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◇ 外国語活動 

学ぶ意欲を高める学び合い活動のある活用型授業づくりⅡ 
～自らの伸びを捉えるための評価活動の充実をめざして～ 

山本 吉彦 

 

 

 

 

はじめに 

昨年度は、高学年の子どもたちの学ぶ意欲を高めるためには、どのような活動を取り入れればよ

いか、どのような授業を展開すればよいかという手立てを考えてきた。その結果、タスク活動や ICT

機器（タブレット型端末、電子黒板）を使用した授業が有効だとわかってきた。しかし、評価をす

る際にタブレット型端末を使用した活動の動画をふりかえりに導入したが、それを使用してどの観

点で評価するのかという視点が明確でなかったため、評価方法にまだ課題が残った。 

そこで本年度は、ルーブリックを使った活動における伸びの評価や、タブレット型端末を使った

相互の表現方法の工夫や自己表現力の評価のあり方を探りたい。今までワークシートだけでは測り

にくかった個の伸びを具体的に捉えるために、その動画の有効的活用法を再度考えていきたい。 

 

１．外国語活動での、めざす子ども像 

本校の外国語活動におけるめざす子ども像は、「英語を使って楽しく友だちとコミュニケーション

をとることができる子ども」である。本校では、そのような子ども像に近づくために必要な力とし

て、『興味・関心』、『人間関係』、『表現力』、『ことば』の 4つの観点と、その具体的な態度や力を以

下のように設定している。 

表 13-1 本校が大切にする、外国語活動での 4つの観点とその内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これらの 4 つの観点を 5 年生、6 年生、中学 1 年生と発達の段階別に示したものが次の表

13-2である。 

表 13-2 発達の段階別の 4つの観点における具体的な態度や力について 

 興味・関心 人間関係 表現力 ことば 

五
年
生 

楽しく積極的に英語活動に参加でき

る。与えられたスキットでコミュニケー

ションをとることができる。 

英語や異文化に興味を持ち、日本や日

本語との違いに気づくことができる。 

友達と楽しく活動し、良いところを認め

合うことができる。また、活動を通して、

友達の新たな面を知ることができる。 

友だちの良いところを認め、真似をしよ

うとする。 

適切な表現を

使い自分の気持

ちや場の状況な

どを伝えること

ができる。 

活動で出てき

た英語を使って、

ゲームなどがで

きる。 

六
年
生 

楽しく積極的に英語活動に参加でき

る。与えられたスキット以外にも、言葉

やジェスチャーを使って、自ら工夫して

取り組める。 

積極的に英語や異文化に興味を持ち、

日本や日本語との違いに気づくことが

できる。 

友達と楽しく活動し、良いところを認め

合い、必要なときに適切なアドバイスをす

るなど、あたたかな認め合いができる。ま

た、活動を通して友達の新たな面を知るこ

とができ、共感することができる。 

友だちの良いところを認め、真似をして

共有する。 

適切な表現を

使い自分の気持

ちや場の状況な

どを正確に伝え

ることができる。 

活動で出てき

た英語を使って、

ゲームなどがで

きるとともに、今

まで蓄積してき

たことばを場に

応じて使う。 

興味・関心「積極的に活動に参加し、自ら英語でコミュニケーションをとろうとする」態度 

「積極的に英語や異文化について知ろうとする」態度 

「相手が伝えようとしていることを、分かろうとする」態度 

「自信はないけれど、なんとかして伝えようとする」態度 

人間関係「単語習得ゲームの時やコミュニケーションを主体としたゲームの時、表現活動の時な

どに、他者とうまくかかわり、学び合える」力 

表現力「自分の思いや気持ちをうまく身体表現して、相手に正確にそれを伝える」力 

ことば「コミュニケーションに必要な最小限の単語やフレーズを身につけている」力 



2 

 

 

２．外国語活動における「考える力」 

本校の外国語活動における「考える力」とは、自分がインフォメーションギャップ持った相手と

コミュニケーションを図ろうとするとき、自分のもっている最大限の情報を駆使して、相手に伝え

ようとしたり、また相手のことを聞き取ろうとしたりするときにはたらく力のことである。 

「考える力」が働いている場としては、子どもたちが英語を通じて積極的に自分の考えを相手に

伝えようとしたり、相手の考えを理解しようとしたりするときである。相手に伝わりにくく自分に

しかわからない内容や話し方で独りよがりになってしまっては、「考える力」がはたらいているとは

言いがたい。相手に伝わりやすく、わかりやすい内容や話し方をするといった相手のことを考える

とき、まさに「考える力」がはたらいていると言える。 

外国語活動は、日本語とは違い「英語」をコミュニケーションツールとして使うことで、日本語

では特別聞かないような内容でも、自分のことをわかってもらいたい、そして相手のこともわかり

たいという意欲につながりやすい。その意欲をもって、学び合いの中で今まで知らなかった友だち

のよいところに気づき新たな関係を築くことができる。つまり、「考える力」とは「相手を思いやる

気持ち」や「相互理解」そしてさらには「異文化理解」へとつながる力である。 

世界には多様な考え方を持った人々がたくさんいる。子どもたちは将来、少なからず自分とは違

った考え方や価値観を持った人と関わっていくだろう。「どうしたらこの人と仲良くなれるのか」「ど

うしたらこの人のことをもっと知ることができるのか」と、思考錯誤し、様々な事象を関連付けな

がら相手の価値観を認め、新たな価値観を形成していく。それが外国語活動における「考える力」

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 13-3 考える力がはたらく図 

 

３．学ぶ意欲を高める授業づくり 

昨年度同様に、学ぶ意欲を高めるための授業についてさらに考えたい。学ぶ意欲つまり「興味・

関心」があれば、子どもたちは友だちと関わりやすくなり、お互いの思っていることを伝えたり、

聞いたりすることで、友だちの新たな面に気づくことができる。先にも述べた「考える力」が働い

ている状態を作り出すことが学ぶ意欲の向上につながり、相互理解にもつながる。そのための手だ

てとして以下に 3つ挙げる。 

 

中
学
一
年
生 

楽しく積極的に英語学習に参加でき

る。与えられたスキット以外にも、文章

やジェスチャーを使って、自ら工夫して

積極的にコミュニケーションを図ろう

と取り組める。 

積極的に英語や異文化に興味を持ち、

日本や日本語との違いに気づき、比較し

て考えることができる。 

友達と楽しく活動し、良いところを認め

合い、必要なときに適切かつその場に応じ

たアドバイスをするなど、相手の成長を感

じることができる評価ができる。 

学習した内容を使い、自ら英語を発

信したり、相手の発信した英語を正確

に受け止めたりするなど、実践的コミ

ュニケーションの基礎的な活動がで

きる。 

 

英語を使って伝えようとする。聞こうとする。 

相手を思いやる気持ち 相互理解 

異文化理解 

考える力 
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（1）ひとりで考え、ひとと考えることでより意欲が高まるタスク活動 

本校では学ぶ意欲を高めるためには、まず子どもの知的好奇心を刺激する活動という側面から、

タスク活動を取り入れることを昨年度から行ってきている。一般的に「タスク（Task）」とは「自発

的に行う作業」のことで、本校での英語活動におけるタスク活動は『ゴール（こうなりたいという

目標）に向かって、意思・意欲をもって英語を使う活動』という意味でとらえている。歌やチャン

ツ、ゲーム等で学習した英語表現を使って、自分たちで工夫してインタビュー活動や寸劇をするこ

とを「タスク」として設定する。この「タスク」を達成していくことで、自分の目標を再認識した

り、他者との関わりの中で新たな自分を再発見したりするきっかけになると考えた。 

例えば、「“I like 〜.” “Do you like 〜？”を使って友だちとすらすらと会話をしたい」とい

うタスクに向かって、自分で考えたり、時には友だちと協力して考えたりすることで、より目標を

達成することに近づけると考えた。 

（2）授業以外の時間でも学ぶことができる、タブレット型端末を使った工夫 

 本年度より、タブレット型端末の無料アプリケーションソフトウェアー（以下アプリ、一部有料）

をダウンロードして使用し、子どもたちの単語認識や英語の音声向上をねらった活動を取り入れて

いる。子どもたちは、遊びながら楽しみながらアプリから流れてくる簡単な単語の音声をまねて発

音し、それを認識させて 5段階で評価されるというものである。子どもたちは授業時間だけでなく、

休み時間なども利用して友だち同士で☆5つをめざして楽しみながら取り組んでいる。 

また単元の最後に、インタビュー活動などをする際、お互いにタブレット型端末で顔の表情を撮

り合ったり、寸劇などをする際には、劇そのものを録画して自分たちで発音や表現のチェックをし

あったりしながら進めていくのに効果的であると考えた。 

（３）ALTとの T・Tによる授業 

 本校では、ALTと 5・6年の英語活動の時間、年間各学年 30回程度担当している。活動内容は、5，

6年生の「Hi,Friends!」1，2に出ている

トピックを使い、コミュニケーションを

中心とした「聞く」「話す」活動である。

高学年の興味・関心の目標「楽しく積極

的に英語活動に参加できる。与えられた

スキットやそれ以外にも、言葉やジェス

チャーを使って、自ら工夫して取り組め

る。」やことばの「目標活動で出てきた英

語を使って、ゲームなどができるととも

に、今まで蓄積してきたことばを使う。」

に沿った活動であり、児童たちは、ワト

ソン先生との英語活動を楽しみにしてお

り、ネイティブスピーカーと触れ合うこ

とは、本物体験が有効である高学年の活

動に有効であると考えた。何より、チャレンジして成功した時の達成感はとても大きなものである

と思われる。 

 また本年度は、外国語担当と ALTとの授業の進め方を寸劇風にし、分かりやすい単語や短いフレ

ーズを用いたり、ALT の言葉尻を繰り返したりすることで、子どもたちの興味関心を引き出そうと

考えた。「うわっ、外国人の先生だ！なんか怖い」というような雰囲気が漂っていては、学べるもの

も学べなくなってしまう。そのような雰囲気をできるだけリラックスして取り組めるような雰囲気

へ変えることで、「楽しいからやりたい！」という意欲につなげたいと考えた。 

 

図 13-4 ALT にチャレンジしてインタビューし成功

体験を積むことができる。 
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４．学び合い活動について 

本校の外国語活動における学び合い活動とは、「自分の単元ごとの目標について、活動後の相互評

価を通して、より深く考えること」と捉えている。つまり、自分の目標が、英語等を使ったコミュ

ニケーション活動を通して、友だちとの相互評価後により◎の姿に近づいたか。あるいは、友だち

からの思いもよらなかった評価から、再考するきっかけになったかどうかということである。 

ここで言うコミュニケーション活動とは、①

協同的問題解決の場（インタビューや寸劇など

の創作活動）②あたたかい相互評価の場（お互

いに良かったところを伝え合い認め合う） ③

異学年交流授業の場（小学生と小学生、小学生

と中学生が、お互いに既習事項を使って相手に

自分の思いを伝えたり、一緒に問題解決に取り

組んだりする活動など）の 3つの場面ことであ

る。 

子どもたちは、これらの活動を通して自分の

設定した「目標」が達成できたかどうかをふり

かえるのである。そのふりかえりの場で、「自分

では、うまくできた。」と評価していても、友だちとの相互評価の場で「ここの場面はすごく良かっ

たけれど、あそこの場面はもっとこうしたらよかったと思うよ。」という意見をもらうことで、独り

よがりにならずにより深く自分の目標について考

え直すことができる。子どもたちはこの繰り返し

によって、自分の「目標」にさらに近づき、これ

ら一連の活動の流れが学び合い活動につながると

考えた。 

５．評価のありかた 

昨年度まではワークシートの記述と、タブレッ

ト型端末の映像を使ってのふりかえりを行ってき

た。そうすることで、自らの姿を客観的にみること

ができ。しかし、ワークシートでは、個人の「考え

る力」や学ぶべき学習項目の習得状況がわかりにくい面もあったり、自分たちの活動のふりかえり

の視点がはっきりしていなかったりした。 

そこで、本年度はそれらをより具体的に自己評価、相互評価するために、ワークシートとルーブ

リック評価、そしてタブレット型端末の使い方を次のようにしてそれぞれの個の伸びを捉えようと

考えた。 

（1）ルーブリックからの評価 

各単元の終わりに、その単元で学ぶべき項目がどれくらいできるようになったのかを自己評価さ

せる。そのルーブリックは、教師と児童で作成する。例えば、５年生のレッスン４ 「好きなもの

を伝えよう」では、自分の好きなものが１つ言えたら○、３つ言えたら◎、うまく言えなかったら

△のようにする。ルーブリックの作り方は、まず規準となる○の姿を考え、それを超えるスペシャ

ルな姿を◎、それができない姿を△とすると子どもたちに伝える。子どもたちは、それらの項目に

対して自己評価をし、自己の成長を感じ取れるようになっている。もし、できていない項目があれ

ば、次の単元でもそれらの表現を使って、できるようになるためや使いながら忘れにくくするため

のリビュータイムを設け、その習得に努める。 

図 13-6  6 年生からのアドバイスを活かした中学生へ

のインタビュー活動で、さらに高まる学び合い活動 

図 13-5 自分たちの学習したことを試したり、アドバ

イスをもらったりしていくことで高まる学び合い活動 
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表 13-7 ルーブリック 1学期 レッスン 1 

 

また、基本的には 2人ペアや 4人グループで活動を行うため、単元を通してペアの友だちやグル

ープ内の友だちのよかったところやアドバイスできるところを伝える。さらに、それぞれの達成し

た項目についての発表する時間も設け、お互いがお互いの成長を感じ、共有できるようにもする。 

このようにして、少なくとも小学校の 2年間は継続して活用しながら、自分の英語の運用能力が

どのようについたか、また伸びていったかを図るための指標になればと考えた。 

 

（2）タブレット型端末の映像からの評価 

 2 人に 1 台（活動によってはグループに 1 台）のタ

ブレット型端末を使って、お互いの活動を映像や写真

で記録していく。これは、子どもたち個人のデジタル

ポートフォリオにもなり、1単元ごと、1学期ごと、1

年ごととふりかえるにはとても効果的なものである。

しかし、それらを記録するのは基本的には子どもたち

同士であるため、撮影をする際の視点やふりかえる際

の視点をはっきりしておかないと、ただの思い出のア

ルバムになりかねない。また、これらの撮りためてお

いた映像は教師側が授業後に見て評価するのではな

く、子どもたち同士でルーブリックをもとに相互評

価していくという方法である。  

そこで、お互いに撮影する際、撮影者は自分の顔

をタブレット型端末で隠し、相手はその端末のカメ

ラを見ながら活動する。これは活動の際、被撮影者

がどこを見て話せばよいかをはっきりさせ、顔の表

情にポイントを絞るためでもある。 

ふりかえる際は、学習した単元のターゲットとな

るフレーズや表現方法などに注目させる。例えば撮影者をしっかりみて話すことができていたら◎、

時々下を向いたり、別のところを見ていたりしていたら○、何度も下を向いたり、別のところを見

ていたりしていたら△のようにする。 

あるいは、発音やあいづち表現を評価にあげるのであれば、活動中のこれらに注目してふりかえ

ることで、より具体的な評価につながる。このような具体的な視点を共有しながらふりかえること

で、個人差の少ない評価になるだろうと考えた。 

 

  評 価  

レ
ッ
ス
ン
１ 

あいさつ 

アイコンタクト スマイル 

グッドボイス ジェスチャー 

 ◎普段からアイスグッジェを意識してあいさつできる。  

○アイスグッジェを意識してあいさつできる。  

△アイスグッジェが意識できていない。 

 感情表現 

fine, happy, 

sleepy, hungry 

 ◎5 つ以上の感情表現を言える。 

○３つは言える。 

△１つしか言えない。 

図 13-8 自らの活動を客観的にふりかえる活動 

図 13-9 動画を使った自己評価、相互評価活動 


