
マスタータイトルの書式設定

昭和女子大学英語コミュニケーション学科
助手岡川靖子

小学生への英語指導における
英語絵本を活用したCLIL指導について

2021年10月9日



はじめに・・・

地産地消のりんごをプレゼントしたいと考えたそうです

実践後に作品を読んでもらった動画を紹介しましたが、
こちらでは掲載を控えます。



本日の流れ

1. 実践の概要

2. 理論的背景
3. 絵本を活用した実践の詳細
4. 指導のPDCAサイクルとScaffolding

5. 課題と今後の展望



本実践の概要

内容：
絵本を活用し、社会と図工の内容を
統合的に取り入れた英語レッスン。
45分×2時間の構成。8月に実践
使用絵本：
『Handa’s Surprise』by Eileen Browne
参加者：
神奈川県川崎市の公立小学校５年生６名
うち１名は幼少時から英語学習歴あり
その他は学校での学習が主である
調査方法：
授業動画からの実践考察
参加者へのアンケート実施

→十分なScaffoldingを与えられたか？
→内的動機づけができたか？

参加者募集チラシ



小学生への英語指導で大切にしたいこと

小学校英語教育の８つの目的 (Pinter, 2017)

・英語でコミュニケーションする力を育てる
・楽しい授業づくりをし、動機づけをする
・他の文化を学ぶ
・認知能力を高める
・メタ言語能力を高める（言葉の構造に気づかせる）
・学ぶということ(学び方)を学ぶ
・異文化理解と地球市民としての意識を育てる
・多様性尊重の意識を育てる



なぜCLIL授業なのか？

①日本の小学校のコンテクストに合っている
→担任の先生の経験や指導力を活かしながら指導でき、
児童は既習の内容を使って、「班活動」でことばを学べる。

②児童の認知レベルを考慮した教材作りができる
→TranslanguagingやScaffoldingへの配慮。

③多重知能理論と親和性が高くホリスティックに英語を学べる

④学び・動機づけ両面で良い結果が出ている先行研究の存在
→山野(2022), 茂木(2013), 二五(2013; 2014), Nakata(2015)等。

児童が「面白い」「分かった」と感じる授業作りができる



なぜ英語絵本活用なのか？

① 高橋・柳(2018)によるCLILと絵本教材活用の利点
・オーセンティックなインプットをイラストと共に与えられる。
・絵本のことばは子どもたちの記憶に残りやすい。
・絵本が伝えたいことやストーリーを考えることで、
高次思考力を養成するきっかけ作りができる。

・絵本の内容を基にペアで発話練習をさせたり、協働学習で
考えを深めさせることができる。

② 英語の文に注目させ、読む活動へとつなげたい
文部科学省小学校学習指導要領解説(2017)
「(エ)音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を、
絵本などの中から識別する」読む活動

読む活動にもつなげられ、児童がテーマを理解しやすく、
テーマごとに教科横断型・思考させる指導を作りやすい



絵本『Handa’s Surprise』の活用について

テーマ：贈る相手のことを考えたプレゼント
果物・動物・国・好きなものを尋ねる表現

社会・図工と統合させる活動
①身の回りの果物や食べ物の産地を知る活動（社会）
②オリジナルストーリーを作成する活動（図工）

※Walker Books社より、表紙イラストと引用文について
プレゼン時のみの使用許可をもらったため、掲載を控えます。



実践の指導目標とCLILの4Cs

指導目標と内容
・絵本の読み聞かせを聞いて内容を理解する。英語表現・語彙を学ぶ。
・国についての知識を基に(社会：世界の中の国土) 、絵本に出てきた果物を
私たちがどの国から輸入しているかについてデータから読み取る。

・絵本のストーリーに関連してプレゼントについて英語のやり取りをする。
・学んだ言葉を使って、オリジナルのミニブックを作成(図工：創作活動)する。
CLILの4Cs ※池田(2016)の「授業設計図」より

Content
内容

Communication
言語

Cognition
思考

Culture
協学

Declarative Knowledge
教科知識

食べ物の輸入の多い国
ミニブックを作る

Language Knowledge
言語知識

食べ物・国名語彙
産地・好きなものを伝える表現

複数形

LOTS
低次思考力
理解、適用

Cooperative Learning
共同学習
ペア

グループ

Procedural Knowledge
活用知識

身の回りの食べ物の
産地に関心を持つ

Language Skills
言語技能

聞く、話す、書く

HOTS
高次思考力
分析、創造

Global Awareness
国際意識

ケニアの子ども
輸入を通じた他国との

つながり



指導の流れ［1時間目］
◆1時間目：「この食べものはどこの国のものだろう？」
指導項目 活動内容
挨拶 英語で挨拶。果物の語彙を確認し、「一番好きな果物」(Which 

fruit do you like best?)「出身」(Where are you from?)について質
問する。

言語材料の導入 世界地図と国旗カードを使って世界の国を確認。子どもたちは大
きな世界地図の中で国を指さしする。チャンツで国名を練習。

絵本読み聞かせ Handa’s Surprise を読み聞かせる。インタラクションをしながら
内容を全体で確認。

Focus on Form 本物の果物を見せながら、複数の時に「s」を強調し、単数と複
数表現の違いに気づかせる。

協同活動① 「Where is this fruit from?」クイズに取り組む。農林水産省発表
の「2020年度農林水産物輸出入概況」を使用しながら2020年に
輸入の多かった果物を確認し、一緒にワークシートに回答する。

協同活動② 「Where is a food around you from?」クイズに取り組む。子ども
が自分なりに考えた食べ物の産地を考える。果物だけでなく多く
の食べ物が世界から輸入されていることに気づく。

振り返り・挨拶 前半の振り返り。10分休憩



指導の流れ［2時間目］

◆2時間目：「オリジナルミニブックを作ろう！」
指導項目 活動内容

挨拶・Warm-up 挨拶と今の気持ちを英語で答え、気持ちを英語学習に切替。

絵本の振り返り CDの英語を聞き絵カードを並べ替える(Comprehension Check)。

サンプルストーリー
作り

オリジナルのミニブックを個々で作る前に、クラス全体で
協同で１つのストーリーを完成させる。

オリジナルストーリー
ミニブックの作成

シートを使って個々にオリジナルのストーリーを作り、
オリジナルミニブックを作る。Peer Supportを行う。

振り返り・挨拶 振り返りのアンケートを記入。終わりの挨拶。



活動①「Where is this fruit from?」クイズ

◆【分析】の活動
①”What fruits did you see in the book?”と呼びかけ、果物を
あげてもらう。”I have some fruit today.”と本物の果物をいく
つか出して産地を一緒に確認。輸入の多そうな国を推測。
②農林水産物輸出入概況*より作成した円グラフと照らし合わ
せながら、ペアで色々な果物の輸入上位3カ国をクイズシート
で答える。

Used with the kind permission of Twinkl Educational Publishing. ©Twinkl Ltd. All Rights Reserved
*https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/attach/pdf/houkoku_gaikyou-31.pdf 



活動②ミニブック作り

◆【創造】の活動
①プレゼントや産地をテーマにしたストーリーを用意。
②クラス全体で英語でのやり取りをしながらサンプルストー
リーを作成。

③個々にストーリーを作成。

Images by illustAC



Scaffolding(足場かけ)の２つのモデル

3つのScaffolding (Dale & Tanner, 2012; J-CLILワークショップ*)
① Reception（受容段階の） Scaffolds
② Transformation（変容段階の） Scaffolds
③ Production（産生段階の）Scaffolds

2つの支援 (ハモンド, 2009; 下井, 2019; 宇田, 2021)
① マクロなScaffolding

「予め盛り込まれた」支援
② ミクロなScaffolding

授業の展開に応じて生じる支援

Scaffolding (足場かけ)とは？
i+1の1を埋め、学習者が自律的にタスクを達成できるようにするために、
教師がまたは学習者同士で与える支援。言語・認知・情意面からの支援

*7/24実施のMagdalena Custodio先生によるワークショップ： https://www.j-clil.com/channel



本指導展開のPDCAサイクルとScaffolding

サイクル Scaffoldingの考察

Plan
（計画）

指導の各段階で与えられるマクロ・レベルのScaffolding
を計画する（Reception/Transformation/Production含む）

Do
（実施） ミクロ・レベルのScaffoldingを与える

Check
（評価）

Scaffoldingチェックリストで指導計画(案)と実際の指導を
評価する（言語・認知・情意面）

Action
（改善）

マクロ・ミクロレベルともにScaffoldingの改善点を考察
し、一貫・統一性のある指導を目指す

特にInteractionを通して児童に気づきを与える
Scaffoldingの工夫を考えると・・・



Scaffoldingのチェックリスト(案)
☒実践で与えられていたScaffolding □不足していたと感じるScaffolding

Plan(計画)サイクルのマクロなScaffolding
☒興味・関心を引き付ける
☒モデルを提示する
☒明確な目標を示す
□メッセージの多様性を使う
☒メタ言語的な気づきを伸ばす
☒穴埋め形式のシート・語彙や表現リストを準備する

Do(実施)サイクルのミクロなScaffolding
☒過去の経験と結びつける
☒子どもたちの心理的安全を保証する雰囲気作り
□相手の発話を取り入れる
☒理解度の確認をする
□IRF (導入-反応-フィードバック)シークエンスを活用する



ビデオ：国名導入

レッスンの動画を紹介しましたが、
こちらでは掲載を控えます。



ビデオ：協同活動①導入

レッスンの動画を紹介しましたが、
こちらでは掲載を控えます。



ミニブック作りと作品（写真）

ずっと考えている子、絵を上手
に描ける子、シールを使うこと
に興味を持つ子、など。
4線に入れる語も違っています。

レッスン写真の掲載は
こちらでは控えます。



アンケート結果
６人全員がすべての項目で肯定的な回答
思考させながら言葉を学ぶことができ、内的動機づけにもつながった

◆内容と回答 ※4段階評価(1・2・3・4で1が最も肯定的）n=6

1 2 3 4

レッスンのおもしろさ 4人 2人 0人 0人

絵本の読み聞かせ活動の
おもしろさ 4人 2人 0人 0人

図を使った活動の
おもしろさ 3人 3人 0人 0人

絵本を作る活動の
おもしろさ 3人 3人 0人 0人

食べ物の産地を英語で
聞き取る活動の出来具合 5人 1人 0人 0人

食べ物の産地を英語で
話す活動の出来具合 3人 3人 0人 0人

Good Bad



アンケート（自由回答）

• 自分の絵本を作る活動が面白かったです。
Sのつけ方などが分かりました。

• 「es」を最後につける事を初めて知りました。

• 最初はよく分からなかったけれど、やすこ先生
が同じ英語を何回も言ってくれたので理解でき
ました。英語でやる方が日本語でやるより楽し
かったです！！

• 分かりやすかったです

• シールをはれたりしたので楽しかった。



課題・今後の展望
課題：
・授業計画・実践でのScaffoldingの与え方
・ ICTを活用したCLIL授業の実践：クイズ、ストーリー作成、調べ学習etc

Wordwall→https://wordwall.net/
StoryJumper→https://www.storyjumper.com/
Kahoot！→https://kahoot.com/
Mentimeter→https://www.mentimeter.com/

今後の展望：他教科と統合した指導案の作成と効果の検証
＜今後作成予定の指導案＞

①理科×英語：生き物の住むところ・特徴・環境破壊がテーマ
絵本『Our Sweet Home』

②SDGs×道徳×英語：Global Warming・Weather・Life Styleがテーマ
絵本『10 things I can do to help my world』

③家庭科×社会×英語：Let's have a party!（おもてなし）がテーマ
絵本『The Doorbell Rang』

④音楽×図工×英語：世界の音楽・楽器 or オーケストラがテーマ
絵本（検討中）『How to Build an Orchestra』
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マスタータイトルの書式設定
本日はご清聴ありがとうございました。



追加

オンライン復習教材作成
→オンラインツールのWordwallを使用し、食べ物と
一番輸入の多い国を結びつけるゲームを作成

二次元コード

Wordwall https://wordwall.net/

※質疑応答でご質問を受けた際にお伝えした、内容理解を測るためのオンライン復習教材です。
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