
1．実践にあたって・実践の概要

（1）下目黒小学校の英語活動

本校では、英語活動の目的・意義を次のように考え、年

間20時間をめどに実施している。

英語活動を行う留意点は、
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番組サイトを活用した実践事例（8）

第3学年　総合的な学習の時間「えいごリアン」

目黒区立下目黒小学校 鈴木　衆

であり、活動にあてた時間はALTとの活動が9時間／年間、

えいごリアンを活用した活動が13時間（30分×20回）＋

αである。本校の当初計画20時間より2時間強、実施時間

が多くなったが、「総合的な学習の時間」の他の活動時間

を調整してあてた。

ALTとの活動では、「えいごリアン」を活用した活動の

内容をできるだけ取り入れるようにした。本校の年間予

定と放送予定は下記の通り一致はしないが、できるだけ

関連する内容はALTとの活動で扱うようにした。「えいご

リアン」での活動とALTとの活動が相互にかかわりあうこ

とで、子どもたちの英語会話の力がより伸びていくこと

を願った。

（2）えいごリアンの活用について

えいごリアンは、日常的な英語表現に慣れ親しむこと

で、国際社会の中で必要とされる子どもたちのコミュニ

ケーション能力を育んでいくことを目的としている。

番組の中では日本語や文字（アルファベット）はほと

んど使われていない。英語を使う必然性のあるシチュエ

ーションと、 英語を耳から繰り返し聞くことが大切にさ

れている。

また、番組ではいろいろな英語表現のスキットやゲー

ムを紹介しているので、教師も子どもたちと一緒に楽し

みながら英語活動を行うことができる。

主人公のユージが子どもに変身し、 いろいろな外国人

のところへ行って英語でコミュニケーションに挑戦する

場面は、本校の「英語活動の目的・意義」に直接かかわ

るものであると考えている。様々な国の人と、簡単な英

語を使うだけで通じ合えることが具体的に示され、少し

くらい発音が悪くても、外国人の英語がお国なまりの英

語でも、コミュニケーションできることが第一であるこ

とを教えてくれている。

子どもたちは、「えいごリアン」の放送を心待ちにして

いる。登場人物の親しみやすさと、楽しい映像が、英語

そのものに子どもたちが親しんでいくことのできる環境

を作っている。また、番組が、「今日の基本表現」「スキ

ット1」「映像コーナー」「歌のコーナー」「マヨケチャ」

「チャレンジコーナー」「スキット2」「エンディング 」と8

つのブロックで構成されているので、子どもたちは興味

留意点

ア　子どもの日常生活に身近な英語を扱う。

・あいさつを中心に展開する　etc.

イ　音声を中心とした活動を行う。

・書かせる活動は行わない。

・多少の発音の誤りを細かく訂正しない。

・Model→Action→Talk（MAT）をくり返し、で

きるだけたくさんほめて自信をつけさせる。

ウ　歌、ゲーム、クイズ、ごっこ遊びなど、体験的

な活動を主とする。

・歌はリズム感があり子どもが自然と体を動か

せるような歌、しかも、歌詞にくり返しがあ

り、自然と覚えられるような歌が望ましい。

・教師と子ども、子どもどうしでゲームができ

るようなものがよい。覚えた子どもが有利

になるというゲームより、偶然性があるゲ

ーム（じゃんけんを取り入れるなど）がよい。

エ　ALTを積極的に活用するが、指導はあくまでも

担任主導とする。

・指導計画に基づき、担任が中心になって授業

を進める。

・発音の場面、歌の場面など、正しい発音が必

要と認められるときには、ALTの先生にお願

いする。ただし、事前の打ち合わせは必要

オ　メディアの活用

・テレビ（えいごリアン）の視聴

・コンピュータを使ってHPを見る。

目的・意義

外国の人や文化にかかわろうとするときの手段とし

て、英語を活用しようとする態度を育成するとともに、

英語に慣れ親しませる。



いうよりも、ただクリックを続け答えを出していくとい

う様子が見られた。そこで、ゲームに関しては一斉提示

をし、子どもたちに英語表現をくりかえし聞かせること

を大事にした。他のコンテンツも子どもたちの興味・関

心に基づいて、歌やマヨケチャなどを活用している。な

お、「えいごリアン」のサイトはデジタル化されていない

ため、映像を大きく表示することができないが、プロジ

ェクターのズーム機能を活用することで、画面いっぱい

に表示することができている。
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を持続して学習することができる。

「えいごリアン」を活用した英語活動は基本的に30分

を単位に行っている。番組視聴が15分、その後の活動が

15分である。15分の活動は、Web Siteにあるゲームと歌

の活用が主であるが、番組に関連したスキットは必ず行

っている。

（3）Web Siteの活用について

「えいごリアン」のWeb Siteは大きくは子ども向けと

大人向けに分けられ、それぞれ、充実した内容であると

考える。

Web Siteは、教室にある教師用のコンピュータを使っ

て情報を取り込み、プロジェクターによって一斉提示し

ている。当初、コンピュータ室で個別にサイトにアクセ

スし学習をすすめていたが、ゲームの楽しさに気持ちが

走り、きちんと英語表現をとらえて考え、答えを出すと

2．本校「英語活動」年間計画と「えいごリアン」年間放送予定

あいさつをしよう

・Hi ・Hello ・How are you?

I’m fine, thank you. And you?

I’m fine, thank you, too.

・How do you do.

・Nice to meet you.

・See you.

・My name is ～

・Good morning

・Good afternoon

・Good evening

・Good bye

・Good night

・I’m sorry.

・Excuse me.

自己紹介をしよう

・How do you do.

My name is ～

what’s your name?

My name is ～

Nice to meet you.

(1) Hi, I’m Yuji. Nice to meet you.

～英語でHi! みんな友だち！～

初めてのあいさつ名前・エチケット

(2) Hello! How are you? Good.

～友だちは今日も元気かな？～

日常のあいさつ気分・感情

(3) Who is this? This is my mother.

～教えて、きみの家族のこと～

人・物の紹介家族・職業

(4) Do you have a red pencil? Sorry, I don’t.

～こまったときは、聞いてみよう～

持ち物を聞く文房具・買い物

(5) What’s this? It’s a rocket.

～ふしぎなものがいっぱいあるね！～

何なのかを聞く疑問・クイズ

(6) Where do you live? I live in Nagoya.

～きみの町はどんな町？～

住まいを尋ねる町の紹介・案内

(7) Do you like math? Yes, I do.

～だれにでもあるよね、すき・きらい～

好みを聞く1 教科・数
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年齢をたずねる

・How old are you?

I’m nine years old.

あなたは誰？

・Are you a student?

Yes, I am.  No, I’m not.

出席をとる

・Here.

英語でじゃんけんをしよう

・Rock Scissors Paper Go!

数を覚えよう（20まで）

・One Two Three Four…Ten

友達を紹介しよう

・My name is ～

His name is ～

Her name is ～

・Who is he?(she)

・How old are you?

動きを表す言葉

・Please stand up. Sit down. Walk

Stop Run Hands up. など

いくつ持っているの

・How many cards do you have?

I have fourteen cards.

動物の名前

・Which do you like ?

I like a dog.

cat horse cow sheepなど

あなたは誰？

・Are you a  student?

Yes, I am.  No, I’m not

(8) Touch your toes. OK.

～ぼくの言うとおりにやるんだよ！～

指示する体育・ゲーム

(9) How many legs does a spider have? Eight.

～数えるのって楽しいね！～

数をかぞえる数量・値段

(10) Can you do this? Yes, I can.

～教えて、きみのとくいわざ～

何ができるかスポーツ・楽器

(11) Let’s make an origami box. That’s a good idea.

～さあ、何して遊ぼうか？～

提案する図工・理科

(12) Whose is this? It’s mine.

～これ、だれの？ぼくのだよ～

持ち主を聞く身の回りの物

(13) Where is my cap? Here you are.

～知らない道もこわくない～

場所を聞く道案内・建物

(14) When is your birthday? It’s on December 7th.

～今日は何年、何月、何日？～

誕生日を聞く日付・カレンダー

(15) What time is it now? It’s just 3:00.

～たいへん！時計をわすれちゃった！～

時刻を聞く1日の予定

(16) What will you have? I’ll have spaghetti and ice

cream.

～ぼくスパゲティ、きみはなに？～

注文を聞くレストラン・買い物

(17) What color do you want? I want blue.

～すきなものは何？～

好みを聞く2 図工・借物する

(18) How is the weather in Okinawa? It’s fine.

～Hello! そっちの天気はどう？～

天候を聞く天気・絵日記

(19) What’s wrong? I have a stomachache.

～友だちのことがとても心配～

人への気遣い病気・薬

(20) Don’t put plastics in this bag. Oops, I’m sorry.

～だめだよ！あっ、ごめん。～

禁止する環境・リサイクル



今日の基本表現　What time is it now?

座禅を組もう！

マヨケチャ

チャレンジコーナー

歌のコーナー“Hickory Dickory Dock”

映像コーナー

＜　映　像　＞

ユージの時計台の番人

エンディング

算数用の時計を示して

“What time is it now? ”

子どもたちは

“It’s just three”“It’s five thirty”

“It’s just six”“It’s nine ten”

教師

“It’s just three o’clock”

“It’s five thirty o’clock”

子どもたち

“It’s just three o’clock”“It’s five thirty o’clock”

教室の時計を見て

“What time is it now? ”

子どもたちは

“It’s eleven …!? ”

教師

“It’s eleven forty am. ”

子どもたち

“It’s eleven forty am. ”
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3．実践

①Skit ；What time is it now?  It’s just 3:00 ／12月9日（月）12日（木）16日（月）19日（木）放送／

②学習の流れ

番組を視聴する What time is it now?  It’s just 3:00

○予告なしで番組を視聴する。

◇子どもたちは、マイケル・ジャニカ・ゆうじの

やりとりに反応している。時間についてのスキ

ットということは、番組のはじめの段階で分か

った子どもが多い。

◇視聴中は、自由な反応を大切にし、特に表現を

繰り返したり、日本語で説明したりしない。

スキットを練習する

◇教師の問いかけ

に対して、個々

に言わせたり、

全員で答させた

りして基本表現

の理解を深めた。

ゲームをする
○番組サイトにあるゲーム「時間当てクイズ〈オージくんの一日〉」

をプロジェクターで提示し、全員で行う。

○英語による質問をできるだけくりかえし聞

かせ、考えて答えを出すようにさせた。答

えはもう一度言うように働きかけた。

◇“What time is it now? ”

という問いかけが繰り返

されるので、子どもたち

に時間に関する英語表現

がしっかりと定着した。

算数で「午前」「午後」の学習

をしていたので、“am pm”に

ついては関連して指導した。

活動のまとめをする ○子どもたちのリクエストで「マヨケ

チャ」を視聴し、まとめとした。

◇子どもたちは「マヨケチャ」が大好

きなようで、楽しみながら時間に関

する表現を確かめていた。
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ウインドでしか見られない。他のデジタル教材のように

デジタル化されれば、動画で番組を再視聴したり、さら

にきめ細かなゲームができたり、関連する資料を動画で

見られたりと、視聴後の活動をさらに広げる条件が整う

と考える。

4．えいごリアンを活用した英語活動

NHK学校放送番組「えいごリアン」は、何よりも日本

語による「解説」がなく、3人のキャラクターによるパフ

ォーマンスや映像によって、英語による表現の意味を子

どもたちにイメージで伝えられるよう番組が構成されて

いる。こうした番組制作のスタンスは、「体験的な活動を

通して、英語を活用しようとする態度を育成するととも

に、英語に慣れ親しませる。」という小学校における英語

活動のねらいに合致すると考えた。

実践では、そうした番組のよさを損なうことのないよ

う配慮し、リラックスした状態で視聴させ、子どもたち

が自由にイメージを広げられるよう配慮した。また、視

聴中は、番組中のSentenceをリアルタイムで言わせたり、

日本語で解説をしたりすることのないようにした。英語

を英語で思考するということが自然にできるようにする

ことが大切であると考えている。

子どもたちは番組を継続して視聴してきたことで、番

組視聴能力も向上し、映像から英語表現の意味や意図を

イメージできる力が伸びてきた。番組を視聴していると、

子どもなりのとらえ方で英語の表現に反応するが、年度

当初はどのようなことを英語で伝えようとしているのか

が分からない子が、日本語での説明を求めていたが、現

在ではそのような姿は見られなくなった。

また、「えいごリアン」を活用した英語活動とALTとの

活動を相互にリンクさせ、一層の成果が上がるようにし

た。具体的には、ALTとの打ち合わせの際、それまでに

「えいごリアン」で扱った表現をALTに示し、ALTの計画

と合わせて活動計画に取り入れるようにした。逆に、ALT

との学習で行った内容は、「えいごリアン」を活用した活

動の際、スキットや歌などに生かすようにした。

5．Web Siteの活用と要望

視聴後の活動では、Web Siteにある子どものページを

活用した。特に、子どもたちが興味をもっている「ゲー

ム」は、子ども自身が楽しみながら英語による表現を具

体的なイメージにする上で有効であった。ただ、個々に

ゲームに取り組ませた時に、英語表現をしっかりとらえ

てゲームをすすめるというよりも、漠然とクリックをし

正解を求めるという英語活動とはほど遠い子どもの姿が

見られた。そこで、プロジェクターを使って教師が一斉

にゲームを提示するようにした。そうすることで、ゲー

ムを通して英語を学んでいくことの方法と大切さを学ば

せてきた。

Web Siteについては、基本的に現在の構成で十分活動

に役立たせることができると考える。ただ、現在のSiteは

番組の各コーナーなどを子どもたちが見る場合も小さな


