当する教師が指導計画の作成や授業の実施を行うこ
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とが求められるのである」（文部科学省、2008a、p.18）

と記載されている。

　一方で、従来通り、ネイティブ・スピーカーや外

国語に堪能な人々の協力も得ること（文部科学省、

2008a）も記載されている。つまり、「特に指導計画

の作成や授業の全体的なマネジメントについては、

学級担任の教師や外国語活動を専門に担当する教師

が中心となって外国語活動を進めていくが、授業に

おける英語を用いた具体的な活動の場面では、ネイ

ティブ・スピーカーや外国語が堪能な人々とのコ

ミュニケーションを取り入れること」（文部科学省、

2008a、p.19）になった。このように新しい段階を

迎えようとしている小学校外国語活動であるが、英

語が必修化される小学校高学年においてどのような

外国語活動を行うべきであろうか。

4. 小学校高学年に適切な小学校外国語活動とは

　小学校高学年になると、学校生活では他教科でか

なりの知識を学習しており、社会生活でも様々な体

験を重ねている。さらに、抽象的、論理的思考がで

きるようになり、自分の意見や主張を持ち、自分を

客観的に評価できるようになる。このような小学校

高学年に適切な授業とはどういうものであろうか。

　築道・樋口（2005、p.190）は小学校高学年の授

業を運営する上で、以下のような点に留意して行う

ようにと述べている。

●　興味・関心に沿っているか：『楽しい』から『知

　的に楽しい』と感じられる活動を工夫する。

●　自己表現の場があるか：『英語を使ってみたい』

　という動機づけが与えられるような創造的な活

　助を取り入れる。

●　教材が世界に広がっているか：英語学習の必要

　性を理解できるように、『外国のことをもっと

　知りたい』という意欲を満たす教材、活動を工

　夫する。

●　主体的に活動しているという実感がもてるか：

　やりがいがあり、英語を使っている実感がもて

　る活動を工夫する。

　さらに伊藤（2004、 pp. 9-13）は小学校高学年の

外国語活動における目標、内容、および指導内容を

以下のように提案している。

第 5 学年

目標

1.　積極的に英語を聞いたり、話したりする。

2.　簡単な会話や物語を聞いて、内容を理解する。

3.　身近なことや自分のことを相手と伝え合う。

4.　外国と日本の言葉や生活、習慣、文化を比較す

　る。

内容

1.　身近な会話や簡単な物語を聞いて理解する。

2.　身近なことや自分のことをお互いに聞いたり、

　話したりする。

3.　身の周りの簡単な英語や簡単なメッセージなど

　を読む。

4.　アルファベット（大文字・小文字）を書く。

5.　外国や日本の言葉や生活、習慣、文化をグルー

プで調べ、クラスで発表する。

指導

1.　英語コミュニケーションの基本的な場面や状況

　をできるだけ設定する。

2.　スキットやロールプレイ、劇のような形でコ　

　ミュニケーションを体験させる。

3.　英語の語や文を読む指導では、文字を見せなが

　ら発音する。

4.　アルファベットが書けるようになったあと、基

　礎的な語や文を書き写す練習をする。

第 6 学年

目標
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1.　文字なども使用し、英語を総合的に活用して、

　積極的にコミュニケーションを図る。

2.　自分のことや身近なこと、日本のことなどを簡

　単な英語でスピーチする。

3.　簡単なメッセージや自己紹介文などを英語で読

　んだり、話したりする。

4.　クラスやグループで英語の歌や劇を自主的に練

　習し、上演する。

5.　外国と日本の生活や文化などの比較により、い

　ろいろな価値観やものの見方があることを知る。

内容

1.　文字やジェスチャーなど、あらゆる手段を活用

　してコミュニケーションを図る。

2.　スキットや劇などで、できるだけ多くの英語コ

　ミュニケーションを体験する。

3.　自分のことや、日本のことなどを知っている語

　や文を使ってスピーチする。

4.　既習の語や文の中で基礎的なものを書き写し、

　メッセージなどを構成する。

5.　自分たちで配役や舞台装置などを決め、音声教

　材をモデルして練習をする。

指導

1.　国際交流会や外国人の招待などで、できるだけ

　多くの直接コミュニケーションの機会を与える。

2.　会話や物語など文字を見ながら聞かせ、音と文

　字を一致させる。

3.　児童の自己表現活動を奨励し、彼らが知りたい

　単語や表現を支援する。

4.　児童が書きたいことを既習の語彙や表現を中心

　に指導する。

5.　自主活動を奨励し、歌やスピーチなどの発表で

　達成感や満足感を与える。

　上記の築道・樋口（2005）および伊藤（2004）

が提案する小学校高学年の外国語活動は以下の 3 つ

に要約できる。

●　知的好奇心を刺激する活動

●　自主的・主体的に行える活動

●　外国や日本の言葉や生活、習慣、文化に関する

　活動

　すなわち、築道・樋口（2005）および伊藤（2004）

が提案する活動も新学習指導要領との共通点が多

く、「生きる力」をはぐくむ外国語活動であるとい

うことができるであろう。では、具体的にはどのよ

うな外国語活動を提案できるであろうか。

5.「生きる力」をはぐくむ小学校外国語活動の提案

　以下では「生きる力」をはぐくむことができる小

学校外国語活動として学習ストラテジーおよび内容

重視の指導法を紹介する。

5.1.  学習ストラテジー指導

　近年、言語教育において、学習ストラテジー指導

が大きな注目を集めている（Oʼ Malley & Chamot, 

1990; Macaro, 2001; 大学英語教育学会学習ストラ

テジー研究会、2005、 2006）。言語学習における

学習ストラテジーとは、言語習得をより効果的に

するために、情報を処理し、理解し、記憶にとど

めるときに、学習者が使う思考過程や行動のこと

である（尾関、2006)。たとえば、語彙をグルー

プ化して覚えたり、何かと関連づけて覚えたりす

ることなども学習ストラテジーと言える。海外で

は、幼稚園から大学に至るまで多様な学習者に対し

て、学習ストラテジーが指導され効果を上げてい

る（Oxford, 1996; Chamot,  Barnhardt, El-Dinary, & 

Robbins, 1999）。日本の小学校外国語活動において

は、学習ストラテジー指導を取り入れた実践授業を

大和他（2008）および津田他（2009）が行ってい

る。大和他は、東京都目黒区内の公立小学校におい

て実践したパイロット授業の内容とその授業に対

する児童の反応および評価を報告している。津田

他は、学習ストラテジー指導が小学校外国語活動
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において実際にはどのように扱われているのかの

実態調査と 5 年生を対象にした学習ストラテジー

指導の実践報告を行い、その中で Spada & Fröhlich 

(1995) の Communicative Orientation of Language 

Teaching (COLT) と Guilloteaux & Dörnyei (2008) の

Motivation Orientation of Language Teaching（MOLT）

を参考に新たに作成した Strategy Orientation of 

Language Teaching（SOLT）という学習ストラテジー

指導の観点から英語の授業分析を行うための発話分

析シートを開発し、授業分析を行っている。その結

果、学習ストラテジー指導を通常の小学校外国語活

動に取り入れることにより、学習意欲を維持しなが

ら学習ストラテジーの使用を促す肯定的な影響を与

えることができる（津田他）と述べている。

　ところで、新学習指導要領の基本的考え方は以下

のものである（文部科学省、 2008b、p.2）。

●　「生きる力」という概念の共有化

●　基礎的・基本的な知識・技術の習得

●　思考力・判断力・表現力等の育成

●　確かな学力を確立するために必要な時間の確保

●　学習意欲の向上や学習習慣の確立

●　豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充 

実

　このような新学習指導要領が目指す 6 つの項目

を、週 1 回の限られた「外国語活動」の中で具現

化するためには、他の教科や活動にもまして「生き

る力」の根幹とも言える「児童が自ら学ぶ姿勢を育

む」指導法を確立することが必要不可欠であると言

えよう（津田他、2009）。津田他は「児童の自ら学

ぶ姿勢を育む」ことができる指導として学習ストラ

テジー指導をあげている。

　 大 学 英 語 教 育 学 会 学 習 ス ト ラ テ ジ ー 研 究 会

（2005、2006）は、生きる力を育成するための有効

な方策として「メタ認知重視の学習ストラテジー指

導を通した自律学習能力の向上」を提案している。

尾関（2006、p.17）は、より具体的に Benson（2001）

を引用しながら、「自律した学習者とは、自分の学

習をコントロールできる学習者であり、学習管理、

認知プロセス、学習内容という 3 つのレベルにおい

て自分の学習をコントロールできる学習者である」

と述べている。この自らの学習活動をコントロール

する核となる能力がメタ認知であり、メタ認知は知

識的側面と活動的側面から成り立っている。

　ところで、外国語活動には 2 つの大きな教育目標

が存在する（大和他、2008）。第 1 は、言語学習の

目標として「コミュニケーション能力の素地」を育

成することである。第 2 は、教育全般の目標として

「生きる力」を育成することである。大学英語教育

学会学習ストラテジー研究会（2005、 2006）によれ

ば、このような 2 つの目標のインターフェイスを可

能にする有効な方策が学習ストラテジーの指導であ

るという。すなわち、コミュニケーション活動と融

合した形で学習ストラテジーを指導することによっ

て、「生きる力」の基礎ともいえる「学習意欲」「協

働する力」「言語知識」「自らを律する力」の育成を

促進し、2 つの教育目標の達成に貢献することが期

待される（大和、 2005）。

　以上より学習ストラテジー指導を取り入れた指導

法は児童の学習意識を高め、主体的に学習する姿勢、

すなわち新学習指導要領で強調されている「生きる

力」をはぐくむことができる指導法であり、今後小

学校外国語活動に積極的に取り入れていくべきであ

るといえるであろう。

5.2. 内容重視の指導

　内容重視の指導（CBI）とは教科内容と第二言語

スキルを同時に指導すること（Brington, Snow, & 

Wesche, 1989）であり、各教科の枠組みを超えて 1

つのテーマを学習することにより各教科での既習事

項や経験を活用しながら、テーマを深めたり、統合

したり、発展したりすることができる（Stryker & 
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Leaver, 1997）。言語教育においては、言語形式の習

得のみに焦点が置かれていないため、言語学習に興

味のある児童だけでなく、言語学習にはさほど興味

がない児童に対しても、知的好奇心を刺激する情報

を与えることができる（カレイラ・大久保・秋山・

田邉、2007）。

   Met（1998） に よ れ ば、CBI に は 多 様 な ア プ

ロ ー チ が あ り、 よ り 内 容 に 焦 点 を 当 て た も の

（content-driven language programmes） か ら よ り

言語に焦点を当てたもの（language-driven content 

programmes）まで、言語と内容との統合の程度に

応じ連続体をなしている。この連続体の一方の極

に あ る の が content-driven language programmes で

あり、内容の習得は言語能力の発達と同じくらい

重要であり、イマージョン･プログラムがこれに相

当する。一方、これらの対極にあるのが language–

driven content programmes であり、内容はコミュニ

カティブな言語経験の効果的な道具となり、言語の

授業として学ばれる。この指導は、特定のテーマや

他の内容から導かれた活動を通し、第一言語、 また

は第二言語で得た既習の概念を発展させたり、拡大

させたりすることで、言語スキルの習得を可能にす

る。第二言語での地理、歴史、数学、美術の科目知

識の学習がこれに含まれる。

  言語と内容の関係について、Met（1998）は二つ

の認知的側面から説明している。 第一に、言語の

発達に内容が関わる役割である。内容指導を補完

する言語指導も組み込まれている content-driven 

language programmes では、認知と思考を言語化す

る能力には強い相互作用があるため、第二言語環境

で教育を受ける学習者には、概念の理解を第二言語

で言語化する能力が高まるにつれ、内容の理解も深

まり言語の熟達度も高まるという二重の恩恵がある

（Met）。 一 方、 language-driven content programmes

では、第二言語を主要な道具としてではなく、教科

として学ぶ。このため、「L2 のスキルが不足してい

る学習者には、内容理解において、具体的な経験と

結び付けられる視覚教材を使用することが有益であ

る。視覚教材や実体験に依存した内容学習は、抽象

概念がより文脈に支えられたものとなるため理解を

助けるだけでなく、言語の内在化をも促進する。視

覚教材や実体験の助けにより、インプットは理解可

能なものとなり、耳から聞こえてくる言語と指示物

を関連付け、認知処理スキルを習得することができ

るようになる」（カレイラ他、2007、p.3）。

　第二に、言語能力と認知的成熟度の関係である。

学習者の言語熟達度の発達と認知の発達に大きなず

れがある場合には CBI の実施は困難である。言語

能力と認知的成熟度については、Cummins（1978）

の 閾 説 （Threshold Theory）と Stryker & Leaver 

（1997）で説明されている。 Cummins の閾説では、

二つの閾を想定している。第一の閾は子どもが負の

影響を避けられるようになるレベルであり、弱い均

衡バイリンガルである。第二の閾は子どもがバイリ

ンガリズムから恩恵を被るために達していなければ

ならないレベルであり、均衡バイリンガルである。

例として、Cummins は、カナダのイマージョン教

育を挙げている。学習者は教科内容を第二言語であ

るフランス語で学びはじめると、通常一時的に遅れ

を生じる。それは言語熟達度が教科の内容を理解す

る程度に達してないからである。しかし一旦、フラ

ンス語の能力が教科学習での概念的な作業を越すと

ころまでに発達すると、フランス語での教科内容の

理解が可能となり、イマージョン教育が負の影響を

及ぼすことはなくなる。

　一方、Genesee（1991）は、言語は意味のある社

会的な状況の中でのコミュニケーションと結びつい

てこそ最も効果的に学ばれるため、学齢期の子ども

にとっては学校のカリキュラムの教科内容が意味の

あるコミュニケーションの基礎になっており、教え
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る教科の内容が学習者にとって興味深いものであれ

ば、言語学習の動機づけとなり得ると述べている。

　ところで、日本の小学校において CBI を取り入

れた授業がいくつか行われている。岡山市の石井小

学校が平成 17 年度より、同市の他の 2 校（御南小

学校、平島小学校）と共にイマージョン教育推進校

の指定を受け、体育、音楽、図工の 3 教科でイマー

ジョン教育を実施した。質問紙調査の結果、以下の

ことが示された（石井小学校、2006、 p.25）。

(1)　子どもたちが強い緊張感や英語に対する抵抗

　感を抱くことなく、リラックスした状態で授業

　を受け、英語に浸ることができていることが分

　かる。リスニングテストの結果から子どもたち

　の英語を聞き取る力は確実に向上している。

(2)　「英語を聞いたり話したりする」よりも、「教

　科の内容そのもの」を楽しみにしている。英語

　による指示、説明が学習を妨げたり、混乱を引

　き起こしたりすることなく、子どもたちが楽し

　いと感じる学習活動が展開されている。

　その他、岐阜県多治見市の笠原小学校でも CBI

を取り入れた授業を行なっており、実践報告（笠原

小学校・笠原中学校、2005、 p.4）の中で CBI を取

り入れる長所として以下の 3 点をあげている。

(1)　伝え合う内容がはっきりとしており、コミュ

　ニケーションを図る目的をもちやすい。

(2)　言葉が繰り返し使用される場面を設定し、そ

　の中で「内容」を伝えるために必要のある言葉

　が繰り返し使用される。

(3)　学習内容に興味を持てば、その中で使用され

　る言葉も児童にとっては生きた言葉として感じ

　られ、英語の語彙や表現を理解していくことが

　容易である。

　また、カレイラ他（2007）が 東京都の公立小学

校で米の内容を扱った CBI の実践を行っている。

カレイラ他は、CBI を行うことにより、授業に参加

した 5 年生の英語や米に対する関心や外国人とコ

ミュニケーションしたいという思いを高めることが

できたと述べている。また、カレイラ他（2007、 p.15）

は CBI について、以下のことを示唆している。

●　米という身近な食べ物を軸にして、他の国に目

　を向けることができる。

●　米の多様な種類、栽培法があることを知ること

　で、異なる文化への寛容性を育てる。

●　予め持っている知識を発展させ、次々に関連付

　けられることにより推察力を伸ばす。

●　与えられた情報や知識をフルに使って想像力を

　育てる。

●　内容を理解するために、英語自体への興味関心

　が高まる。

●　グループ活動で問題解決的な課題と取り組むこ

　とにより、仲間の答えを聞こうとする姿勢が育

　つ。

●　主体的に学習する態度が育つ。

　上記より、CBI は教える教科内容が学習者にとっ

て興味深く、また価値のあるものであれば、積極的

にその内容を理解しようとし、小学校高学年の主体

的に学習する態度を育てることができることがわか

る。

　また、 国際コメ年に関する CBI の教材報告をカレ

イラ（2006）が行っている。国際コメ年とは米が

世界の半数以上の人々の主食であることを認識し、

貧困及び栄養不足の軽減における米の役割について

一般の認識を高め、世界に注意を喚起していくた

めに、2002 年にフィリピン政府がその他の 43 カ国

とともに国連総会に対して、2004 年を国際コメ年

と宣言するよう要請した（国際コメ年、2004）も

のである。このような教材を使用することにより他

人を思いやる心や感動する心をはぐくむことができ

る。CBI は内容理解にも重点が置かれるため、内容

の選択が重要になってくる。自ら学び考え行動し他
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人を思いやる心や感動する心、すなわち「生きる力」

をはぐくむことができる内容を扱うなら、CBI も「生

きる力」をはぐくむ外国語活動であるということが

できるであろう。

6. おわりに

　本稿では小学校外国語活動の導入までの経緯およ

び現状を概観し、「生きる力」をはぐくむことがで

きる小学校高学年の外国語活動として学習ストラテ

ジーおよび内容重視の指導法を提案してきた。これ

らの指導法は高学年の知的好奇心を刺激し、主体的

に学ぶ姿勢を育てるものであり、小学校外国語活動

に今後積極的に取り入れていくべき指導法である。

　多くの反対の声があったなか、ようやく必修化に

向けてスタートする小学校外国語活動である。「生

きる力」をはぐくむことができる英語教育を実現し

ていくために、今後も様々な実践研究を続け、日本

の小学生に最適な指導法というものを模索していく

べきである。

引用文献

Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy 

in language learning.  Harlow, England: Pearson 

Education. 

Brington, D. M., Snow, M. A., & Wesche, M. B. (1989). 

Content-based second language instruction. 

New York: New bury House.

Bruer. J.T. (1998). Education. In W. Bechtel & G. 

Graham (Eds.), A companion to cognitive science 

(pp. 681-690). Malden, MA: Blacwell. 

Carreira, M.J. (2006). Motivation for learning English 

as a foreign language in Japanese elementary 

schools,  JALT Journal, 28,  pp.135-157.

カレイラ松崎順子 (2006). お米を題材にした小学校

外国語活動のための教案作成－国際コメ年を記念

して－「敬天愛人実践論」論文集 学校法人千葉

敬愛学園　pp.175-194.

カレイラ松崎順子・大久保奈緒・秋山道子・田邉

紗也子（2007）.　内容重視の初等英語教育： 

「総合的な学習の時間」における国際理解教育

Language Education  &Technology, 44, pp.1-21.

Chamot, A., Barnhardt, S., El-Dinary, P., & Robbins, 

J. (1999). The learning strategies handbook. New 

York: Longman

国 際 コ メ 年（2004）．〈http://www.fao.org/rice2004/

jp/concept.htm〉、（参照 2006-02-01）.

Cummins, J. (1978). Educational implications of 

mother-tongue maintenance in minority-language 

children. The Canadian Modern Language Review, 

34, pp.395-416.

大学英語教育学会学習ストラテジー研究会（編著）

（2005）. 言語学習と学習ストラテジー : 自律学習

に向けた応用言語学からのアプローチ　リーベル

出版

大学英語教育学会学習ストラテジー研究会（編著）

（2006）. 英語教師のための「学習ストラテジー」

ハンドブック　大修館書店 

石井小学校 （2006）. 特色ある学校づくり事業公開研

究会　

伊藤嘉一（2004）. 小学校英語学習指導の基本　伊

藤嘉一（編）小学校英語学習指導　指針各学年の

目標および内容　小学館 pp. 5-8.

Genesee, F. (1991). Second language learning in 

school settings: Lessons from immersion. In A.  

Reynolds (Ed.), Bilingualism, multiculturalism, and 

second language learning (pp. 183-202).  

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Guilloteaux, M. J., & Dörnyei, Z. (2008). Motivating 

l anguage  l ea rne r s :  A c l a s s room-or i en t ed 



60

カレイラ松崎 ： 「生きる力」をはぐくむ小学校外国語活動

investigation of the effects of motivational strategies 

on student motivation. TESOL Quarterly, 42 (1), 

pp.55-77.

笠原小学校・笠原中学校 （2006）. 平成 15 年度～ 17

年度文部科学省研究開発学校公表会 　 研 究 紀 要

（3 年次）

Macaro, E. (2001). Learning strategies in foreign and 

second language classrooms.  London: Continuum.

Met, M. (1998). Curriculum decision-making in 

content-based language Teaching. In  J. Cenoz and 

F. Genesee (Eds.) Beyond bilingualism (pp.35-63), 

Clevedon: Multilingual Matters

文部科学省（2001）． 小学校外国語活動実践の手引

き 開隆堂

文部科学省（2006a）小学校外国語活動実施状況

調 査（ 平 成 17 年 度 ）、〈http://www.mext.go.jp/

b_menu/houdou/18/03/06031408/001.htm〉（参照 

2007-03-07）．

文部科学省 （2006b）．教育課程部会 外国語専門部

会（第 14 回）議事録・配付資料、〈http://www.

mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/0

15/06032708/002/004.htm〉、（参照 2007-03-17）．

文部科学省（2008a）. 小学校学習指導要領解説　外

国語活動編

文部科学省（2008b）. 小学校学習指導要領解説　総

則編

Oʼ Malley, J. M. & Chamot, A. U.（1990）. Learning 

strategies in second language acquisition. Cambridge: 

Cambridge University Press.

尾関直子 （2006）. 学習ストラテジーを指導すれば生

徒が変わる  大学英語教育学会学習ストラテジー

研究会（編） 英語教師のための学習ストラテジー

ハンドブック　大修館 pp.15-22.

Oxford,R.L., (Ed.). (1996). Language learning 

strategies around the world: Cross-cultural 

perspectives. Honolulu: University of Hawaii Press.

Spada, N., & Fröhlich, M. (1995). Communicative 

orientation of language teaching observation scheme: 

Coding conventions & applications. Sydney: 

NCELTR/ Macquarie University.

Stryker, S. B. & Leaver, B. L. (1997). Content-based 

instruction : Some lessons and implications. In S. 

B. Stryker and B. L. Leaver (Eds.) Content-based 

instruction in foreign language education (pp. 

285-312). Washington, D.C.: Georgetown University 

Press

築道和明・樋口忠彦（2005）. よりよい授業を展開

するために―基礎編　樋口忠彦編 これからの

小学校英語教育―理論と実践－ 　研究社　pp. 

172-205.

津田ひろみ・木村　隆・カレイラ松崎順子・大和隆

介（2009）．学習ストラテジー指導を取り入れた

小学校外国語活動：公立小学校 2 校での質問紙

調査と授業実践から中部地区英語教育学会紀要第

38 号、pp.181-188.

大和隆介（2005). 言語学習における個人差要因と学

習ストラテジー  和田稔（監） PCOLA デジタル版

英語科教育授業実践資料集 理論編 1   ニチブン　

pp.106-108.　

大和隆介・津田ひろみ・カレイラ松崎順子・木村　隆・

林　靖子（2008）. 自ら学ぶ工夫を取り入れた小学

校外国語活動のためのパイロット授業  JACET 中

部支部 25 周年記念論文集、pp.165-176.




