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1. 学習指導案作成にあたって 

 

1-1［はじめに］ 

児童が生き生きと学習活動に取り組む授業をつくりあげることは，指導者にとっての大

きな喜びであると思います。児童にとって学習効果が高く，かつ，児童が目を輝かせて取

り組むことができるような授業をつくるためには丁寧で周到な準備が必要です。学習指導

案の作成は，その準備の基礎となる重要なものです。指導者は，学習指導案の作成を通し

て，授業のねらい・指導・評価の一体化が図られているか，授業のねらいを達成する上で

学習活動の中身が適切か，児童が情意面での負担を感じることなく，意欲的に学習に取り

組めるステップや手立てが配慮されているか等を見通して吟味することができます。 

外国語科の授業に目を輝かせる児童の姿を求めて，さあ，学習指導案の作成に取り組み

ましょう。 

 

 

1-2［授業づくりに向けて］ 

指導者は，授業づくりを行うにあたり，次の 2つのプロセスをもつことが重要です。 

 

１） 学習活動を吟味する 

２） 単元全体や 1つの授業における指導過程を吟味する 

 

通常，1つの授業には複数の学習活動が用意されています。授業計画の際は，まずその時

間の「授業のねらい」を達成するための複数の学習活動を列挙し，それを検討します。指

導者は，その時間の「授業のねらい」に応じて，学習活動の適切さを検討し，授業に取り

入れるか否かの判断をします。学習活動の適切さを判断するために『小学校学習指導要領

（平成 29 年告示）解説外国語活動・外国語編』や，『小学校外国語活動・外国語研修ガイ

ドブック』等で示された指導における基本的な考え方が参考になります。 

 それでは，上記２つのプロセスにおいて，どのような視点を大切にすればよいのでしょ

うか。 

１） 学習活動を吟味する 

学習活動の適切さを判断するために，主に下記４つの視点が重要です。 

a) 児童目線の活動であるか 

b) 他の学習活動との関連性があるか 

c) 児童の気づきや思考を促す活動であるか 

d) コミュニケーションの目的や必然性がある活動かどうか 
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２）単元全体や 1 つの授業における指導過程を吟味する 

 単元全体や 1 単位時間の授業の中で，1)の学習活動の吟味によって厳選された活動を，

どのような順序で配置するかを吟味することも大変重要です。「授業のねらい」を達成する

ために最適な学習活動の配列を検討します。 

下記に，1単位時間の望ましい活動配列の一例を示しています。 

 

  Small Talk（授業のはじめ）  

  ↓ 

 ゲーム，歌，チャンツ等（単語・語句や英文の習熟を目指した学習活動） 

  ↓         ※ 

   主たる言語活動  

  ↓ 

   振り返り   

 

※ ・4 技能 5 領域のバランスが適切か 

・読み・書きの場合は，音声で十分に慣れ親しんだものが順序立てて配置されているか等も検討 

 

⇒前述の 1) 2)の参考として，本紙の最後に判断のためのチェックリストを用意しています。 
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2. 学習指導案の書き方 

 

2-1 [指導案全体の設計や書き方について] 

バックワードデザイン（Wiggins & McTighe, 2006）で授業づくりを考えると，授業のね

らい，指導，評価が一体化された授業を設計しやすく，それぞれにブレを生じさせること

なく指導案を書くことができます。（参考：Wiggins & McTighe, 2006） 

 

【Step 1】授業のねらいを明確にする。 

  ↓ 

【Step 2】メインとなる学習活動を決める。（＝1 授業における主たる言語活動） 

  ↓ 

【Step 3】評価の根拠となるエビデンスの収集方法を決める。 

  ↓ 

【Step 4】メインとなる学習活動が実現されるために必要な学習活動を授業内に配置する。 

 

 

【Step 1】授業のねらいを明確にする。 

45分間の授業づくりを行う上で，まず明確にすべきことは「授業のねらい」です。「授業

のねらい」は指導案等に記載しますが，担当する学級の実態によっては，より詳しい記述

が必要となります。では，「授業のねらい」を明確にするにはどのようなことが必要なので

しょうか。 

まず，次の 3つの要件を組み入れて，授業のねらいを記述することです。これによって，

指導者は，授業づくりで大切な授業のねらいを明確化することができます。（参考：文部科

学省，2013；高田，2013；Wiggins & McTighe, 2006） 

 

＜授業のねらいに記述すること＞ Here We Go!6, Unit 3の例 

要件 1：どのようなテーマ，場面，状況において 

例：友達に見たいスポーツを尋ねたり，伝えたりする場面において 

要件 2：どのような英語の表現を用いて 

 例：“What do you want to watch?”の表現を用いて 

要件 3：どのようなタスクができることを目指すのか 

 例：友達について聞き取ったことを表にまとめて書くことができる。 

 

このように「授業のねらい」を記述するときには，該当授業の終わりまでに「どんなこ

とができるようになっていればよいか」について言語活動と共にイメージしたり，実際の

パフォーマンスをイメージしたりすることが大切です。 
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なお，「授業のねらい」を考えるときには，各指導者が実現可能な適切な評価方法を用い

て評価できる内容かどうかという点でも検討の必要があります。（文部科学省，2013） 

 

【Step 2】メインとなる学習活動を決める。（＝1授業における主たる言語活動） 

 前述の 3つの要件の例をひとつの文にまとめると，次のような文となります。 

 

 

 

 

 

 上記の「授業のねらい（例）」は，授業内のメインとなる言語活動（学習活動）における

児童たちの活動の姿，本時において目指すべき児童の具体的な姿を表しています。すなわ

ち，授業のねらいを明確化すると，本時におけるメインの学習活動となる言語活動の内容

も自ずと決まることになります。1 単位時間の授業時間が 45 分間とすると，授業開始から

40 分後（授業終了直前）に教室のなかで上記のような子どもたちの姿が見られれば，指導

者としてはまずは計画どおりに授業を進めることができたと考えることができるでしょう。 

 

【Step 3】評価の根拠となるエビデンスの収集方法を決める。 

次に，指導者が行うべきことは，授業開始から 40分後に教室で見られた言語活動が，児

童一人一人によって確実に遂行されたものなのか，児童一人一人の学びにつながっていた

のかどうかを評価することです。児童一人一人の学びの様子は，指導者が教室内の児童の

姿を鳥瞰的に眺めただけでは判断できません。そのために，児童一人一人の学習状況を評

価するためのエビデンスを収集する（＝「評価の根拠となる材料集め」をする）必要があ

ります。児童一人一人にとって学習活動が充実したものであったかを見取る（点検する）

ために，どのようなものをエビデンスとして収集するのかを指導案作成段階で決めておく

必要があります。具体的には，ワークシートの記述，作品づくりなどの成果物の達成状況，

ふりかえりシートの記述などを評価材料として活用することができます。 

 

【Step 4】メインとなる学習活動を実現させるために必要な学習活動を授業内に配置する。 

バックワードデザインに基づいて指導案を作成するプロセスの最後は，1 授業内の活動の

順序を検討することです。通常，授業の後半に配置されるメインの言語活動が効果的に遂

行されるためには，授業の前半の学習活動の吟味も必要です。適切な活動配置を検討し，

指導案を完成させる必要があります。メインの言語活動の前に配置される（＝授業の前半

に行われる）活動の例としては，Small Talk，チャンツ，歌，ゲームなどがあります。 

 

 

［授業のねらい（例）］ 

友達に見たいスポーツを尋ねる場面において， 

“What do you want to watch?”の表現を用いて，  

友達について聞き取ったことを表にまとめて書くことができる。 
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3. 学習指導案の主な項目と留意点について 

 

ここからは，実際の学習指導案（細案）のサンプルを見ながら，指導案内の各要素を検

討する際の留意点について考えます。 

 

Here We Go! 学習指導案（細案）サンプル (p.1 より) ＊「学習指導書専用ウェブサイト」にてデータ公開 

 

 

 

 

 

①指導観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の記述にあたっ

ての留意点は，次ペ

ージに記載 

 

 

 

  

「★児童観」 

 

「★教材観」 

 

「★指導観」 
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①指導観 

 

「★児童観」 

「児童観」記述にあたっては，後述の「教材観」，「指導観」にむけて論理を展開させるために必要な事

項を盛り込むようにします。つまり，「児童観」の項目にて記述した内容を，後述の「指導観」につなげる

ことが大切です。（「○○○のようなクラスの実態がある（＝児童観）ので，○○○の指導を心がけたい（＝

指導観）」） 

・【ポイント 1】日頃の外国語の授業に対する児童の実態（知識・技能，情意面など）を記述する。 

（例）「聞くことには自信を持っているが，話すことを苦手にしている児童が〇〇人ほどいる。」 

・【ポイント 2】本単元の学習内容に対する児童の実態（知識・技能，情意面など）を記述する。 

（例）「本単元で扱う“What”を用いた表現は，3 年生時に“What do you like?”，4 年生時に“What time is it?”や

“What do you want?”の表現にて学習しており，・・・（中略）・・・そこでは積極的に尋ねたり，答えたりする場面が

見られ，技能面も十分に身についている。」 

・【ポイント 3】本単元の内容を学習する上での児童のレディネスを記述する。 

（例）「児童は，これまでに○○○に関する学習経験があり，指導者が英語だけで授業を行っても本単元の学習内容を理

解することが可能であると考えられる。」 

 

「★教材観」 

本単元の学習内容を記述します。また，本単元の学習内容がこれまでの学習事項とどのようにつながっ

ているか（中学年との接続等）そして，これからの学習（中学校での学習事項等）とどのようにつながっ

ていくのかを説明することも大切です。本単元の指導がどのような教育的価値をもつことになるのかにつ

いて体系的な視点で記述します。5 年生や 6 年生になって初めて学習する内容については 3 年生や 4 年生

とのつながりに関して記述できない場合もあるかもしれません。しかし，その後の 5 年生，6 年生での学

習内容や中学校や高等学校の学習内容にどのようにつながっていくかを記述することはできます。小中接

続の視点からの記述は欠くことができません。下記（例）のような内容を記述することができます。 

 

・（例）「本単元の学習を通して，児童は，～，～，～を身につけることができる。」 

・（例）「3年生，4年生での○○○学習が本時の指導内容である○○○の理解と習得に影響を与えるものである。」 

・（例）「本時の学習内容は，中学校 1 年生の○○○○の学習の基礎となるものである。本単元において，○○○○を学

習することは中学校○年生の○○の学習への橋渡しとなるため教育的意義がある。」 

 

「★指導観」 

指導者として，どのような指導を行う計画であるのかを記述します。児童観，教材観の記述を受けるか

たちで，「児童の実態が○○だから，私は，本単元の指導においては，○○○○を取り入れた指導を行うつ

もりである」といった記述や，「教材観で述べたように，本単元の学習が中学校外国語科の○○の授業につ

ながることを意識して，英語のもっている○○○○の特性に児童が自ら気づくことができるようにするた

め，○○○○に配慮して，○○○を意識させる指導を行うつもりである」というように，指導の方針を丁

寧に説明する（宣言する）ことになります。 

 

・（例）「本学級には話すことに苦手意識をもっている児童が一定数いるため，チャンツや歌を通じて，その表現の習熟

を十分に図っておきたい。本単元の言語材料である “What do you want to watch?”を用いた言語活動を行うまでに，児

童が自信を持って発話できるような準備や指導を行っていきたい。」 

・（例）「…本単元では，さらに指導者が話す英語を聞くとき，意味のわからない英単語が話されても最後まで聞き続け

ようとすることが大切であること，曖昧さへの耐性を身につけることが必要であることを児童に気づかせたい。」 

・（例）「本単元の学習活動においては，〇〇〇〇〇に関して対照したり，分類したりする場面を設定し，思考力の育成

が図られるように配慮したい。」 
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Here We Go! 学習指導案（細案）サンプル (p.2 より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～④の記述にあたっての留意点は，次ページに記載 

 

  

②「単元目標」 

 

③「言語材料」 

 

④「単元の評価規準」 
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②「単元目標」 

その単元全体を通して目指すべき児童の姿を記述します。 

学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）では，知識及び技能，思考力・判断力・表現力，学びに向かう力，人

間性という 3 つの柱がありますので，それに則した 3 つの観点を意識した単元目標設定の仕方もあると言

えます。 

 

③「言語材料」 

単元の基本表現や新出語句などを記述します。 

 

④「単元の評価規準」 

単元の評価規準を内容のまとまり（外国語科の場合は 5 領域）ごとに記述します。3 観点との関連も示

します。「Here We Go! 学習指導案（細案）サンプル」p.2 参照。 
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Here We Go! 学習指導案（細案）サンプル (p.3-4より) 

 

 

⑤「単元計画（〇時間）」 

 単元計画を作成する上でも，バックワードデザインの考え方を活用することができます。つまり，単元

の最終的な到達目標からバックワードで単元計画を立案するということになります。また，単元の第 1 時

は単元全体の見通しを持たせることも大切です。さらに，読むこと，書くこと，外国語の音声やリズムな

どに慣れ親しむこと，日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに気づくこと，などの学習活動を単

元全体にどのように配置していくかを意識することも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「単元計画（〇時間）」 

 

⑤「単元計画（〇時間）」 
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Here We Go! 学習指導案（細案）サンプル (p.5 より)  [毎時の指導案] 

⑤毎時の指導

案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆ 

「本時の目標」 

「本時の評価規準」 

 

☆ 

「本時の活動」 
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⑤毎時の指導案 

 

☆「本時の目標」と「本時の評価規準」 

 本時の目標と評価規準をそれぞれ記入します。本時の目標（授業のねらい）の書き方は，前述，授業の

ねらいの明確化の方法で述べたとおりです。本時において，児童に身につけさせたい力（＝どのようなこ

とができるようになればよいのか，どのような姿になっていればよいか）を考え，言語活動と関連させて

記述することが大切です。これにより，指導者は，目標－指導－評価をまっすぐに貫く授業，ブレを生じ

させない授業を実現することが可能になります。また，指導者は，目標実現のために行われていることを

強く意識して指導にあたります。 

 

☆「本時の活動」 

 本時の活動内容を記載します。「評価」の欄は，単元の評価と一貫していることが大切です。 

 

〇「指導者の発話例」や「児童の発話例（英語）」を書く際の留意点 

 指導者は，常に学習者にとって理解可能なインプットとしてのティーチャートークを行うことが大切で

す。また，学習指導案に児童の発話例や指導者の発話例を記すときには，具体的かつ正確に記載すること

が重要です。 

 

〇ふりかえりシートを準備する際の留意点 

ふりかえりシートに入れるべき項目は，多くなりすぎても実用的ではありませんし，少なすぎては意味

がありません。本時の目標（本時のねらい）に応じて，指導者が適宜選定する必要があります。授業後の

ふりかえりシートに掲載されることが望ましい項目（例）は，下記です。 

・本時の目標が達成されたかどうかを自己評価する項目 

・身についた知識及び技能を振り返る項目 

・思考力，判断力，表現力を高めることができたか自己評価する項目 

・コミュニケーションへの意欲，取り組みを自己評価する項目 

・友達のよいところを見つける項目 

・児童が自己肯定感を高めることができる自己評価項目 

・児童が自ら努力したことを振り返って自信につなげることができる自己評価項目 

・児童が次時への学習課題に意識を向けることができる項目 

また，ふりかえりシートの自己評価を行うとき，どのような規準で，◎，○，△とするかについても，

児童と話し合って決めることもできます。 

 

〇指導にあたって（そのほか） 

「授業のどこで思考力・判断力を育てるか，それを意識した指導を行いましょう！」 

日常における「思考」は，通常，「推測する」，「類推する」，「分類する」，「対照する」，「比較する」とい

った様々な様相によって行われています。小学校外国語の授業では，英語の知識及び技能を身につけるこ

とが目的の一つでありますが，英語を学ぶ活動を通して，指導者が話す英語の意味を「類推」したり，日

本の文化と諸外国の文化を「対照」してみたりして，思考力を育てている側面もあります。指導者は，外

国語の授業が英語の知識及び技能を身につけるだけのものでなく，思考力を育てていることにも意識し，

意図的な思考力の育成を図ることも重要です。 

引用・参考文献 

文部科学省 (2013)『各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設定のための手

引き』 

文部科学省 (2017) 『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』  

文部科学省 (2018) 『小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示）解説「外国語活動・外国語編」』 

高田智子 (2013) 「CAN-DOリストのディスクリプタの含むべき要素は？」投野由紀夫 (編)『英語到達度指標CEFR-J

ガイドブック』(101-104頁).東京：大修館書店.  

Wiggins, G. & McTighe, J. (2006). Understanding by design. NJ: Pearson Education. 
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付録 本紙 p.1-2の「授業づくり」のためのチェックシート  

          年［Unit ＿＿ 学習指導案検討用］ 

1) 学習活動の吟味 

a) 児童目線の活動であるか 

☑言語活動は，児童同士が本当に伝えたい情報がやり取りされる内容となっているか 

☑コミュニケーションを図る楽しさを体験できる学習活動になっているか 

☑日本と外国の言語や文化について，体験的に理解を深めることができる学習活動にな

っているか 

 

b) 他の学習活動との関連性があるか 

☑英単語・語句や英文の習熟を目指した学習活動（ゲーム，歌，チャンツ等）は，後の

言語活動を成立させるために役立つ学習活動となっているか 

☑Small Talkが，その時間の学習活動と関連性のあるものになっているか 

 

c) 児童の気づきや思考を促す活動であるか 

☑児童の思考力・判断力・表現力を育成する学習活動となっているか（例：児童が推測

したり，対照したりする力を醸成する学習活動となっているか） 

☑児童が英語によるインプットを受けられる学習活動となっているか 

☑英単語・語句や英語表現をくり返し使用することによって，文法事項の規則性や構造

などについて気づきがうまれる学習活動となっているか（ただし，すべての活動で必

要なわけではない） 

☑日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさに気づくことができるような学習活動

になっているか 

☑日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，多様なものの見方や考え方があ

ることに気づくことができるような学習活動になっているか 

 

d) コミュニケーションの目的や必然性のある活動かどうか 

☑新出の英単語や英語表現をくり返し練習することが中心の学習活動の場合，それらの

英単語・語句や英語表現のくり返しが必然性のあるものとなっているか（単なる暗記

を目指したような意味のないくり返しになっていないこと） 
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2) 単元全体や 1つの授業における指導過程を吟味する 

 

 

☑授業のはじめに，本時に関連づけられた Small Talkが配置されているか 

☑英単語・語句や英文の習熟を目指した学習活動（ゲーム，歌，チャンツ等）が，言語

活動に先立って配置されているか 

☑授業の主たる言語活動が，授業の後半に位置づけられているか 

☑音声で十分に慣れ親しんだ英単語・語句や英文を読んだり，書いたりすることができ

るように，学習活動が順序立てて配置されているか 

☑1 つの授業内に配置された学習活動を概観し，可能なかぎり，4 技能（5 領域）がバラ

ンスよく配置されているか 

☑児童自らが学習の振り返りを行うことができる場面が授業の最後に位置づけられてい

るか 

 


