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外国語活動・外国語（小学校・中学校）

１ 学習指導要領の改訂と外国語教育
（１）小・中学校学習指導要領の改訂（文部科学省 平成２９年３月）と外国語教育
グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように
一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され、その能力の
向上が課題となっている。小学校では、平成２３年度から高学年において外国語活動が導入され、そ
の充実により、児童の高い学習意欲、中学生の外国語教育に対する積極性の向上といった成果が認め
られてきた。一方で、①音声中心で学んだことが、中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接
続されていない、②日本語と英語の音声の違いや英語の発音と綴りの関係、文構造の学習において課
題がある、③高学年は、児童の抽象的な思考力が高まる段階であり、より体系的な学習が求められる
ことなど、課題も指摘されていた。
こうした成果と課題を踏まえ、今回の改訂では、小学校中学年から外国語活動を導入し、
「聞くこ
と」
、
「話すこと」を中心とした活動を通じて外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付けを高めた上
で、高学年から発達の段階に応じて段階的に文字を「読むこと」
、
「書くこと」を加え、総合的・系統
的に扱う教科学習を行うとともに、中学校への接続を図ることを重視することとしている。
また、中学校においては互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的な言語活動を重視する
とともに、具体的な課題等を設定するなどして学習した語彙や表現等を実際に活用する活動を充実さ
せることとしている。さらに、授業を「英語を用いたコミュニケーションの場」にするため、授業は
英語で行うことを基本とすることを新たに規定した。
（２）改訂のポイント
【小学校】
①基本方針について
小学校中学年から外国語活動を導入し、「聞くこと」、「話すこと」を中心とした活動を通じて
外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年から発達の段階に応じて段階的
に文字を「読むこと」、「書くこと」を加えて総合的・系統的に扱う教科学習を行うとともに、中
学校への接続を図ることを重視する。
②目標について
小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、そこに至る段階を示すものとして国際的な基
準などを参考に、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと[やり取り]」、「話すこと[発表]」、
「書くこと」の五つの領域で英語の目標を設定している。また、外国語及び外国語活動の目標につ
いては、学年ごとに示すのではなく、より弾力的な指導ができるよう、２学年間をとおした目標と
した。
③内容について
外国語教育において育成をめざす三つの資質・能力を確実に身に付けられるように、小・中・高
等学校を通じた領域別の目標の下で、体系的に構成を整理している。
【中学校】
①基本方針について
外国語でコミュニケーションを行うために必要な資質・能力を育成するために、小学校の学びと
の接続を意識しながら英語の目標を設定した。また内容においては、関心のある事柄から日常的な
話題や社会的な話題まで取り上げて幅広いコミュニケーションを図ることを可能にするため、対話
的な言語活動を重視し、学習した語彙や表現等を実際に活用する活動を充実させることで、言語活
動の実質化を図った。
②内容について
・互いの考えや気持ちなどを伝え合う対話的な言語活動を一層重視する観点から、「話すこと[やり
取り]」の領域を設定するとともに、言語の使用場面や言語の働きを適切に取り上げ、語、文法事
項などの言語材料を効果的に関連付けた言語活動とするなどの改善・充実を図った。
・取り扱う語数について、小学校で学習する６００～７００語に加え、現行の「１２００語程度の
語」から五つの領域別の目標を達成するための言語活動に必要な「１６００～１８００語程度の
語」に改訂した。
・文、文構造及び文法事項について、表現をより適切でより豊かにするなどの目的で、「仮定法の
うち基本的なもの」や「現在完了進行形」など数項目を追加した。
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③指導について
・小・中学校の接続を重視するとともに、学びの連続性を意識した指導をするために、指導計画の
作成に当たっては、語彙、表現などを異なる場面の中で繰り返し活用することによって、生徒が
自分の考えなどを表現する力を高める。
・言語材料については、発達の段階に応じて、生徒が受容するものと発信するものとがあることに
留意して指導する。
・授業は英語で行うことを基本とする。
新学習指導要領では、外国語活動が高学年から中学年へ、また、高学年は中学校の内容が前倒しされ
たかのような印象を受ける。しかし、そのように考えることは、その目標を見誤ることにつながりかね
ない。特に、高学年に導入された「読むこと」
「書くこと」は慣れ親しませる段階であることに留意した
い。また、文構造や語順等については、コミュニケーション活動をとおして気付きを促すことが大切で
あり、文法的な説明等を優先させることではない。コミュニケーション能力の育成は小中高を通じた共
通した目標である。発達段階にあった目標を設定し、樹木が緩やかに成長するように、児童生徒のコミ
ュニケーション能力を緩やかに確実に育んでいくことが重要である。
（
「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」
（文部科学省 平成２９年６月）
）

２ 外国語活動・外国語の目標
小学校 第３学年及び第４学年
【外国語活動】

小学校 第５学年及び第６学年
【外国語】

外国語によるコミュニケーションにおける見
方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、
話すことの言語活動を通して、コミュニケーシ
ョンを図る素地となる資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考
え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話
すこと、書くことの言語活動を通して、コミュニケー
ションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成
することを目指す。

（１）外国語を通して、言語や文化について体
験的に理解を深め、日本語と外国語との音
声の違い等に気付くとともに、外国語の音
声や基本的な表現に慣れ親しむようにす
る。

（１）外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言
語の働きなどについて、日本語と外国語との違い
に気付き、これらの知識を理解するとともに、読
むこと、書くことに慣れ親しみ、聞くこと、読む
こと、話すこと、書くことによる実際のコミュニ
ケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身
に付けるようにする。

（２）身近で簡単な事柄について、外国語で聞
いたり話したりして自分の考えや気持ちな
どを伝え合う力の素地を養う。

（２）コミュニケーションを行う目的や場面、状況な
どに応じて、身近で簡単な事柄について、聞いた
り話したりするとともに、音声で十分に慣れ親し
んだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら
読んだり、語順を意識しながら書いたりして、自
分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基
礎的な力を養う。

（３）外国語を通して、言語やその背景にある
文化に対する理解を深め、相手に配慮しな
がら、主体的に外国語を用いてコミュニケ
ーションを図ろうとする態度を養う。

（３）外国語の背景にある文化に対する理解を深め、
他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコ
ミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

【中学校外国語】
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読む
こと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり、表現したり
伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（以下省略）
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小・中の連携を重視し、それぞれの目標を関連づけて段階的に目標を示しています。小学校ま
での学習の成果が中学校教育に円滑に接続され、資質・能力を確実に育成することが大切です。
（１）各言語の目標〔英語〕 小学校 第３・４学年
聞くこと ア ゆっくりはっきりと話された際に、自分のことや身の回りの物を表す簡単な語句を聞
き取るようにする。
イ ゆっくりはっきりと話された際に、身近で簡単な事柄に関する基本的な表現の意味が
分かるようにする。
ウ 文字の読み方が発音されるのを聞いた際に、どの文字であるかが分かるようにする。
話すこと ア 基本的な表現を用いて挨拶、感謝、簡単な指示をしたり、それらに応じたりするよう
にする。
[やり取り]
イ 自分のことや身の回りの物について、動作を交えながら、自分の考えや気持ちなどを、
簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合うようにする。
ウ サポートを受けて、自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について、簡単
な語句や基本的な表現を用いて質問をしたり質問に答えたりするようにする。
話すこと ア 身の回りの物について、人前で実物などを見せながら、簡単な語句や基本的な表現を
用いて話すようにする。
[発表]
イ 自分のことについて、人前で実物などを見せながら、簡単な語句や基本的な表現を用
いて話すようにする。
ウ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、人前で実物などを見せながら、自分の
考えや気持ちなどを、簡単な語句や基本的な表現を用いて話すようにする。
（２）各言語の目標〔英語〕 小学校 第５・６学年
聞くこと ア ゆっくりはっきりと話されれば、自分のことや身近で簡単な事柄について、簡単な語
句や基本的な表現を聞き取ることができるようにする。
イ ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、具体
的な情報を聞き取ることができるようにする。
ウ ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に関する身近で簡単な事柄について、短い
話の概要を捉えることができるようにする。
読むこと ア 活字体で書かれた文字を識別し、その読み方を発音することができるようにする。
イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにする。
話すこと ア 基本的な表現を用いて指示、依頼をしたり、それらに応じたりすることができるよう
にする。
[やり取り]
イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、自分の考えや気持ちなどを、簡単な語
句や基本的な表現を用いて伝え合うことができるようにする。
ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について、簡単な語句や基本的な表
現を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりして、伝え合うことができるように
する。
話すこと ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、簡単な語句や基本的な表現を用いて話
[発表]
すことができるようにする。
イ 自分のことについて、伝えようとする内容を整理した上で、簡単な語句や基本的な表
現を用いて話すことができるようにする。
ウ 身近で簡単な事柄について、伝えようとする内容を整理した上で、自分の考えや気持
ちなどを、簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。
書くこと ア 大文字、小文字を活字体で書くことができるようにする。また、語順を意識しながら
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書き写すことができるよう
にする。
イ 自分のことや身近で簡単な事柄について、例文を参考に、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用いて書くことができるようにする。

小学校段階では、初めて外国語に触れるため、
「聞くこと」
「話すこと」と「読むこと」
「書くこと」とでは求めるレベルが違うことに留意が必要です。
「書くこと」において
は、
「音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現」について、細かな段階を
踏んで慣れ親しませた上で、
「語順を意識しながら書き写す」
「自分のことや身近で簡単
な事柄について、例文を参考に書く」ことをめざします。

94

（３）各言語の目標〔英語〕 中学校 ※変更点のみ記載
話すこと ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うことができるよう
（やり取り）
にする。
イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を
用いて伝えたり、相手からの質問に答えたりすることができるようにする。
ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、
考えたことや感じたこと、
その理由などを、簡単な語句や文を用いて述べ合うことができるようにする。
話すこと
ア 関心のある事柄について、簡単な語句や文を用いて即興で話すことができるようにす
（発表）
る。
イ 日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を
用いてまとまりのある内容を話すことができるようにする。
ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて、
考えたことや感じたこと、
その理由などを、簡単な語句や文を用いて話すことができるようにする。

（４）外国語活動・外国語において育成を目指す資質・能力
知識及び技能

思考力、判断力、表現力等

学びに向かう力、人間性等

小学校 第３・４学年

○簡単な語句や表現を使っ ○外国語を用いた体験的なコミュニ
○外国語への慣れ親しみ
ケーション活動を通じて言語の大
て、自分のことや身の回り
○外国語を用いてコミュニ
切さや、文化の違いに気付く
のことについて、友達に質
ケーションを図る楽しさ
問したり質問に答えたり ○外国語を用いてコミュニケーショ
を体験すること
するコミュニケーション
○外国語を聞いたり、話した
ンを図ることの楽しさや言語を用
力
りすること
いてコミュニケーションを図る大
切さを知り、相手意識を持って外
国語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度 など

小学校 第５・６学年

○馴染みのある定型表現を ○外国語の学習を通じて、言語やそ
○言葉の仕組みへの気付き
の背景にある文化を尊重しようと
使って、自分の好きなもの
（音、単語、語順など）
する態度
や、一日の生活などについ
○聞くことに関する知識・技
て、友達に質問したり質問 ○外国語を用いてコミュニケーショ
能
に答えたりするコミュニ
○話すことに関する知識・技
ンを図ることの楽しさや言語を用
ケーション力
能
いてコミュニケーションを図る大
○外国語を読んだり、書いた
切さを知り、相手意識を持って外
りすること
国語を用いてコミュニケーション
を図ろうとする態度 など

中学校

○外国語の音声や、文法、
言語の働きなどの理解と
これらの知識を、聞くこ
と、読むこと、話すこ
と、書くことによる実際
のコミュニケーションに
おいて活用できる技能

○コミュニケーションを行 ○外国語の背景にある文化に対する
う目的や場面、状況などに
理解を深め、聞き手、読み手、話し
応じて日常的な話題や社
手、書き手に配慮しながら、主体的
会的な話題について、外国
に外国語を用いてコミュニケーシ
語で簡単な情報や考えな
ョンを図ろうとする態度
どを理解したり、これらを
活用して表現したり伝え
合ったりする力

外国語の学習においては、語彙や文法等の個別の知識がどれだけ身に付いたかに主
眼が置かれるのではなく、学びの過程全体を通じて、知識・技能が、実際のコミュニ
ケーションにおいて活用され、思考・判断・表現することを繰り返すことを通じて獲
得され、学習内容の理解が深まるなど、資質・能力が相互に関係し合いながら育成さ
れることが必要です。
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３ 学習評価について
（１）外国語活動・外国語の評価の観点
＜小学校 外国語活動＞
知識・技能

思考・判断・表現

・外国語を通して、言語や文化につ
いて体験的に理解を深めている。
・日本語と外国語の音声の違い等に
気付いている。
・外国語の音声や基本的な表現に慣
れ親しんでいる。

身近で簡単な事柄について、外
国語で聞いたり話したりして自
分の考えや気持ちなどを伝え合
っている。

主体的に学習に取り組む
態度
外国語を通して、言語やそ
の背景にある文化に対する
理解を深め、相手に配慮し
ながら、主体的に外国語を
用いてコミュニケーション
を図ろうとしている。

＜小学校 外国語＞
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む
態度

・外国語の音声や文字、語彙、表
・コミュニケーションを行う目 外国語の背景にある文化に
現、文構造、言語の働きなどにつ
的や場面、状況などに応じ 対する理解を深め、他者に
いて、日本語と外国語との違いに
て、身近で簡単な事柄につい 配慮しながら、主体的に外
気付き、これらの知識を理解して
て、聞いたり話したりして、 国語を用いてコミュニケー
いる。
自分の考えや気持ちなどを伝 ションを図ろうとしてい
え合っている。
る。
・読むこと、書くことに慣れ親しん
でいる。
・コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じ
・外国語の音声や文字、語彙、表
て、音声で十分慣れ親しんだ
現、文構造、言語の働きなどの知
外国語の語彙や基本的な表現
識を、聞くこと、読むこと、話す
を推測しながら読んだり、語
こと、書くことによる実際のコミ
順を意識しながら書いたりし
ュニケーションにおいて活用でき
て、自分の考えや気持ちなど
る基礎的な技能を身に付けてい
る。
を伝え合っている。
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＜中学校 外国語＞
知識・技能
・外国語の音声や語彙、表現、文
法、言語の働きなどを理解して
いる。
・外国語の音声や語彙、表現、文
法、言語の働きなどの知識を、
聞くこと、読むこと、話すこ
と、書くことによる実際のコミ
ュニケーションにおいて活用で
きる技能を身に付けている。

思考・判断・表現
コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じ
て、日常的な話題や社会的な
話題について、外国語で簡単
な情報や考えなどを理解した
り、これらを活用して表現し
たり伝え合ったりしている。

主体的に学習に取り組む
態度
外国語の背景にある文化に
対する理解を深め、聞き
手、読み手、話し手、書き
手に配慮しながら、主体的
に外国語を用いてコミュニ
ケーションを図ろうとして
いる。

（２）観点別学習状況の評価の進め方について＜小学校 外国語＞
①知識・技能
英語の特徴やきまりに関する事項を理解しているかどうか、それらを実際のコミュニケーシ
ョンにおいて活用する技能を身に付けているかどうかを評価する観点である。
・学習初期段階において、努力を要すると判断される状況になりそうな児童を見出し、おおむね
満足できる状況となるよう適切な指導を行うことが大切である。
・
「聞くこと」については、児童が、指導者によるまとまりのある話やデジタル教材の音声を聞い
て必要な情報をワークシート等に記載した内容を分析するなどの評価方法が考えられる。
・
「話すこと［やり取り］
」については、本単元で学習する言語材料だけでなく既習語句や表現を
使って、誕生日や好きなもの、欲しいものについて相手とやり取りをする様子を観察するなど
の評価方法が考えられる。
・１単位時間で全児童を見取ることが現実的ではない場合もあるため、学期の終わりなど、複数
の単元の学習の後に、
「話すこと［やり取り］
」に関するパフォーマンテストを実施して、評価
をすることも考えられる。
②思考・判断・表現
児童がコミュニケーションの目的や場面、状況などに応じて、既習語句や表現を使って、話
される内容を理解したり、自分の考えや気持ちを表現したりしているかどうかを評価する観点
である。
・学習過程において、普段から指導者と児童、児童同士で既習語句や表現を使って常にやり取り
をする場面を設定しておくことが大切である。
・
「聞くこと」については、児童が、デジタル教材の音声を聞いた概要や、その内容についての指
導者の質問に対する答えについて、ワークシート等に記載した内容を分析するなどの評価方法
が考えられる。
・
「話すこと［やり取り］
」については、児童が、バースデーカードを使って友達と既習語句や表
現を使って、友達のことをよりよく知るためにやり取りしている様子を観察するなどの方法が
考えられる。
・１単位時間で全児童を見取ることが現実的でない場合もあるため、学期の終わりなど、複数の
単元の学習の後に、
「話すこと［やり取り］
」に関するパフォーマンステストを実施して、評価
をすることも考えられる。
③主体的に学習に取り組む態度
児童が英語を使って自分の考えや気持ちを伝え合うことの楽しさや言葉の大切さを実感しな
がら粘り強く学習に取り組み、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を身
に付けているかどうか、また、将来英語が必要な場面で自ら英語を使ってコミュニケーション
を図ろうとする態度を身に付けているかどうかを評価する観点である。
・児童の挙手の回数など、形式的な側面で評価をするのではなく、学習過程において自己調整を
行っている側面を捉えて評価をすることが大切である。
・本観点の評価の場面は、
「知識・技能」や「思考・判断・表現」の観点にかかわる評価の場面と
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同時とし、本観点のみを取り出しての評価は行わない。さらに、学習活動をとおして身に付け
た態度を評価するため、単元の導入時に評価したり、１単位時間の授業の冒頭で評価したりす
ることは適切ではない。
・学習の初期段階において努力を要すると判断されそうな児童を見出し、おおむね満足できる状
況となるよう適切な指導を行うことが大切である。その際、児童の学習活動の過程における発
言や観察等を通じて優れた態度等が認められた場合には、必要に応じてこれを記録しておき、
「記録に残す評価」に反映することも大切である。
４ 実施上のポイント
（１）「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」について
外国語によるコミュニケーションの中で、
どのような視点で物事を捉え、
どのような考え方で思考していくのかという 物事を捉える視点や考え方

外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他者
との関わりに着目して捉え、コミュニケーションを行う目的や場面、状況等に応じ
て、情報を整理しながら考えなどを形成し、再構築すること。
相手の立場や状況に配慮することは、多様な考え方や価値観をもった人たちと円
滑にコミュニケーションを図る上で、とても重要な考え方です。
初めて外国語に触れる小学校段階では、相手が話す外国語を注意深く聞いて何と
か相手の思いを理解しようとしたり、自分のもっている知識を総動員して相手や他
者に外国語で自分の思いを何とかして伝えようとしたりする体験をさせましょう。
これらの経験をとおして、言語でコミュニケーションを図る難しさや大切さを改
めて意識させることが、言語によるコミュニケーション能力を身に付ける上で重要
であり、言語への関心を高めることにつながります。

（２）主体的・対話的で深い学びを実現させるための授業改善のポイント
単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、児童の主体
的・対話的で深い学びの実現を図る。その際、具体的な課題等を設定し、児童が外国語によるコミュ
ニケーションにおける見方・考え方を働かせながら、コミュニケーションの目的や場面、状況などを
意識して活動を行い、英語の音声や語彙、表現などの知識を、五つ（外国語活動においては三つ）の
領域における実際のコミュニケーションにおいて活用する学習の充実を図る。
①「主体的な学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例）
・コミュニケーションを図る目的、場面、状況等を明確に設定する。
・学習の見通しを立てたり振り返ったりする場面を設ける。
・発達の段階に応じて、子どもが興味・関心をもつ題材を取り上げたり、身の回りのことから社会
や世界との関わりを重視した題材を設定したりする。
②「対話的な学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例）
・単元に、情報や考えや気持ちを他者と伝え合う活動を設定する。
・他者の考えに触れて自身の考えを振り返ったり深めたりするよう促す。
③「深い学び」の実現に向けた授業改善のポイント（例）
・「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱がバ
ランスよく育成されるように年間指導計画・単元計画を作成する。
・コミュニケーションを行う目的、場面、状況等を明確にした言語活動を設定する。
・聞いたり読んだり、話したり書いたりする必然性のある言語活動を設定する。
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５ 外国語教育におけるＩＣＴ活用
小学校外国語活動・外国語の指導に当たり、児童の関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善につながるよう、活動に応じたデジタル教材等の活用が考えられる。例えば、児童
がコミュニケーションの目的や場面、状況等を意識した活動を行うことが重要であるが、その際、視
聴覚教材などを用いて、実際にコミュニケーションが行われている様子を示すことは、活動を行う際
の生きたモデルとなることに加え、コミュニケーションの働きも意識できるため、児童の興味・関心
を高める上でも極めて有効である。また、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な人の協力が得にく
い学校や地域もありうることや、ジェスチャーや表情などの非言語的視覚情報もコミュニケーション
を図る際には大切な要素となってくることを踏まえると、ＣＤやＤＶＤなどの視聴覚教材の積極的な
活用も有効である。
中学校外国語の指導に当たり、視聴覚教材やその他の教育機器を有効活用することは欠かせない要
素である。写真や映像などを見せることで、理解を促進し、現実感や臨場感を与え、学びの動機付け
ときっかけを与えることができる。また、インターネット等を活用することで、学校外へと広がる、
現実との結び付きの濃い発展学習を実現することができる。音声面でも、教師やＡＬＴ等の使う英語
だけでなく、他の様々な英語音声に触れる機会をもつことは、国際共通語としての英語に対する理解
を深め、同時に自分自身の英語に対する自信を深めていく上でも大切である。また、コンピュータや
情報通信ネットワークを使うことによって、教材に関する資料や情報を入手したり、電子メールによ
って情報を英語で発信したりすることもできる。このような活動をとおして、生徒一人一人が主体的
に世界と関わっていこうとする態度を育成することもでき、教育機器は外国語科における指導にとっ
て大切な役目を果たすものとして考えられる。
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（１）外国語教育におけるＩＣＴ活用の利点
①【言語活動・練習】
→児童生徒の言語活動の更なる充実と指導・評価の効率化
・言語活動（特に「話す」
、
「書く」機会）の充実とパフォーマンステスト等評価への活用
・言語活動で活用するための、音声・文字・語彙・文構造・文法などの定着（繰り返し練習）
・一人一人の能力や特性に応じた学びの機会の確保
②【交流・遠隔授業】
→遠隔地・海外とのコミュニケーションと災害など非常時への対応
・遠隔地や海外等の児童生徒、英語話者との「本物のコミュニケーション」
・新型コロナウイルス対応や大規模災害等に伴う休業期間における学びの保障
・小規模校における対話的な学びが可能
③【コンテンツ・授業運営】
→興味・関心、学習の質の向上
・コミュニケーションのモデル提示、
「聞く」
「読む」ための素材の提供
・板書や説明時間の短縮等により、言語活動中心の授業展開が可能
・写真やイラスト等により、日本語を介さずに英語のまま理解することを支援

（２）外国語の指導におけるＩＣＴの活用事例
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