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Ⅰ 黒部国際化教育に関するアンケート結果

１ 児童生徒アンケート

市内の小学校１年生から中学校３年生までを対象に、アンケート調査（自分のことを振り返って

記入する、自己評価）を行った。

【実施時期】 令和２年12月17日～令和３年１月14日

【実施校数】 小学校９校、中学校２校 ※市内全小・中学校

【回答人数】 小学校… １年生 306人、 ２年生 ３１９人、 ３年生 312人、

４年生 353人、 ５年生 365人、 ６年生 361人

中学校… １年生 339人、 ２年生 342人、 ３年生 317人

※（参考）令和元年度の回答人数

小学校… １年生 320人、 ２年生 ３１２人、 ３年生 ３４７人、

４年生 ３５９人、 ５年生 ３５７人、 ６年生 ３６３人

中学校… １年生 ３４１人、 ２年生 ３２１人、 ３年生 ３４４人

【質問項目】 （１）興味・関心「英語の勉強は好きだ」

（２）理解度「英語の勉強はよくわかる」

（３）聞くこと「英語を聞いて、その概要や要点を捉えている」

（４）読むこと「英語を読んで、その概要や要点を捉えている」

（５）話すこと（やり取り）「英語を聞いて（即興で）英語で話している」

（６）話すこと（やり取り）

「友達同士で英語で問答したり、意見を述べ合ったりしている」

（７）話すこと（発表）「伝えたいことを英語で話している」

（８）書くこと「自分の考えや気持ち等を英語で書いている」

（９）英語の学習で身に付けたい力

「あなたは英語を使ってどんなことをできる力を付けたいですか（複数回答

可）。」

※児童生徒の発達段階に応じた質問数及び質問内容とした。P１４参照。

アンケート調査の結果は次のグラフのとおりである。
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（１）興味・関心「英語の勉強は好きだ」

上学年ほど肯定的な意見（当てはまる、どちらかと言えば当てはまる）の割合が小さい傾向がこ
でまでと同様に見られる。今年度、小学校６学年では、肯定的な意見の割合が小学校・中学校全
学年の中で最も小さく、約６割になっている。
今年度、小学校５・６学年では、昨年度までの英会話科の学習（「聞くこと」「話すこと（やり取

り）」「話すこと（発表）」の３領域）から、外国語科の学習（「読むこと」「書くこと」を加えた５領
域）となった。これまでの、音声面を中心とした学習に「読む」「書く」活動が加わったことにより座
学の場面が多くなったこと、教科書を使用し教科として学習するようになったことで「できる、でき
ない」を意識する場面が増えたことも影響していると考えられる。学校質問紙の回答に課題とし
て、「小学校５・６年では、ゲーム形式の活動には参加できるが、「読む」「書く」には抵抗を感じて
いる児童がいる。学習活動をどのように工夫していけばよいか」とあった。児童生徒の関心・意欲
を高める教材や授業について、市全体で研究していくことが必要である。

（参考）令和元年度の結果
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（２）理解度「英語の勉強はよくわかる」

小学校の肯定的な意見の割合は８割を超えているが、中学校は７割前後となっている。

児童生徒自身が、英語を「聞くことができた」「話すことができた」「読むことができた」「書くこ

とができた」という「できる」「分かる」の喜びを実感することを通して、「英語の学習は楽しい」、

「Q1 英語の勉強は好きだ」にもつながると考える。

本市は、他市町村に比べALTが多く配置されている。また、本市独自で、各校にJATやJETを配

置している。HRT・専科教員・英語科教員、ALT、JAT・JETによるT・Tの充実を図ることで、一人

一人の実態に応じた指導を行いたい。児童生徒が多様な活動を通して、「聞くことができた」「話

すことができた」「読むことができた」「書くことができた」を実感できる授業展開の工夫等を通し

て、児童生徒の成就感や達成感の高揚を図りたい。

（参考）令和元年度の結果
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（３）聞くこと「英語を聞いて、その概要や要点を捉えている」

小学校の肯定的な意見の割合は８割前後、中学校は７割前後となっている。

参考 中教研学力調査（令和元年度11月）英語科におけるリスニング領域とその他の領

域における県平均との比較をしたところ、次の結果を得ている。※今年度は学力調査なし

本市のリスニング領域の平均正答率
×100 …A（％）

富山県のリスニング領域の平均正答率

本市のリスニングを除く領域の平均正答率
×100 …B（％）

富山県のリスニングを除く領域の平均正答率 とする。

中学校１学年A…102・B…101、２学年A…110・B…104、３学年A…110・B…108

となり、３つの学年のA・Bともに100を超え、聞く能力が優れていることが分かる。

（４）読むこと「英語を読んで、その概要や要点を捉えている」

肯定的な意見の割合は７割前後となっている。

小学校５・６学年においては、今年度から加わった「読むこと」に対する自己評価である。
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（５）話すこと（やり取り）「英語を聞いて（即興で）英語で話している」

多くの学年で、肯定的な意見の割合が昨年度に比べ小さくなっている。昨年度との差が10ポイ

ントを超える学年もある。新型コロナウイルス感染症対応として、三密を避けるため、対面でやり取

りする活動の難しさがあったことも影響していると考える。ひき続き、コミュニケーション活動の在り

方に工夫が求められる。

（参考）令和元年度の結果
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（６）話すこと（やり取り）「友達同士で英語で問答したり、意見を述べ合ったりしている」

小学校１学年以外で、肯定的な意見の割合が昨年度に比べ小さくなっている。小学校６学年に

おいては、昨年度との差が２0ポイントを超えている。（５）と同様、学校における新しい生活様式の

下で、話すこと（やり取り）の活動の仕方に工夫が求められる。

（参考）令和元年度の結果
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（７）話すこと（発表）「伝えたいことを英語で話している」

肯定的な意見の割合は７割前後となっている。

学校質問紙の回答に、「マスクを着用しているので、児童生徒の発音や口の動き等を見取りに

くい」という意見があった。学校における新しい生活様式の下で、言語活動をどのように展開して

いくかを、今後も工夫していきたい。

（８）書くこと「自分の考えや気持ち等を英語で書いている」

肯定的な意見の割合は６割前後となっている。

小学校５・６学年においては、今年度から加わった「書くこと」に対する自己評価である。
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（９）英語の学習で身に付けたい力

「あなたは英語を使ってどんなことをできる力を付けたいですか（複数回答可）。」

結果のグラフは、「次の①～⑦の中から当てはまるものをすべて選んで、○をつけてください」

の問いに対して、○をつけた児童生徒の割合を、「付けたい力」ごとに学年別に表したものであ

る。

① 国際社会で活躍できる力を付けたい

② 海外でのホームステイや語学研修を楽しむ力を付けたい

③ 海外旅行などをするときに、英語で日常的な会話をし、コミュニケーションを楽しむ力

を付けたい

④ 高校卒業後に、海外の大学等に進学できる力を付けたい

⑤ 高校入試に対応できる力を付けたい

⑥ 英検やTOEIC等に対応できる力を付けたい

⑦ その他

① 国際社会で活躍できる力を付けたい

② 海外でのホームステイや語学研修を楽しむ力を付けたい
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③ 海外旅行などをするときに、英語で日常的な会話をし、コミュニケーションを楽しむ力を付け

たい

④ 高校卒業後に、海外の大学等に進学できる力を付けたい

⑤ 高校入試に対応できる力を付けたい

9



⑥ 英検やTOEIC等に対応できる力を付けたい

⑦その他

その他に記入にあった主なもの

〈小学校〉

・日本に観光に来ている外国人と話してみたい。

・観光で来た外国人が困っていたら話してあげたい。

・外国人に道案内したい。

・スポーツで外国選手の英語だけしゃべれる人とコミュニケーションをとりたい。

・紙に書いてある英語をスラスラ読めるようになりたい。

・海外のゲーム会社に入りたい。

〈中学校〉

・日本で困っている外国人を助けたい。

・英語で道案内ができるようになりたい。

・英語で友人を作る力を付けたい。

・スピーチがかっこよくできるようになりたい

・海外の政治家のスピーチを理解したい。

･英語で書かれた本を読みたい。

・洋楽の意味などが分かるような力を付けたい。

・海外のゲームやプログラミングに役立てたい。

・海外で暮らしたい。
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２ 学校質問紙

市内の小・中学校を対象に、アンケート調査を行った。

【実施時期】 令和２年12月17日～令和３年１月14日

【回答校数】 小学校９校、中学校２校 ※市内全小・中学校が回答

【質問項目】 （１）T・Tについての成果と課題 ※自由記述

（２）英語の日常化に向けた環境整備についての成果と課題 ※自由記述

（３）「This is Kurobe」や「Picture card」の作成・活用についての

成果と課題 ※自由記述

（４）英語科と英会話科の連携について ※自由記述

（５）その他 ※自由記述

調査の結果、主な意見をまとめると次のようになった。

１ Ｔ・Ｔについて

（ALTは他市町村に比べ多く配置、JATやJETは本市独自の配置）

《成果》

・3人体制（２人体制）は、指導者で意見を出し合って指導案を作成することができる。

手厚い指導、細やかな支援ができる。

児童の様子を多面的に見る（評価する）ことができる。

・ＡＬＴのネイティブな発音に触れることができる（その機会が他市町村に比べ多い）。

・ALTとのやり取りやグループ活動の際に、ＪＡＴのサポートがあり、円滑に進む。

・小学校から英語に触れる時間が多く、生徒はＡＬＴに気軽に話ができる。

《課題》

・3人（２人）での打ち合わせが大切であるため、多くの時間が必要となる。

・学級担任が授業を担当していない場合、専科教員・ALT・JATによる指導の方法について学

ぶ場（研修）が必要である。
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２ 英語の日常化に向けた環境整備について

《成果》

・廊下に、英語コーナーや国際理解コーナーを設けることで、外国の挨拶、行事、文字等に触れ

る機会をもつことができた。

・ALTへの質問ボックスを設置し、昼の校内放送で返答するという活動を行ったことで、関心が

高まった。

・朝活動に歌やカルタなど英語に親しむ活動を取り入れ、この日は健康観察を英語で行うなど

日常化を図ることができた。

・日程入りの英検のポスターを廊下に掲示していることが関係しているのか、英検に対する意識

は高まっている。

・天気や曜日等を毎時間の始めに答えることが効果的であった。

・授業の始めに英語の歌を歌うと、英語に親しみをもって、楽しく授業を始めることができる。

《課題》

・授業以外で英語に触れる機会が少ない。

・学習した英語を活用できる場をどのように工夫したらよいか。

・日常化のためには、クラスルームイングリッシュを使うよう心がける、

学級担任が英語を話す日本人モデルとなる場を増やす、

学級担任の英語力を上げる、などの必要がある。

・コロナ対策で、会話活動や歌を歌う機会をもつことが難しい。

・英語ばかりでなく日本語を大切にする指導も必要だと考える。

３ 「This is Kurobe」や「Picture card」の作成・活用について

（小学校は活用した場面があれば記入）

《成果》

・昨年度は、ランチルームでALTに「Picture card」を紹介してもらい、掲示していた。

・「Welcome to Kurobe city」のマップを常時掲示している。

・「This is Kurobe」は、総合的な学習の時間で黒部について調べたことを参考にしながら、

作成することができた。

･文字に慣れていない児童にとって、絵や写真は活動の支援になる。
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《課題》

・「Picture card」や「This is Kurobe」の活用ができていない。

・教科書を使用するようになり、ますます「Picture card」を使用する機会が減っている。

・「Picture card」の各校の活用例があればよい。

・「This is Kurobe」は、毎年、同じようなものの作成になってしまう面がある。

・「This is Kurobe」は、修学旅行に持参させることをねらって、パンフレット様式にしたらどう

か。

・作成したものを駅や店、観光案内所等に置くなどの活用方法はないか。

４ 英語科と英会話科の連携について（中学校のみ）

《成果》

・生徒が英語科の授業で英会話科のプリントを参考にするなど、相互補完になっている部分が

見られる。

・英会話科のSpeaking testと英語科のスピーチで共通の話題を取り上げたり、評価方法に

ついて意見を交換したりすることができた。

《課題》

・英語科と英会話科で授業の進度や内容等、打ち合わせをできる時間があるとよい。

５ その他（日頃の授業で感じていること等）

《成果》

・英語活動に積極的な児童が多く、児童同士のやり取りが活発に行える。

・学習参観で授業を公開した。家庭でも授業のことが話題に上がり、英語への関心が高まった。

・小学校５、６年は教科になったことで、評価の仕方がはっきりと見えてきた。

・細かいミスにフォーカスすることが少なく楽しんで学べるという点、英語を音でとらえているとい

う点で英会話科の効果は大きい。

･英語は文で繰り返して言うことで身に付く。子音の言語文化であり、日本語より抑揚が大きい

ので、その感じをつかませることが大切であると考える。

《課題》

・小学校５、６年では、ゲーム形式の活動には参加できるが、「読む」「書く」には抵抗を感じてい

る児童がいる。学習活動をどのように工夫していけばよいか。

・マスクを着用しているので、児童生徒の発音や口の動き等が見取りにくい。

・「小学校外国語科」と「中学校英語科・英会話科」の指導内容の系統性の把握等、小中の

連携が望まれる。
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小学校１・２年生 小学校３・４年生 小学校５・６年生 中学生
【参考】

平成30年度・令和元年度
中学生版

「えいかいわ」の
べんきょう

についてのしつもん

「外国語活動」の学習
に関するアンケート

外国語科の学習
に関するアンケート

英語科や英会話科の学習
に関するアンケート

英語の学習に関するアンケート

1
興味・関心

「英語の勉強は好きだ」
えいかいわのべんきょうはすきだ 「外国語活動」の学習は好きだ 外国語科の学習は好きだ 英語科や英会話科の学習は好きだ 英語や英会話の学習は好きだ 英語の勉強は好きですか

2
理解度

「英語の勉強はよくわかる」
えいかいわのべんきょうはよくわ
かる

「外国語活動」の授業の内容はよ
くわかる

外国語科の授業の内容はよくわか
る

英語科や英会話科の授業の内容は
よくわかる

英語や英会話の授業の内容はよく
わかる

英語の授業はよく分かりますか

3
聞くこと

「英語を聞いて、その概要や要点を捉える
ことができていたと思う」

せんせいがはなすえいごをきいて
どんなことをはなしているのか
わかる

英語（簡単な語句や基本的な表現
など）を聞いて、その意味をとら
えていたと思う

英語を聞いて、（一文一文ではな
く、全体的な）内容をとらえてい
たと思う

英語を聞いて、（一文一文ではな
く、全体の）概要や要点をとらえ
ていたと思う

英語を聞いて、一文一文ではな
く、全体をまとめてとらえること
を授業で行っていたと思う

英語を聞いて（一文一文ではなく
全体の）概要や要点をとらえる活
動が行われていたと思いますか

4
読むこと

「英語を読んで、その概要や要点を捉える
ことができていたと思う」

英語（簡単な語句や基本的な表現
など）を読んで、その意味をとら
えていたと思う

英語を読んで、（一文一文ではな
く、全体の）概要や要点をとらえ
ていたと思う

英語を読んで、一文一文ではな
く、全体をまとめてとらえること
を授業で行っていたと思う

英語を読んで（一文一文ではなく
全体の）概要や要点をとらえる活
動が行われていたと思いますか

5
話すこと(やり取り)

「英語を聞いて（即興で）英語
で話していたと思う」

英語で質問されたことに対して、
特に準備をしなくても、自分の考
えや気持ちなどを英語で話してい
たと思う

英語で質問されたことに対して、
即興で(特に準備をすることなく)
自分の考えや気持ちなどを英語で
話していたと思う

英語で質問されたことに対して、
即興で(特に準備をすることなく)
自分の考えや気持ちなどを英語で
話していたと思う

与えられた話題について、即興で
(特に準備をすることなく)英語を
話していたと思う

6
話すこと(やり取り)

「友達同士で英語で問答したり、意見を述
べ合ったりしていたと思う」

友達同士で英語で質問したり質問
に答えたりしていたと思う

友達同士で英語で質問したり質問
に答えたりしていたと思う

生徒同士で英語で問答したり意見
を述べ合ったりしていたと思う

聞いたり、読んだりしたことにつ
いて、生徒同士で英語で問答した
り意見を述べ合ったりしていたと
思う

7
話すこと(発表)

「伝えたいことを英語で話して
いたと思う」

じぶんのいいたいことをえいごで
いうことができていたとおもう

伝えたいことを、簡単な語句や基
本的な表現を用いて英語で話して
いたと思う

伝えたいことを、簡単な語句や基
本的な表現を用いて英語で話して
いたと思う

いくつかの文を合わせたスピーチ
など、まとまった内容を英語で話
していたと思う

いくつかの文を合わせたスピーチ
など、まとまった内容を英語で話
していたと思う

スピーチやプレゼンテーションな
ど、まとまった内容を英語で発表
する活動が行われていたと思いま
すか

8
書くこと

「自分の考えや気持ちなどを英語で書くこ
とができていたと思う」

簡単な英語を書き写したり、自分
のことを例文を参考にして英語で
書いたりすることができていたと
思う

自分の考えや気持ちなどを英語で
書くことができていたと思う

（項目なし）
自分の考えや気持ちなどを英語で
書く活動が行われていたと思いま
すか

9
聞くこと・読むことと

話すこと
の関連

（質問なし）

聞いたり、読んだりしたことにつ
いて、生徒同士で英語で問答した
り意見を述べ合ったりしていたと
思う（中学生のみ）

聞いたり読んだりしたことについ
て、生徒同士で英語で問答したり
意見を述べ合ったりする活動が行
われていたと思いますか

10
聞くこと・読むことと

書くこと
の関連

（質問なし）

聞いたり、読んだりしたことについ
て、その内容を英語で書いてまとめた
り自分の考えを英語で書いたりしてい
たと思う（中学生のみ）

聞いたり読んだりしたことについて、
その内容を英語で書いてまとめたり自
分の考えを英語で書いたりする活動が
行われていたと思いますか

原稿などの準備をすることなく、
（即興で）自分の考えや気持ちな
どを英語で伝え合う活動が行われ
ていたと思いますか

令和２年度　黒部国際化教育に関するアンケート　質問内容一覧
新しい質問

令和２年12月
言葉を変えた質問

【参考】
平成31年度（令和元年度）
全国学力・学習状況調査

生徒質問紙調査

質問項目

せんせいやともだちからのえいご
のしつもんにえいごでこたえたり
じぶんからもえいごでしつもんし
たりしていた とおもう
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1

2

3

4

5

6

7

成果 課題

4 英語科と英会話科の連携について

5
その他

（日頃の授業で感じていること等）

1
Ｔ・Ｔについて

（ALTは他市町村に比べ多く配置、JATやJETは本市独自の配置）

英語の日常化に向けた環境整備について2

英検やTOEIC（トーイック）などに対応できる力を付けたい

その他に力を付けたいこと(具体的に記入してください)

高校入試に対応できる力を付けたい

英語検定（英検）やTOEIC（トーイック※）などの英語の資格に対応
できる力を付けたい　※仕事や海外生活で英語を生かすための英語
能力テスト（級ではなく点数）

3
「This is Kurobe」や「Picture card」の活用について

（小学校は活用した場面があれば記入）

学校質問紙

小学校５・６年生

あなたは英語を使ってどんなことができる力を付けたいですか。当
てはまるものを全て選んで、○をつけてください。

中学生

あなたは英語を使ってどんなことができる力を付けたいですか。当
てはまるものを全て選んで、○をつけてください。

11

国際社会で活躍できる力を付けたい 国際社会で活躍できる力を付けたい

海外でのホームステイや英語の学習を楽しむ力を付けたい

海外旅行などをするときに、英語で日常的な会話をし、コミュニ
ケーションを楽しむ力を付けたい

高校卒業後に、海外の大学などに進学できる力を付けたい

その他に力を付けたいこと(具体的に記入してください)

海外でのホームステイや語学研修を楽しむ力を付けたい

海外旅行などをするときに、英語で日常的な会話をし、コミュニ
ケーションを楽しむ力を付けたい

高校卒業後に、海外の大学などに進学できる力を付けたい

高校入試に対応できる力を付けたい
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Ⅱ 英語検定３級以上の取得率、受検率等

１ 黒部市中学校３年生の英語検定３級以上の取得率、受検率の推移

令和２年度の取得率は３７．９％、受検率は４１．５％であり、取得率、受検率のどちらも令和元年

度の数値より低くなった。特に、受検率は約９ポイント低くなった。例年、市内の中学校３年生の多く

が第１回検定（1学期に実施）を受検している。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、第１回検定の日程等が何度も変更になったことが生徒の意欲低下につながったことも要因の

一つと考えられる。

取得率においては、第２次黒部市総合振興計画前期基本計画による中間目標（2022年）の

４５．０％を約７ポイント下回っている。

２ 市内中学校における取得率、受検率の学校間の差

（令和元年度までは４中学校、令和２年度は２中学校）

令和２年度は、取得率の学校間の差、受検率の学校間の差のどちらも、平成24年度からの数

値の中で、最小のものになっている。

16



Ⅲ Enjoy talkingの結果

（１）Enjoy talkingの結果の集計結果

学年 Ａ Ｂ Ｃ
内容 ごく簡単な質問に対して

1 程度 ・１文や１，２語程度で ・１，２語程度で ・不適切な語を使ったり
対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えることができ 適切な語句を使って答えることができない。

を返すなどのやり取りができる。 る。
内容 ごく簡単な質問に対して

2 程度 ・２往復程度で ・１文や１，２語程度で ・不適切な語を使ったり
対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えることができ 適切な語句や表現を用いて答えることがで

を返すなどのやり取りができる。 る。 きない。
内容 気持ちや考え、絵カードの質問に対して

3 程度 ・３往復以上で ・２往復程度で ・１文や１，２語程度以下で
対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えることができ 限られた質問にしか答えることができない。

を返すなどのやり取りができる。 る。
内容 自己紹介とその内容に対する質問に応じて

4 程度 ・３文以上で（自己紹介） ・２文程度で（自己紹介） ・１文以下で（自己紹介）
・３往復以上で（やり取り） ・２往復程度で（やり取り） ・１往復以下で（やり取り）
・適切な音量で ・適切な音量で ・１，２語程度以下で（やり取り）

対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えるなどのやり 限られた質問にしか答えることができない。
を返すなどのやり取りができる。 取りができる。

内容 自己紹介とその内容に対する質問に応じて
5 程度 ４文以上で（自己紹介） ３文程度で（自己紹介） １，２文程度以下で（自己紹介）

４往復以上で（やり取り） ３往復程度で（やり取り） １，２往復程度以下で（やり取り）
対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問を 限られた質問にしか答えることができない。

を返すなどのやり取りができる。 返すなどのやり取りができる。
内容 自分の関心事や地域についての発表とその内容に対する質問に応じて

6 程度 ４文以上で（発表） ３文程度で（発表） １，２文程度以下で（発表）
４往復以上で（やり取り） ３往復程度で（やり取り） １，２往復程度以下で（やり取り）

対応 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問 適切な語句や表現を用いて答えつつ、質問を 限られた質問にしか答えることができない。
を返すなどのやり取りができる。 返すなどのやり取りができる。
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（２）成果（主なもの）

〈機会〉

・児童全員がALTと1対1で会話ができる機会となった。

・児童とALTが２人で話す時間を確保できた。

・児童とALTがじっくり向き合って会話する貴重な機会となった。

・学習の成果を発揮する場を設けることができた。

〈児童〉

・今まで習った英語が通じたという達成感を感じた。

・自分の英語が通じたり、英語を聞き取ったりすることができるという自信につながった。

・ジェスチャーを交えながら会話することができた。

・児童が自分の聞きたいことをALTに尋ねたり、ALTからの質問に対して自分の思いを答えたりす

ることができ、楽しそうだった。

・ALTと会話をすることを楽しいと感じた児童が多くいた。今後の意欲が高まった。

〈教員〉

・一人一人の実態をとらえることができた。

・一人一人の表現力・理解力を測ることができた。

・指導者にとって、今後改善すべき点の把握につながった。

・必要感のある場面を設定したので、生きた英語だと感じた。

・学習したことを実際に使ってみる場に設定したことで、児童の達成感や今後の学習意欲を高め

ることができた。

・Talking about the weekend made this year’s "Enjoy talking" closer

to natural conversation.

（３）課題（主なもの）

・Enjoy Talkingで、ALTとのやり取りを評価するというより暗記ができていたかで評価する内容

となってしまった。

・事前に練習した言い方を丸暗記して言うだけになっている児童もいた。

・Enjoy talking のための練習の時間が、本来のEnjoy talking の主旨とずれているように感

じる。

・Enjoy talkingを実施したいタイミングと学習内容を合わせるのが難しい。

・It was hard to have a natural conversation using the English

from the curriculum.

・Students were only expected to answer ALT's questions.Next year,we should

have them ask the ALT a question too.

・Try to make more eye contact.

18



Ⅳ Speaking testの結果

（１）Speaking testの結果の集計結果

学年 Ａ Ｂ Ｃ
内容 自分の関心事や地域についての発表とその内容に対する質問に応じて

1 ・５文以上で（発表） ・３、４文程度で（発表） ・２文以下で（自己紹介）
程度 ・５往復以上で（やり取り） ・３、４往復程度で（やり取り） ・２往復以下で（やり取り）

適切な語句や文を用いて即興で答えつ 適切な語句や文を用いて答えるなどの 限られた質問にしか答えることができな
対応 つ、相手に問い返すなどのやり取りがで やり取りができる。 い。

きる。
内容 日常的な話題や地域についての発表とその内容に対する質問に応じて

2 ・６文以上で（発表） ・４、５文程度で（発表） ・３文以下で（自己紹介）
程度 ・６往復以上で（やり取り） ・４､５往復程度で（やり取り） ・３往復以下で（やり取り）

・適切な音量で※ ・適切な音量で※
適切な語句や文を用いて即興で答えつ 適切な語句や文を用いて即興で答えつ 限られた質問にしか答えることができな

対応 つ、相手の気持ちや考えを確かめるた つ、相手に問い返すなどのやり取りがで い。また、質問に答えても、相手に問い返
めに質問をするなどのやり取りができ きる。 すことができない。
る。

内容 社会的な話題や地域についての発表とその内容に対する質問に応じて
3 ・６文以上で（発表） ・５､６文程度で（発表） ・３、４文程度で（発表）

程度 ・６往復以上で（やり取り） ・５、６往復程度で（やり取り） ・３、４往復程度で（やり取り）
・適切な音量で※ ・適切な音量で※
適切な語句や文を用いて即興で答えつ 適切な語句や文を用いて即興で答えつ 限られた質問にしか答えることができな

対応 つ、相手の気持ちや考えを確かめるた つ、相手の気持ちを確かめるために質 い。また問い返すことができても、相手の
めに質問をするなどを繰り返しながらや 問をするなどしながらやり取りができる。 気持ちを確かめるために質問をすること
り取りを継続することができる。 ができない。

※グループにおけるやり取りの場合には、他のメンバーに聞こえる音量も基準とする。
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（２）成果（主なもの）

〈機会〉

・生徒一人一人がALTと会話する機会となった。

〈生徒〉

・学習したことを使って意欲的に話そうと挑戦していた。

・黒部市のことについての質問では、１年生から学習してきた黒部市紹介に関わる知識と表現を

活かして、自信をもって話す生徒が多くいた。

・英語で伝えたいことを伝えられたという自信につながった。

〈教員〉

・１対１のインタビュー形式で、一斉授業では見えにくい生徒一人一人の実態が分かった。

・普段の授業では見られない生徒のよさが分かった。

・今後の指導、授業改善に大いに役に立つものとなった。

生徒がつまずきやすい英文法や語彙（名詞や形容詞、動詞の混同）、

間違えやすいフォニックスの音や余計な母音をつける傾向、

対話中、黙ったり、不自然な長さの沈黙があったりする傾向、

習ってきたフォ二ックスの音を意識しながら丁寧に発音しようとする傾向 等

・学習内容定着のためには定期的に復習する必要があると感じた。

（３）課題（主なもの）

・前もって質問内容を伝えて勉強するように促していたため、丸暗記して答えているような生徒が

見られた。

・評価する際に、英語でやり取りする力は見えにくく、質問内容に工夫が必要である。

・テストに要する時間がかかり過ぎるので、工夫が必要である。

・時間がかかりすぎないように質問の数をしぼって評価する必要があると感じた。

・英会話が苦手な生徒はスピーキングテストにかかる時間が長引く傾向にあったため、スピーキン

グテストにかける時間を、平等に決め、時間を区切って行っていく必要がある。
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