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平成 29 年 3 月に新しい学習指導要領が告示さ

認定を受けている。小学校の低学年において年

れた。平成 32 年度から小学校中学年に外国語活

間 20 時間，中学年，高学年においては週 1 時間

動，高学年には教科としての外国語が導入され

の英語の授業を実施している。B 市は 9 校の小

る。学習指導要領により，目標も内容も明確に

学校があり，A 市と同じように英語教育特区の

示された。また，外国語の教材や補助教材の概

認定を受けている。異なる点は B 市においては

要については，平成 29 年 9 月末に全国の教育委

高学年の授業時数が 2 時間となっていることで

員会を通じて各学校へ周知された。外国語活動

ある。

の教材やデジタル教材についても平成 29 年 12
月末には全て公表されたところである。

アンケートの対象者は A 市が 260 名，B 市が
191 名である。高学年の授業時数が異なること

しかし，いくら教材が整備されても，指導者

から，両市の調査結果には，異なる点があるの

の意識や指導技術が新しい学習指導要領に対応

ではないかと考えていたが，結果として両市の

できるものになっていなければ，せっかくの教

アンケート結果はほぼ同じような傾向を示した。

材も活かされない。そうなると，今回の英語教

そこで，本調査においては，アンケートの結果

育改革も，スタート地点にあたる小学校から躓

を別々に分析するのではなく，両市を合わせた

いてしまうことになる。

データを分析することにした。アンケートはい

そこで，本調査においては，沖縄県の A 市及
び B 市の全小学校の教員にアンケート調査を実

ずれも平成 29 年 12 月後半から平成 30 年の 1 月
中旬に行われた。回収率は 100％であった。

施し，小学校外国語活動及び外国語の導入に対

本調査が，平成 32 年度からの小学校の外国語

する指導者の意識や現場の実態を調査すること

活動及び外国語の全面実施に向けた準備や教員

にした。平成 32 年度からは学習指導要領が全面

研修等の参考になれば幸いである。

実施される。準備の期間（移行期）は 2 年しか
残されていない。全面実施にスムーズに移行す
るためには，実態を把握し対応を検討する必要
がある。
A 市は 11 校の小学校があり，英語教育特区の
* Faculty of Education, University of the Ryukyus
** Faculty of Education, University of the Ryukyus
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１．回答者の属性
（１）本務教員の割合
グラフ１（本務，補充，講師，男女の割合）

回答者は本務女性 60％，本務男性 20％，補充

勤務時間が限定的）
1％である。
本務教員が約 8 割，

教員女性 11％，
補充教員男性 8％，
講師（勤務日 ,

補充教員が約 2 割という教員構成となっている。

（２）年代層
グラフ２（年代層）

回答者は 20 代 17％，30 代 26％，40 代 33％，

ンスはとれている。

50 代 23％である。両市とも教員の年代層のバラ

（３）外国語活動の指導経験
グラフ３（外国語活動の指導経験

外国語活動の経験がない教員が 8％，１～ 5 年
の経験のある教員が 31％，6 ～ 10 年が 31％，11

1% となっている。6 年以上の経験のある教員は
69％となっている。

～ 15 年が 21％，16 ～ 20 年が 8%，21 年以上が

- 54 -

大城ほか：小学校外国語活動及び外国語導入に対する小学校教員の意識 ～小学校教員に対するアンケート調査の分析～

２．英語学習に対する過去の体験（態度）と将来の英語の果たすイメージ
（１）中・高・大を通じた英語学習の好き嫌い
グラフ４（過去の英語の勉強の好き嫌い）

中学校・高校・大学を通じて英語の勉強が「と

37％，
「嫌いだった」が 14％という結果となって

ても好きだった」という教員が 9％，
「まあ好き

いる。年代層に特徴があるかについは今後分析

だった」が 40％，
「あまり好きでなかった」が

する。

（２）自分が教えている児童が大人になった時（20 年後をイメージして）の英語のイメージ
グラフ５（20 年後の英語のイメージ）

「今よりも，とても英語が必要な社会になって

思う」と回答している教員は合計すると 88％に

いると思う」が 66％，
「今よりも，少しは英語が

上る。英語の必要性の認識は高く，そのことは，

必要な社会になっていると思う」が 22％，
「今と，

小学校への英語の導入に関しては，小学校教員

あまり変わらない状況だと思う」が 10％，
「今よ

の間にほとんど反対する意見がみられないこと

りも，英語は必要とされない社会になっている

からも納得できる。英語の必要性を認識してい

と思う」が 2％となっている。現在教えている児

るからこそ，自分達に責任を負わされても厳し

童が大人になって仕事に就くと思われる 20 年後

いものがある，と考えていることから，後述し

には，
「英語がとても必要になっていると思う」
，

た「自信がない」にも影響しているかもしれない。

または「今よりも，少しは必要になっていると
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３．英語力と指導に対する自信
（１）自身の英語力，及び求められる英語力
グラフ６（自身の英語力と求められる英語力）

自分自身の英語力について，英語検定試験で
いうとどの程度なのかを自己評価してもらった。

教員が 40％で最も多い。
また，
「高学年の教科・外国語で必要とされる

自身の英語力について，5 級と評価している教

英語力はどの程度と思うか」については，5 級が

員が 16％，4 級が 17％，3 級が 36％，準 2 級が

3％，4 級が 8％，3 級が 31％，準 2 級が 23％，2

17％，2 級が 13％，準 1 級が 2％，1 級が 0％となっ

級が 23％，準１級が 7％，1 級が６％となってい

1

ている。コア・カリキュラム では小学校で英

る。高学年においても 3 級と考えている教員が

語を指導する教員の英語力を 2 級以上に設定し

最も多く 36％となっている。次が準 2 級と 2 級

ているが，自分の英語力が 2 級以上（上位級を

で 23％である。

含む）と考えている教員は，
現状では 15％である。

高学年の教科・外国語活動を教えるには中学

「中学年の外国語活動で必要な英語力はどの程

年の英語を教える以上の英語力が必要と考えて

度と思うか」という質問に対しては，５級以上

いることは明らかである。自分の英語力と，求め

が 10％，4 級以上が 12％，3 級以上が 40％，準

られる英語力にはギャップがあるため，後述す

2 級以上が 16％，2 級以上が 15％，準１級が 4％，

るように，
外国語を指導することに「自信がない」

1 級が 3% となっている。3 級以上と考えている

に繋がっているのではないかと考えられる。

1 「英語教員の英語力・指導力強化のための調査研究事業」文部科学省の委託を受けて東京学芸大学が中心に
なって事業を実施した。小中高校の英語教員に必要な資質・能力を定めている。
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（２）小学校外国語活動及び外国語を指導することに対する自信
グラフ７（外国語活等及び外国語を指導することに対する自信）

外国語活動を指導することに「とても自信があ

・指導内容，方法，評価に不安

る」と答えた教員は 2％，
「まあ自信がある」が

・教材研究の時間がない

21％，
「あまり自信がない」が 60％，
「まったく自

・低学年までなら今の力でできるかもしれない

信がない」が 17％となっている。
「あまり自信が

・指示の時に英語がでてこない

ない」
「まったく自信がない」を合わせると 77％

・英語力のない人の指導は児童に悪影響を及ぼす

になっており，自信のない教員の割合が高い。

のではないかと思う

教科外国語になると「とても自信がある」が
2％，「まあ自信がある」は 14％，「あまり自信が

以下は BellCurve for Excel(version2.15) を使った

ない」は 59％，「まったく自信がない」が 25％

「英語力」
（自己評価）と「教科・外国語の指導に

となっている。「あまり自信がない」と「まった

対する自信」との関係をクロス集計した結果であ

く自信がない」を合わせると 84％になっている。

る。英語力については英語検定試験の 5 級～ 1 級

教科・外国語に自信がない教員が外国語活動に自

までを①～⑦までの 6 段階で自己評価させた。
「自

信がない教員よりも若干高い割合になっている。

信」については教科・外国語を指導することに対

「自信がない」と答えた理由については自由に

して，①とても自信がある，②まあ自信がある，

記述してもらった。以下のようなコメントが散

③あまり自信がない，④まったく自信がない，の

見された。

4 段階で自己評価させた。結果は表１のとおりで
ある。
この結果からわかるように，英語力が高い順

・クラスルームイングリッシュが不安
・自分自身英語が苦手

に「とても自信がある」と「まあ自信がある」の

・正しい発音ができるか不安，すぐに会話が出な

割 合 は，1 級 で は 100 ％ 2， 準 2 級 で は 57.2 ％，
2 級 で は 37.7 ％， 準 2 級 で は 25.3 ％，3 級 で は

いことがある
・指導内容がわからない

10.4％，4 級では 4.1％，5 級では 7.9％となって

・英語がスムーズにでてこない

いる。つまり，英語力が低くなるのにしたがって，
「とても自信がある」と「まあ自信がある」の割

・授業の進め方がわからない
・苦手な教科で教材研究も不安

合が低くなっている。当然，
英語力が低いほど
「あ

・ネイティブの発音に近くない

まり自信がない」と「まったく自信がない」の

・英語が嫌いな自分が子供に楽しく教えられるか

割合が高くなっている。指導者の「英語力」と「自

不安

信」は大きく関係していることが示唆される。

2 自分自身の英語力を「1 級」程度と評価した人は 414 人中の 1 人である。また，準 1 級と評価した人も同じ
く 3 人で数として極めて少数である。そのため，この結果が汎用的な意味を持つかは不明である。
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50 代でも「まあ自信がある」と回答した人は

についてもクロス集計を行った。年代は 20 代か

10.8％とほとんど変わらない。回答者数も 20 代

ら 50 代までの 4 段階で行った。その結果が表２

が 75 人，50 代が 93 人で，母集団の数もほとん

である。

ど同じである。

残差分析の結果，
「20 代」において「あまり自

「指導経験」と「教科・外国語」との関係につ

信がない」という回答が多かったものの（5％有

いてもクロス集計を行った。指導経験は①外国

意）
，それ以外は有意差が認められなかった。全

語活動の経験無しから，21 年以上の経験有の 6

体的にみると「年代」は「自信」とは関係ない

段階で行った。ただし，21 年以上の経験有は，

ことを示唆している。例えば，20 代でも「まあ

409 人のうち 6 人で割合としては極めて少ない。

自信がある」と回答した人は 10.7％であるが，

結果は表３のとおりとなった。

表 1（自身の英語力と求められる英語力）
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表２（年代と教科・外国語の指導に対する自信）

表 3（指導経験と教科・外国語の指導に対する自信）
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４．新しい学習指導要領全面実施への準備状況
（１） 新しい学習指導要領（外国語及び外国語活動）を読んだか。
グラフ８（新しい学習指導要領を読んだか）

「学習指導要領を読んだか」については以下の

昨年 3 月に公表された新しい学習指導要領

ような結果となっている。

は，育成すべき資質・能力の 3 つの柱，主体的・

①十分に読み込んだ (1.0%)

対話的で深い学び，カリキュラム・マネジメ

② 7 割程度は読んだ (4%)

ントなど新しいキーワードが多く盛り込まれ

③ 5 割程度は読んだ (12%)

ている。総則の分量が増え，各教科の記述方

④ 2 割程度は読んだ (14%)

法も変わっている。このように大きく変わっ

⑤まったく読んでいない (21%)

た学習指導要領に関し，私が昨年，学校現場

⑥直接読んでいないが雑誌などで概要を理解し

を回って感じたのは，新しい指導要領を読ん

た (3%)
⑦直接読んでいないが研修会などで概要を理解
した (35%)
⑧直接読んでいないが同僚から聞いて概要は理
解した (7%)
⑨直接読んでもいないし，研修会にも出ていな
いのでよくわからない。(4%)
学習指導要領については「研修会などで概要

でいない教員の多さである。読んでいないか
らどのように変わったかも分からない。どこ
が分かりやすくなり，どこが分かりにくいの
かも分からない。この状況で移行措置，全面
実施に直面した教員たちは，大きく混乱する
のではないかと危惧している。
新学習指導要領に関する民間の説明会も開
催されている。その講師が間違えた解釈をし

を知った」が最も多く 35％である。
「全く読ん

ているケースがある。その説明会の参加者は，

でいない」は 21％である。２割程度の教員は学

間違えた解釈をそのまま他の教員に伝達する

習指導要領についての情報を全く持っていない。

ことになるだろう。新学習指導要領は変わっ

また，読んだにしても，5 割程度（12％）や 2 割

た部分が多いため，どこがどう変わったのか，

程度（14％）である。つまり，
「まったく読んで

それはどのような意味が含まれているのか，き

いない人から 5 割程度読んだという人」までを

ちんと伝達する必要がある。そのような趣旨

合わせると 47％で，約半数となる。学習指導要

を初中局の担当者に話すと，納得したような

領が公示されて調査時点では９ケ月が経過して

うなずきと同時に，指導要領の法的性格から

いるが，実際には「あまり読まれていない」と

あまり具体的な解説は望ましくないという反

いう結果となった。

論を聞かされる。実は現場では，そのような

千々布（2018）は「学習指導要領を読んでい
ない教員たち」3 というタイトルで以下のような

指導要領の法的性格に関する理解も不十分な
のだ。

コメントを寄せている。長くなるが引用する。
3

2018 年 1 月 4 日「教育新聞」電子版。千々布は国立教育政策研究所総括研究官。

- 60 -

大城ほか：小学校外国語活動及び外国語導入に対する小学校教員の意識 ～小学校教員に対するアンケート調査の分析～

現場の教員が学習指導要領を読んでいるかど

である。筆者らの調査では「学習指導要領を直

うかは現段階では全国的な調査がないために，

接読んでいないが研修会などで概要を理解した」

実態はよくわからない。しかし，
千々布の指摘は，

とする教員が 35% で最も多い。現場の教員は研

データに基づくものではないが，ほぼ真実を説

修会などをとおして学習指導要領を理解してい

明しているのではないかと思われる。さらに問

ることが多いため，講師が間違った説明をして

題なのは，千々布も指摘しているように，学習

しまうと，それを鵜呑みにしてしまう危険性が

指導要領を間違えた解釈で現場に伝達すること

ある。注意が必要である。

（２）新しい教材『
「Let’
s try!<1,2>」
（3 ～ 4 年用）
「
，We can!<1,2>」
（5，
6 年生用）
』を見たか。
グラフ９（新しい教材を見たか）

① 全四冊について詳しく目を通した。(0%)

行った平成 29 年 12 月〜 1 月の時点でも , 教材

②「We can!<1,2>」
［5，6 年生用］9 月公開）に

について「公開されていることを知らなかった」
が 36％に上っている。また，
「公開されているこ

ついては詳しく目を通した。(1%)
③「We can!<1,2>」
［5，6 年生用］9 月公開）に

とを知ってはいたが見ていない」が 42％，トー
タルすると約 8 割の教員が新教材については全

ついてはパラパラと目を通した。(15%)
④「Let’s try!<1,2>」
［3 ～ 4 年 用 ］
，12 月 公 開 ）

く情報を得ていないという結果になっている。
小学校の教科化にあたって文部科学省が考え

については詳しく目を通した。(0%)
⑤「Let’s try!<1,2>」
［3 ～ 4 年 用 ］
，12 月 公 開 ）

ているのはカスケード型 5 の研修である。韓国
は 1997 年に小学校に教科としての英語を導入し

についてはパラパラ目を通した。(3%)
⑥ 公開されていることを知らなかった。(36%)

たが，指導する小学校教員に悉皆研修を実施し

⑦ 公開されていることを知ってはいたが見ては

た。日本は現段階では韓国のような悉皆研修は
考えていない。

いない。(42%)
⑧ 自分には今のところ関係ないと思っている。

カスケード型研修が機能するためには，それ
ぞれの立場の教員（県教委，市町村教委，学校

(3%)

長及び中核教員）が今回の外国語教育の重要性

文部科学省の作成する教材や補助教材の概要
については平成 29 年 9 月末に全国の教育委員会

を認識し，それぞれの役割を使命感と自覚を持っ
て実行する必要がある。

4

などを通じて周知されている 。しかし , 調査を

（２）新しい教材『
「Let’
s try!<1,2>」
（3 ～ 4 年用）
「
，We can!<1,2>」
（5，
6 年生用）
』を見たか。
文部科学省のウェッブページには新教材に準
拠した「指導案（例）
」や「年間活動計画（案）
」
4
5
6

が載っている 6。それらを見たかどうかの結果は
以下のとおりとなっている。

文部科学省国際教育課外国語教育推進室のコメント（「英語教育」大修館，2018 年 2 月号）
トップダウン型の研修。水が上から下へ流れるように情報を伝達する方式。
2018 年 2 月 19 日時点では全てが公開されている訳ではない。
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グラフ 10（
「指導案（例）
」や「年間活動計画（案）
」を見たか）

① 十分に見て，検討した。(0%)
② パラパラと見て概要を理解した。(6%)
③ パラパラと見たが概要を理解するほどではな
い。(19%)
④「指導案（例）
」や「年間活動計画（案）
」の
存在を知ってはいたが見たことはない。(38%)
⑤「指導案（例）
」や「年間活動計画（案）
」の
存在を知らなかった。(30%)
⑥ 自分には今のところ関係ないと思っている。
(6%)

エ 新教材に関しては，
「とても」が 51％となっ
ている。
オ 実践例に関しては，
「とても」が 51％となっ
ている。
カ 模擬授業に関しては，
「とても」が 33％となっ
ている。
キ 英文法に関しては，
「とても」が 36％となっ
ている。
ク 発音に関しては，
「とても」が 53％となって
いる。
ケ やり取りに関しては，
「とても」が 62％となっ

「存在を知っていたが見たことはない」が
38％，
「存在を知らなかった」が 30％である。
「指
導案（例）
」
「年間活動計画（案）
」を見たことが
ない教員の割合がトータルで 68％である。外国
語活動及び外国語の移行期に向けて準備をする

ている。
コ 評価に関しては，
「とても」が 43％になって
いる。
サ 指導案に関しては，
「とても」が 34％となっ
ている。

必要があることから「指導案（例）
」や「年間活
動計画（案）
」を公表したと思われるが，それが，

小学校教員にとって必要とする知識で，緊急

現場の最前線を預かる個々の教員までは届いて

を要するものは「ケ やり取り」
，
「ア 学習指

いないことがわかる。

導要領の理解」である。
「やり取り」はある程度
の英語力が求められる。
「学習指導要領」の理解

（３） 研修として自分自身に必要と思われる
内容

については，前述したように「読んでいない」

自分自身に必要な研修について，必要感に即し

になったものと思われる。
「ウ 歌・ゲーム」も

て数字（①とても必要 ②まあ必要 ③あまり

必要感が高いが，
「今さら？」という感じもなく

必要ない ④まったく必要ない）を記入しても

はない。

教員も多いことから，必要感が高いという結果

らった。結果は以下のとおりである。
ア 学習指導要領の理解について，
「とても」が
60％となっている。
イ 言語習得については，
「とても」が 56％となっ
ている。
ウ 歌・ゲームに関しては，
「とても」が 59％と
なっている。
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グラフ 11（研修として自分自身に必要と思われる内容）

５．評価に対する考え方
（１） 現在の「外国語活動」の評価の観点について
平成 29 年度時点で，教員が外国語活動の評価
のそれぞれの観点をどれくらい重視しているか

ける外国語活動の評価の観点について，以下の
ようなことがわかった。

を番号で回答してもらった（①重視していない， 【重視している評価の観点】
②どちらかというと重視していない，③どちら

グラフに表されている９つの評価の観点のう

ともいえない，④どちらかというと重視してい

ち，最も重視しているのは「積極的にコミュニ

る，⑤重視している）
。以下は，その結果をまと

ケーションを図ろうとする態度」で，⑤重視し

めたものである。グラフ中では評価項目名が簡

ているが 69%，④どちらかというと重視している

略化されているが，ア）積極的にコミュニケー

が 25% であり，この観点を重視する傾向にある

ションを図ろうとする態度，イ）聞く能力，ウ）

教員（④＋⑤）は 94% であった。つまり，ほと

読む能力，
エ）話す能力（発表）
，
オ）話す能力（や

んどの教員が，評価において児童の積極的にコ

り取り）
，カ）書く能力，キ）異文化に対する知

ミュニケーションを取ろうとする態度を重視し

識，
ク）文法の知識，
ケ）文字や語彙の知識となっ

ていることがわかった。同様に，
「やりとり」
，
「発

ている。アンケート結果から，平成 29 年度にお

表」を重視する傾向の（④＋⑤）教員の割合は，
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グラフ 12（現在の「外国語活動」の評価で重視している点）

それぞれ 87%, 82% と高く，外国語活動の評価に

い傾向にはあるものの重要性の意識が分かれる

おいて「話す能力」を重視する傾向にあること

点では，語彙と共通していると言える。

もわかった。
「聞く能力」を評価上重視する教員
も多く，⑤重視している (42%)，④どちらかとい

外国語活動の評価において，
「積極的にコミュ

うと重視している(43%) で，
全体の85%に上った。

ニケーションを図ろうとする態度」
，
「話す能力」
，

さらに，
「異文化に対する知識」も重視している

「聞く能力」が重視されていた。また，
「書く能

傾向（④＋⑤）の教員が 59％で，評価上重きが

力」や「文法の知識」にはあまり焦点が当てら

置かれている。

れていない傾向にあることがわかった。これら

【重視していない評価の観点】

の評価の観点は，小学校外国語活動の学習指導

一方で，
「書く能力」は，①重視していない

要領で示されている外国語活動の目標「外国語

(23%)，②どちらかというと重視していない (29%)

を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろ

であり，半数以上の教員（52%）が評価上書く活

うとする態度の育成を図る」
，
「外国語を通じて，

動を重視していないことがわかった。同様に，
「文

外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる」

法の知識」についても，全体のうち 52%（①＋②） （文部科学省 , 2008, p.7）とも一致しており，
が評価上重視していない傾向にあった。
【どちらとも言えない評価の観点】

目標と評価が合致していると考えられる。さら
に，
「書く能力」があまり重視されていない一方，

さらに，
「文字や語彙の知識」については，①

「読む能力」はどちらとも言えない評価の観点に

重視していない (10%)，②どちらかというと重

入ってきていた。これは，文字指導に対する教

視していない (21%) と全体の 31% が評価上重視

員の意識が高まりつつあることなどが反映され

していない傾向にある一方で，⑤重視している

ていると思われる。

(7%)，④どちらかというと重視している (25%)
も全体の 32% に上り，評価の重要性の意識が分
かれていることがわかった。
「読む能力」につい

（２） 2020 年に導入される「教科として
の英語」の評価の観点について

ても評価上重視しない傾向（①＋②）が 37%，重

アンケート調査では，小学校英語が教科化さ

視する傾向（④＋⑤）が 33% で，やや重視しな

れた際，質問 11 の９つの評価の観点を教員がど
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の程度重視するかについても尋ねた。上の「現

えない，④どちらかというと重視している，⑤

在の外国語活動の評価で重視している点」のグ

重視しているである。集計結果をまとめたもの

ラフ同様，凡例は，①重視していない，②どち

が以下のグラフである。

らかというと重視していない，③どちらともい
グラフ 13（教科としての「外国語」で重視している点）

【重視している評価の観点】

の評価には見られなかった傾向である。また，

外国語活動同様に，
「積極的にコミュニケー

「文字や語彙の知識」を評価上重視する傾向にあ

ションを図ろうとする態度」を⑤重視している

る教員（④＋⑤）は 41% で，外国語活動におけ

（72%）
，④どちらかというと重視している (25%)

る同じ項目の割合（32%）より９ポイント高かっ

となっており，ほとんどの教員（97%）がこの評

た。さらに，
語彙を重視していない傾向（①＋②）

価の観点を重視する傾向にあることがわかった。

は 26％と外国語活動の同じ項目（31%）に比べ，

同じように重視する傾向のある（④＋⑤の割合

５ポイント低くなった。

が高い）評価項目は，
「聞く能力」(91%), 「話す
能力（やりとり）
」(88%)，
「話す能力（発表）
」(84%)，
「異文化に対する知識」(66%) であった。

【重視していない評価の観点】
一方，
「文法の知識」は，全体の 40％が評価上
重要視していない傾向（①重視していない 15%，

「読む能力」を重視すると回答した教員は，⑤

④どちらかというと重視していない 25%） で

重視している (11%)，④どちらかというと重視し

あった。これは，外国語活動における同項目と

ている (33%) の合計 44% で，①重視していない

同じ傾向であるが，重要視していない傾向（①

(5%)，④どちらかというと重視していない (15%)

＋②）は 52% より 12 ポイント低くなる一方，重

の 20% を大きく上回った。これは，外国語活動

視する傾向（④＋⑤）は 17% より８ポイント高
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に沿うものと考えられる。
さらに，上述した重視される評価の観点につい
ても「積極的にコミュニケーションを図ろうとす

「書く能力」の評価については，重視する傾

る態度」
「聞く能力」
「話す能力」を始め，外国語

向にある（⑤重視している 5%，④どちらかとい

活動で重視する評価項目と重複する項目が多い。

うと重視している 26%）教員が全体の 32％であ

また，これまでのところ「読む能力」
「文法の知

る一方，重視しない傾向にある（①重視してい

識」などに過度に焦点を当てた受験英語の前倒し

ない 10%，②どちらかというと重視していない

のようにはなっていないと思われる。これらを総

22%）教員が全体の 31％で意見が分かれた。しか

合すると，小学校英語が教科化されても４技能を

し，外国語活動における同項目の割合（重視し

意識したコミュニケーション能力に焦点を当てた

ない傾向にある④＋⑤ 52%，重視しない傾向にあ

指導・評価に向かっていると考えられる。しかし，

る①＋② 19%）と比較すると，教科としての英語

外国語活動に比べると文法の評価における重要度

の場合「書く活動」も重視する傾向になりつつ

は上昇しており，今後も教科化された小学校英語

あることがわかる。

の評価に対する意識については，注意して見てい
く必要性があると思われる。

小学校学習指導要領解説（文部科学省 , 2017）
では，聞くこと，話すこと（発表・やりとり）
，

６．考察

に加え，読むこと，書くことも指導の対象となる。
また，これまで行われてきた外国語活動とは異

アンケートの対象となった教員の年代層は 20

なり，それらの技能に慣れ親しむだけでなく，

代（17％）
，
30 代（26％）
，
40 代（33％）
，
50 代（23％）

基礎的な技能を身につけることが求められてい

と比較的バランスのとれたものとなっている。

る。アンケートの結果では，教科としての英語

「中・高・大」を通して「英語がとても好き・

の評価において，
「積極的にコミュニケーション

どちらかというと好きだった」という教員を合

を取ろうとする態度」
，
「聞く能力」
，
「話す能力」
，

わせるとほぼ半数である。
「あまり好きでなかっ

「異文化に対する知識」については，外国語活動

た」
，
「嫌いだった」は，同じく半数となる。
「英

の評価同様に重視する傾向にあることがわかっ

語が好きであった」ということが小学校英語へ

た。さらに，
「読む能力」
，
「文字や語彙の知識」

の取り組みにどのような影響を与えているのか

も重視する傾向になってきている。これは，小

についても知りたいところであるが，この件に

学校英語に文字指導が行われるようになること

ついての分析は今後進めることにしたい。

が影響していると考えられる。

自分自身の英語力の評価については英検の 2

「書く能力」は，評価上焦点を置くかどうか意

級以上と考えている教員は 15％である。コア・

見が分かれた。これは，
「書く能力」が「読む能

カリキュラムでは指導者に必要な英語力を 2 級

力」と同様に文字と関係のある能力であるもの

以上としているが，学級担任の全てに 2 級以上

の，受動技能である読む能力に比べ産出技能で

を要求することは難しいことが示唆される結果

ある書く能力の難易度が高く，評価の焦点を当

となった。

てるまでになっていないと考えられる。

授業に対する自信については，外国語活動に

「文法の知識」は外国語活動の評価同様に重視

ついては「あまり自信がない」
（60％）
，
「まった

される傾向にはなかった。これは小学校学習指

く自信がない」が 17％となっている。外国語に

導要領解説の「小学校の外国語科においては，

なると「あまり自信がない」
（59％）
，
「まったく

文法の用語や用法の指導を行うのではなく，言

自信がない」
（25％）となり，
「まったく自信が

語活動の中で用いられる表現として聞いたり話

ない」が増えている。これは，新しい学習指導

したりして活用できるようにすることが重要で

要領の中身があまりよく理解されていないこと

ある」
（文部科学省 , 2017, p. 130）という方向

や，研修が不足していること，さらに，教材や
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教具などがあまり周知されていないことによる
ものではないかと考えられる。
「英語力が高い」と自己評価している教員ほど
「自信がある」と回答した割合が高いことが明ら
かになった。英語力と自信との関係が強いこと
が分かった。逆に，指導者の年代や指導経験は，
指導に対する「自信」とはほとんど関係がない
ことが示唆された。
新しい学習指導要領を全く読んでいないとい
う人から 5 割程度読んだという人までを合わせ
ると約 5 割程度になっている。また，文科省の
作成する教材についても，
「公開されていること
を知らなかった」が 36％にも上っている。平成
29 年の 9 月末には教育委員会を通じて各学校に
周知されているはずであるが指導の最前線に立
つ現場の先生方の 36％が「知らなかった」とい
う実態は，情報伝達の仕組みに課題があること
を示唆しているのではなかろうか。
現場の先生方が必要としている研修は「学習
指導要領の理解」や「やり取り」の技術である。
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」という諺
がある。彼（学習指導要領）を十分に知り，そ
して自分の知識・技能の状況を理解すれば，そ
の対処法（研修など）を考えればよい。このア
ンケートは小学校英語を進めるために，現場の
最前線の教員にとって何が必要であるかを示唆
している。今後，この論文が関係者の間で活用
されることを期待したい。
付記：本論文は平成 29 年度の文科省委託「教科
化に対応した免許認定講習開発・実施」事業の
一環として文部科学省へ提出した「報告書」
（2018
年 3 月）に加筆・修正を行ったものである。大
城が 53 頁～ 63 頁 /66 頁～ 67 頁，深澤が 63 頁
～ 66 頁を分担して執筆した。
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