
教委 Q26：受講者は延べ何人ですか。(高等学校) 

 

  
校種間連携の扱い 

先に示した教育委員会調査 Q35 と Q36 で、独自に行っている外国語教育関連の研修につい
て尋ねたところ、異校種教員が参加したり、小学校の外国語教育に関連する研修の中では小中

連携が扱われている実態があるが、今後はますます校種間連携を扱う必要性が認識されている

ことが示唆された。 
 
 
研修ポートフォリオの重要性 

教育委員会調査 Q45 では、研修を行うにあたっての課題を尋ねたが、回答の中に「受講管
理が煩雑である」というものがあった。また有識者からも「県や市等が実施する研修（講

座）・法定研修・免許更新などがあり、教員にとってはとても重複感がある」「研修歴をきち

んと保存すべきである」という意見が多数寄せられ、とりわけ研修内容の無駄な重複を防ぐた

めに、各人が受講してきた研修内容を履歴と共にしっかり記録・保存しておくポートフォリオ

を活用すべきだという意見が多かった。また、ポートフォリオの一部として、教員が自身の授

業映像を定期的に記録し、客観的に授業を振り返ることの重要性を指摘する有識者等が多数い

た。加えて「県内の交通網が発達していない地方では、集合型研修を実施できる回数は限られ

ている」、「離島が多く、日程の調整や旅費等について苦慮している」という問題を抱える教

育委員会が複数あった。有識者の意見として、僻地の教員などの研修でも ICT を活用すると
お互いの授業をインターネット上で見ることができるという意見があり、授業映像ポートフォ

リオが上記の解決策となる可能性も示された。 
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(4)１０年経験者研修

（n=32）
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(5)その他（n=22）
注： 

・ 「20～30 人」のように範囲で回答され

ているものは下限の数値を採用した。 

・ (5)その他で２つ以上の研修について回

答している場合は、それぞれ別個にカ

ウントした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ．コア・カリキュラム（試案） 
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１．小学校 教員養成・教員研修コア・カリキュラム（試案） 
 

（１）教員養成 コア・カリキュラム（試案） 

 

①現状と課題 
                                           

 
今回実施した調査では 97 大学から回答を得、小学校外国語（英語）教員養成課程に関し

て改善を望む内容としては、初等調査 Q12 の調査結果からも分わかるように「カリキュラ

ム」「指導内容」が挙げられている。加えて、有識者・調査協力者からの意見聴取結果を

総合すると、重要な項目として英語力の向上、子どもの言葉の学び方の理解、現在の小学

校外国語教育の理解、模擬授業等の実践的な内容等が挙げられた。以下、その詳細につい

てみていく。 
 

（１）求められる英語力について【教科に関する科目】 

 
①学生の英語力向上の必要性 

初等調査 Q13「英語教育について改善したほうがいいと思うことはありますか」の問

いに対して、74％が「はい」と回答し、そのうちの約半数が「教員として必要な英語コ

ミュニケーション能力の育成を充実させること」を具体的な内容として挙げ、学生の英

語力不足への危機感が示唆されている。有識者からも、小学校教員であっても質の高い

（音声）インプットが与えられることは、量を確保することとともに重要だが、現状で

は小学校教員の多くは英語をしっかり運用できる能力が不足しているという指摘があっ

た。また、授業で必要な英語力とは、児童生徒の認知能力や英語力に応じて英語を調整

しながら使用する力、英語で授業の準備をする力、ALT 等と協働して指導をする力、学

校に関係する語彙や表現方法の知識とそれらを使える力であるという意見や、マザー

グースやナーサリーライムは音韻認識やプロソディーの獲得に有効であるといった意見

も聞かれた。 
 
 
 
 
 
 

 

（２）求められる指導力について【教職に関する科目】 

 
① 子どもの第二言語習得についての知識・理解の必要性 

初等調査 Q5 において学習指導要領改訂を受けどのような内容を扱うのが重要か尋ね

たところ、児童期の言語学習の特徴は、重要であると認識されており、「実践的な内

容」や「指導要領の理解」の項目以外では、最も必要であると捉えられていることが分

かった。 

まとめ 

◎英語力向上が課題である。 

◎授業を行うために必要な英語力を伸ばすことが重要である。 

◎マザーグースは音韻認識やプロソディーの獲得に有効である。 
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有識者からは、英語は日本人が学ぶ言語としてはすぐに身に付くものではないことを

理解するためにも、第二言語習得理論の知見が必要であること、児童のことばの学びの

特徴は、受信から発信へ、音声から文字へ（「聞くこと」→「話すこと」・「読むこ

と」→「書くこと」）という流れであり、母語でも聞くことの訓練が必要であるのだか

ら、外国語である英語でも音声のインプットが大切であることを理解する重要性が指摘

されている。このような特徴を考慮すると、単純に Repeat after me.という指示を与え

無理やりに言わせるような反復模倣をさせることは、小学生に効果的な指導とはいえな

いといった有識者の意見も聞かれた。調査研究担当者からも、児童が最も生き生きとし

ているのは、本当のコミュニケーションをしているとき（例：自分のことを話して理解

してもらえた）だという指摘があった。こうしたことを養成課程でしっかりと理解して

もらうために、教職に関する科目で中学生とは違う小学生のことばの学びの特徴を踏ま

えて模擬授業を盛り込むことが提案された。これらに加えて、母語である日本語につい

て一定の理解が必要であり、並行して英語の仕組みや働き（例：日英の音韻体系の違

い）も学ぶことが大切であるという有識者の指摘があった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

②現在の小学校外国語教育の理解の重要性 

教育委員会調査 Q50 で「採用の時点で小学校の教員志望者が身に付けていることが重

要な項目」を尋ねたところ、最も回答が多かったのは「学習指導要領の理解」、続いて

「個々の児童の学習状況や特性の理解」であった。この分野についての知識の重要性が

示唆された結果と読み取ることができる。この背景として、有識者等からは、今後学校

や児童生徒の多様化（例えば、小規模校や複式学級、外国籍児童生徒や特別支援を必要

とする児童）が進むことが予想され、その変化への対応の仕方について学ぶ必要性が高

いと指摘された。英語教育に関していえば、このような多様性は指導形態や第二言語習

得における個人差要因と関係付けて扱うことも可能だとの指摘もあった。また調査研究

担当者から、養成課程に在籍する大学生が目指す子ども像をもち、目標を明確にして学

ぶ必要があることが指摘された。 
 
 
 
 
 
 

まとめ 

◎子どもの言語習得についての理解が重要である。 

◎（音声）インプットの重要性を理解することが重要である。 

◎暗記型の指導にならないように留意することが重要である。 

◎国語教育との連携が重要である。 

まとめ 

◎学習指導要領・目標の理解が必要である。 

◎多様な児童・学校についての理解が必要である。 
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③授業実践の大切さ 

 初等調査 Q5 において学習指導要領改訂を受けどのような内容が重要か尋ねたところ、

最も多かった回答は「事例研究・授業の作り方」で、その後に「４技能の指導①（聞く

こと・話すこと）」「模擬授業」「模擬授業の振り返り」が続き、「指導形態・指導者

の役割」も重要項目として挙げられている。このことから、授業のつくり方をしっかり

と理解した上で、授業実践を行うことの大切さが指摘されていることが分かる。有識者

等の意見からも、現在の外国語活動では①児童の能動的なことばとの関わり（概要の把

握・類推・気づき等）が希薄、②「英語は覚えるもの」という言語観を与えかねない、

③学校外で英語に触れている児童が優位になりがち、④英語特有のリズムと関係のない

チャンツを多用しがちなどの問題が挙げられ、ことばを使用する場面設定や必要感と

いったことを踏まえた指導技術を身に付けることが大切だと指摘された。また、カリ

キュラムの要素である授業時数・目標・目標達成のための学習内容・単元のデザイン・

指導法・教材（ICT も含む）・評価等の理解の重要性が指摘され、特に評価については、

基礎的な評価に関する知識及び実践的な評価の方法を学ぶことが望まれるという意見が

あった。また ALT とのティーム・ティーチングの在り方、中学年と（教科としての英語

を学ぶ）高学年との違いについて、養成段階でしっかり把握しておくべきだという指摘

もあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上をまとめると、外国語活動の中学年からの導入、教科外国語の高学年からの導入に

向けて、小学校において外国語教育を担当する教員がより高い教科指導を行うために、教

科に関する科目では、指導者の英語力向上が必要であることが分かった。 
また、教職に関する科目では、その目的、目標、指導法、授業実践、教材開発・活用法、

授業運営等の知識・理解が求められる。さらに、子どもの第二言語習得について深く理解

し、児童期にふさわしい指導ができる力が求められている。また、大学や教育委員会の調

査結果からは、より実践的な内容が期待されており、学習指導要領の理解を踏まえた指導

計画の作成、模擬授業、教材研究、効果的な評価方法などの内容を含むことが必要である

ことが分かった。 
 このようなことを踏まえ、以下に小学校外国語活動・外国語（英語）教育担当の教員養

成のために基本的に必要な「教職に関する科目」（2 単位程度以上）、「教科に関する科

目」（2 単位程度以上）のコア・カリキュラム（試案）を提案する。 
 
 

まとめ 

◎単元のデザイン、ALT 等とのティーム・ティーチング、教材・評価について実践的

理解を深めることが重要である。 

◎模擬授業など実践的な経験が重要である。 

◎児童に対してふさわしい授業実践ができる指導力が必要である。 

－ 183 －



② コア・カリキュラム（試案）項目一覧 ＊全体の構造図はpp.192-193 参照 

 

教職に関する科目（2 単位程度以上） 
                                           
 
◆目標 

 外国語活動・教科外国語（英語）の授業を実践するための指導力を身に付ける。 

 
◆学習項目 

 ※なお、各項目は、基本的に必要な要素を示すもの。以下同様。 
１．現在の小学校外国語教育についての知識・理解 

（１）外国語教育導入の経緯・現状、学習指導要領（小学校、中・高等学校外国語科） 
（２）主教材（教科書やデジタル教材など） 
（３）小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割 
（４）多様な学校・児童のニーズへの対応の在り方 
 
２．子どもの第二言語習得についての知識・理解 

ア．子どもの学び方の特徴の理解 
（１）言語使用を通して言語習得へ、類推から理解へ 
（２）音声に対する敏感さ 
イ．ことばの学ばれ方の特徴 
（１）国語科教育との連携によることばへの気づき 
（２）意味内容重視 
（３）受信から発信、音声から文字へ 
 
３．授業実践 

ア．指導技術 
（１）英語での語りかけ方 
（２）児童の発話の引き出し方・児童とのやりとりの進め方 
（３）文字言語の与え方、読む活動・書く活動への導き方 
イ．授業づくり 
（１）題材の選定の仕方・教材開発の仕方 
（２）年間指導計画・単元構成・1 時間の授業構成・様々な活動・指導案作成の仕方 
   短時間学習等の設定 
（３）ティーム・ティーチングによる指導の在り方 
（４）教材・ICT の活用の仕方 
（５）CAN-DO リスト形式の学習到達度目標と評価の在り方 
 
４．模擬授業 

（１）授業設計 
（２）授業準備 
（３）授業実施 
（４）振り返り 
（５）授業改善 
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＊上記に加え大学の裁量で扱うことが望ましい項目例＊ 
・第二言語教授法 
様々な教授法について知識・理解を深めることで、それぞれの指導環境にふさわ

しい教授法を選ぶことにつながる。 
・現職教員・指導主事の講話 
外国語活動・教科外国語の現状や実践事例に触れることで、具体的なイメージを

持つことにつながる。 
・小学校における外国語教育の支援、ティーム・ティーチング等のボランティア参

加（単位認定も含む） 
・補助的な役割を経験することで、自らの適性を見極めたり、大学で学んだことの

検証を行ったりすることにつながる。 
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教科に関する科目（2 単位程度以上） 
  
 
◆目標 

 外国語活動・教科外国語（英語）の授業内容の背景などとなる専門的な知識・技能など

を修得し、英語運用力を身に付ける。 

 
◆学習項目 

１．英語コミュニケーション 

（１）聞くこと 
（２）話すこと 
（３）読むこと 
（４）書くこと 
（５）技能統合型の活動 
 
２．英語運用に必要な基本的な知識等 

（１）英語の基本的な音声の仕組み 
（２）音声・語彙・文法の基本的な知識 
（３）発音と綴りの関係 
（４）異文化交流 
（５）様々な国・地域の生活・習慣 
（６）マザーグース等・絵本・児童文学 
（７）第二言語習得理論の基礎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊上記に加え大学の裁量で扱うことが望ましい項目例＊ 
 
・コミュニケーション論 
・日本語と英語の共通点・相違点 
・音声学 
・英語で書かれた児童文学の歴史 
・英語によるプレゼンテーション 
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③ コア・カリキュラム（試案）項目一覧 解説 

 

教職に関する科目（2 単位程度以上）解説 
  
 
◆学習項目 

１．現在の小学校外国語教育についての知識・理解 

 教育課程での位置づけや導入の経緯等、現在の外国語活動・教科外国語についての基本

的な知識を身に付け、学校・児童が抱える様々なニーズへの対応の在り方を理解する。ま

た、外国語教育において小学校が担う役割を明確に理解する。 
（１）外国語教育導入の経緯・現状、学習指導要領（小学校外国語活動・外国語、中・高等

学校外国語） 
 小学校での外国語教育導入の経緯や学習指導要領に記されているねらい、学年、時間

数等の基本的事項を理解する。 
（２）主教材（教科書やデジタル教材など） 

 主たる教材について、その作成のねらい、扱い方、構成等を学ぶ。 
（３）小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割 

 小・中・高等学校と続く英語教育の中で、小学校が担う役割や、中・高等学校の英語

教育のねらいや科目構成を学ぶ。 
（４）多様な学校・児童のニーズへの対応の在り方 

 特別支援学校・学級や外国籍の児童、複式学級等、多様なニーズへの対応の必要性を

認識する。 
 
２．子どもの第二言語習得についての知識・理解 

 外国語学習の主体である子どもがどのように学び、対象であることばがどのように学ば

れるのか、その特徴を理解することは、指導法の根幹をなす重要な部分である。これらの

知識によって、効果的な指導が可能になり、中学校以降の学習との連携がスムーズに行わ

れることが期待される。 
ア．子どもの学び方の特徴についての理解 
（１）言語使用を通して言語習得へ、類推から理解へ 

 子どもは意味のあるやりとりを通して体験的にことばを身に付けていく特徴を持って

いる。ルールを覚え、そのルールを適用するための練習と暗記に終始することなく、授

業で扱われる英語表現が使われる必然性のある場を作ることの重要性を理解する。 

 また、子どもは教室で何が起こっているか、話者が何を意図しているかを能動的に類

推するという特徴を持っている。この特徴を踏まえて、話されている内容（意味）とそ

れに対応する音声を結び付ける段階の重要性を理解する。 
（２）音声に対する敏感さ 

 子どもは音声の聞き分けや模倣が得意である。より流暢で正確な音声を与えることの

重要性を理解する。 
イ．ことばの学ばれ方の特徴についての理解 
（１）国語教育との連携によることばへの気づき 

 日本語と英語の共通点や相違点について理解する視点を持つ。こうした視点によって、

ことばの大切や豊かさに気づかせることの重要性を学ぶ。 
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（２）意味内容重視 
 口頭による反復練習のみでは、ことばの学習にならないことを理解し、適切な場面設

定で意味のあるやりとりができる授業づくりを目指す。 
（３）受信から発信、音声から文字へ 

 ことばは音声言語から文字言語へ、受信言語から発信言語へ、という順序で獲得され

る。特に初学者に対して、音声言語を受信するリスニングから始め、音声言語を発信す

るスピーキングや文字言語を受信するリーディングを経て、文字言語を発信するライ

ティングへとつながることを理解した上で授業計画を立てる。 
 

３．授業実践 

ア．指導技術 
 上記①②で得た知見を具現化する指導技術を身に付けることを目指す。特に小学校では、

子どもが十分なリスニング体験をすることが重要であり、英語での効果的な語りかけ方を

身に付ける。 
（１）英語での語りかけ方 

 授業で目標とする英語表現を、子どもの興味・関心に合う内容と結びつけて、ていね

いに何回も、フルセンテンスで語りかけることを目指す。 
（２）児童の発話の引き出し方・児童とのやりとりの進め方 

 インプットを与えながら、子どもがどの程度言えるようになっているか確認し、自然

な発話を引き出すことを目指す。 
 子どもの発話を受けとめ、適切に反応できるようになることを目指す。 

（３）文字言語の与え方、読む活動・書く活動への導き方 
 文字遊び等を通じて文字に親しませること、聞いたり話したりしている音声を適切に

文字の形で児童の目に触れさせることを目指す。文字によるインプットを多く与えるこ

との重要性を理解する。 
 音声で慣れ親しんだ表現を、なぞったり、書き写したりできるよう適切に導くことを

目指す。読み書きの技術の習得には時間がかかる。根気強く指導することの重要性を理

解する。 

イ．授業づくり 
 上記１．２．で得た知見をもとに、ティーム・ティーチングや短時間学習など多様な指

導環境でも授業設計ができる指導力を身に付ける。年間指導計画を構成する単元、単元を

構成する 1 時間の授業、1 時間の授業を構成する活動、それぞれを設計する視点を持ち、

学習指導案作成へとつなげる。 
（１）題材の選定の仕方・教材開発の仕方 

 授業で目標とする英語表現が子どもの興味・関心とつながりを持つよう適切に題材を

選定できるようになることを目指す。 
 子どもの理解を助ける教材を適切に選択・作成できることを目指す。音声を含む教材

を選定する際にその質を吟味することは重要である。 
（２）年間指導計画・単元構成・1 時間の授業構成・様々な活動・学習指導案作成の仕方・

短時間学習等の設定 
 単元の目標を適切に設定し単元構成ができること、様々な活動を適切に組み合わせて

1 時間の授業を構成し、学習指導案が作成できること、短時間学習においては単元との

関連を常に意識し、適切にその内容を設定できることを目指す。 
 単元の目標設定に際しては、理解することを目標にするのか、表現することを目標に
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するのか適切に判断する。活動の設計にあたっては、ゲームの楽しさだけが児童に印象

づかないことが重要である。 
（３）ティーム・ティーチングによる指導の在り方 

 ティーム・ティーチングにおいて適切に役割を果たすことを目指す。ALT 等の外部

人材の雇用形態とその特徴、外部人材と担任の役割を理解する。 
（４）教材・ICT 等の活用の仕方 

 教材の特徴を理解し、適切に活用することを目指す。それぞれの教材の特徴について

理解する。 
（５）CAN-DO リスト形式の学習到達度目標と評価の活用 

 児童を中心に据え、英語を使って何ができるかを念頭において適切に評価できること

を目指す。児童期にふさわしい CAN-DO リスト形式の学習到達目標を設定の在り方を

理解する。 
 
４．模擬授業 

 授業実践のサイクルについて、知識を得るとともに実践する。クラスの受講者数によっ

ては、運営の工夫が必要になる。グループでの実施、授業の流れを分担した実施等が考え

られる。 
（１）授業設計 
（２）授業準備 
（３）授業実施 
（４）振り返り 
（５）授業改善 
 実際に授業を設計、準備、実施、振り返り、改善することを可能な限り経験させる。特

に英語に苦手意識がある学生にとっては、人前で英語を発すること自体が大きな負担であ

ることを理解し、英語での語りかけ方の技術の定着を目指す。 
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教科に関する科目（2 単位程度以上）解説 
  

 
◆学習項目 

１．英語コミュニケーション 

 小学校での授業実践に必要な英語力を、４技能をバランスよく身に付ける。平易な英語

表現を十分正確に運用したり、分かりやすい発音やイントネーションで会話したりするこ

とは重要である。相手意識を持って話したり書いたりする経験を通して、自信を持たせる

ことが重要である。 
（１）聞くこと 
（２）話すこと 
（３）読むこと 
（４）書くこと 
（５）技能統合型の活動 
 小学校での授業場面を意識した４技能の実践を扱い、授業に必要な英語力を身に付ける

ことを目指す。聞くこと・話すことでは、プロソディーに留意する重要性を扱う。読むこ

と・書くことでは、英語で書かれた児童文学等の講読や感想文の執筆等を扱う。複数の技

能を統合的に学ぶ経験を通して、指導場面における技能統合型の授業のイメージを持つこ

とを目指す。 
 
２．英語運用に必要な基本的な知識等 

 英語についての専門的な知識、異文化の知識、第二言語習得理論の知識等を得ることで、

より高い英語運用能力を身に付け、専門性の高い指導につなげる。座学に偏ることなく、

マザーグースの朗誦や異文化交流など、実践を通して身に付ける。 
（１）英語の基本的な音声の仕組み 

 英語の基本的なプロソディーや音変化を扱う。 
（２）音声・語彙・文法の基本的な知識 

 コミュニケーションに必要な、音声・語彙・文法の基本的な役割について学ぶ。 
（３）発音と綴りの関係 

 英語の基本的な発音と綴りの関係を学ぶ。 
（４）第二言語習得理論の基礎 

 インプットの重要性、外国語環境での第二言語習得の特徴、学習者要因等について学

ぶ。 
（５）マザーグース等・絵本・児童文学 

 英語らしいリズムを意識したマザーグース等を朗誦したり、聞き手が子どもであるこ

とを意識しながら絵本の物語を語り聞かせたり、英語で書かれた児童文学の音読や黙読

を行う。 
（６）様々な国・地域の生活・習慣 

 自らとの違いを尊重する視点を持ちながら、様々な国・地域の生活・習慣について学

ぶ。 
（７）異文化交流 

 人的な交流等の実体験を伴った交流を行う。 
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小学校英語コースで扱う項目案 

  
 
◆目標 

 外国語活動・教科外国語の授業を実践するためのより高い指導力を身に付ける。 

 
◆学習項目 

１．専門的な知識 

（１）第二言語習得理論についての知識 
（２）音声学についての知識 
（３）第二言語教授法についての知識 
（４）カリキュラムについての知識 
（５）教材についての知識 
 
２．専門的な指導技術 

（１）リスニングの指導 
（２）スピーキングの指導 
（３）リーディングの指導 
（４）ライティングの指導 
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（２）教員研修 コア・カリキュラム（試案） 

①現状と課題 

                                          
 

初等調査 Q14、Q15 で「現職教員研修に関しての取り組みについて」、教育委員会調査

Q10、Q12、Q36 で「小学校教員を対象にした研修内容について」尋ねたところ、英語力の

向上や外国語活動関連の研修を通したさらなる指導力の向上が重視されていることが明ら

かになったが、その取り組みには大きな違いがあることが課題となっている。以下、教員研

修の現状と課題について詳しくみていく。 
 

（１）求められる英語力について 

 
①教員の英語力向上の必要性 

教育委員会 Q48 で今後重要な研修内容について尋ねたところ、「４技能の指導①聞くこと

②話すこと」が最重要内容として指摘された。教員が英語を聞く･話す指導をするために、

教員自身の英語で聞く･話す力を向上させることは不可欠であり、英語力向上のための研修

が求められていることが示唆された。同調査 Q12 で法定研修の内容として重要な項目を尋

ねたところ、英語力の向上のための内容を盛り込むことが、特に 10 年経験者研修において、

重要であると認識されており、継続的な英語力向上のための研修が必要であることがうかが

える。同調査 Q50 で小学校教員が採用時に身に付けておくべき知識･技能について尋ねたと

ころ、「英語力」は中学校･高等学校教員ほど求められていないが、外国語活動の早期化、教

科化、入門期における良質なインプットの重要性を考えると、初年次から小学校教員の英語

力の向上が求められる。有識者からは、小学校で英語を教えるにあたって中学校で学習する

程度の文法の知識を身に付けることは必要であるが、小学校教員の中には英語に対して苦手

意識の強い人が多いので、クラスルーム・イングリッシュはもとより、授業で扱う英語表現

や語彙は自信を持って話せることが必要だという指摘があった。特にクラスルーム・イング

リッシュは英語に苦手意識のある小学校教員のよりどころとなっており、これを運用するこ

とで自信がうまれるといった声も聞かれた。 
 
 

 
 
 

  

まとめ 

◎教室で使用する平易な英語を運用する力を付けることが重要である。 

◎クラスルーム・イングリッシュを研修で有効に扱うことが重要である。 
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（２）求められる指導力のさらなる向上について 

 

①教員の指導力向上の必要性 

教育委員会調査 Q12 で法定研修の内容として重要であると認識されている項目は、初任

者研修では「基礎的な指導技術の獲得」「モデル授業の参観による優れた指導方法の獲得」

「教材研究や学習指導案作成」「協働的な授業改善への努力」、10 年経験者研修ではこれらに

加え「外国語教育に関する専門的知識の獲得」であった。いずれも教員の指導力向上に関す

る内容で、日々の授業改善への努力だけではなく、研修でも指導力の更なる向上の必要性が

期待されている。有識者等からも、指導法や模擬授業、ALT とのティーム・ティーチング

等について実践的・体験的な研修が必要であり、自身の学級での授業実践も研修内容として

取り上げることで、より効果的な研修プログラムにしていくことが求められるという指摘が

あった。その際に、中学校の前倒しのような英語授業ではなく小学校英語のゴールやイメー

ジを具体的に理解してもらう必要性、評価を切り口に指導方法を扱うことや児童の状態を適

切に把握する力を付けるための研修の必要性といった評価に関する内容を盛り込むことも

提案された。今後の教科化を見据えて、外国語が教科になった時の具体的なイメージと「こ

れなら私にもやれる」という思いを持てるような研修が必要との指摘もあった。また、養成

と同様に研修でも、子どもの言語獲得についての理解、暗記型の指導にならないことに留意

すること、（音声）インプットの重要性の理解などを盛り込むことが重要であると指摘され

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このようなことを踏まえて、以下に小学校外国語活動・外国語（英語）教育担当の教員研

修のために基本的に必要なコア・カリキュラム（試案）を提案する。 
 
  

まとめ 

 ◎小学校英語の目標を理解すること、及び評価を扱うことは重要である。 
 ◎授業のイメージが持てるような研修が効果的である。 
 ◎子どもの言語習得についての理解が重要。 
 ◎暗記型の指導にならないことに留意することが重要。 
 ◎（音声）インプットの重要性を理解することが重要。 
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②コア・カリキュラム（試案）項目一覧 ＊全体の構造図は pp.202-203 を参照 

 

教職１～３年目 

                                           
 
◆目標 

児童の特性や発達段階、学校の特色に合わせて授業活動を行うための英語力・指導力を

身に付ける。 

 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

（１）発音や強勢、リズム、イントネーションを意識した会話ができる英語力 
 
２．指導力 

（１）子どもの第二言語の学びの特徴 
（２）ことばの学ばれ方の特徴 
（３）英語での語りかけ方 
（４）児童の発話の引き出し方 
（５）児童とのやりとりの進め方 
（６）題材の選定の仕方・教材開発の仕方 
（７）短時間学習等の設計 
（８）単元構成・１時間の授業の構成・様々な活動・指導案作成の仕方 
（９）ティーム・ティーチングによる指導の在り方 
（10）教材・ICT の活用の仕方 
 

３．授業研究 

（１）授業観察 

 
教職４～９年目 

                                           
 
◆目標 

 校内研修や公開授業等の中心的役割を担い、各学校での外国語教育の質の向上に貢献する。 

 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

（１）クラスルーム・イングリッシュを土台に意味のあるやりとりができる英語力 
（２）児童の発話や行動に対し、適切に対応できる英語力 
（３）正書法・発音と綴りの関係の理解 
（４）ALT と授業について打ち合わせができる英語力 

 

２．指導力 

（１）教材開発の仕方 
（２）音声・語彙・文法の基本的な知識 
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（３）文字言語の与え方、読む活動・書く活動への導き方 
（４）意味のある活動のデザイン 
（５）年間指導計画の作成の仕方 
（６）CAN-DO リスト形式の学習到達目標と評価の活用 
（７）小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割 
（８）第二言語習得理論の基礎 
 

３．授業研究 

（１）授業公開 
（２）授業改善 
 
教職１０年目以降 

                                           
 
◆目標 

 英語力・指導技術をさらに磨き、メンターとして後進の指導にあたる。 

 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

（１）児童が理解できない英語を児童に分かるように言い換えることができる英語力 
 
２．指導力 

（１）多様な学校・児童のニーズへの対応の在り方 
（２）国語教育との連携によることばへの気づき 
 
３．授業研究 

（１）公開授業等の企画・運営 
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③コア・カリキュラム（試案）項目一覧 解説 

 
教職１～３年目 

                                           
 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

 英語に対する苦手意識が強い教員が英語を使う気持ちになるよう、自信につながる研修を

行うことが重要である。短時間で上達するのは困難であり、地道に英語を使ったり練習した

りするよう、意欲を高める工夫をすることが重要である。 
（１）発音や強勢、リズム、イントネーションを意識した会話ができる英語力 

 知識として持っている英語表現を正確に運用し、分かりやすい発音やイントネーション

で会話することを目指す。授業で目標とする英語表現を相手意識を持って丁寧に話す等、

実践的な内容を扱う。 
 
２．指導力 

 授業を行うための核となる知識・技能を身に付けるため、理論と実践面のバランスを考慮

して研修を行う。実践的な内容を扱う際には、理論と結び付けながら、それぞれの活動の意

味を考えさせる内容にするなどの工夫が必要である。 
（１）子どもの第二言語の学びの特徴（187 ページ参照） 
（２）ことばの学ばれ方の特徴（187 ページ参照） 
（３）英語での語りかけ方（188 ページ参照） 
（４）児童の発話の引き出し方（188 ページ参照） 
（５）児童とのやりとりの進め方（188 ページ参照） 
（６）題材の選定の仕方・教材開発の仕方（188 ページ参照） 
（７）短時間学習等の設計（188 ページ参照） 
（８）単元構成・1 時間の授業の構成・様々な活動・学習指導案作成の仕方（188 ページ参照） 
（９）ティーム・ティーチングによる指導の在り方（189 ページ参照） 
（10）教材・ICT 等の活用の仕方（189 ページ参照） 
 
３．授業研究 

 客観的に授業を観察することで自らの実践と対比し振り返る機会となる。授業を観察する

視点を明確にすることで、課題意識が高まることが期待される。 
（１）授業観察 

 実際の授業や映像を通して授業観察を行い、授業の構成や児童の学びの様子を見取るこ

とを目指す。 
 
教職４～９年目 

                                           
 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

 自らの英語力を認識し、課題意識を持って向上に取り組む。子どもの発話に対して注意を

払い、必要に応じて誤りに気づかせるよう英語で働きかけを行えることを目指す。教員が身

に付けてきたクラスルーム・イングリッシュを、自信を持って使えるように励まし、さらに
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子どもとのやりとりに発展するよう、意欲を高めることが重要である。 
（１）クラスルーム・イングリッシュを土台に意味のあるやりとりができる英語力 

 授業運営に必要な定型表現のみならず、授業で扱う英語表現を使いながら子どもとよ

り自然なやりとりができることを目指す。 
（２）児童の発話や行動に対し、適切に対応できる英語力 

 児童の一人称での発話に対して、二人称で復唱したり、児童の発話に誤りがあった際

に正しく言い直して聞かせたりすることができる英語力を目指す。 
（３）正書法・発音と綴りの関係の理解 

正書法・発音と綴りの基本的な関係を理解する。 
（４）ALT 等と授業について打ち合わせができる英語力 

 ALT 等に対して授業の流れや ALT 等がするべきことを説明できることを目指す。 
 
２．指導力 

 文字言語や年間指導計画について、自らの実践をより広い視野で捉えるための知識や指導

技術を身に付ける。音声から文字の指導へ、単元計画から年間計画へと研修のトピックを広

げながら、小学校の指導の先に続く中・高等学校での英語教育についても理解する。 
（１）教材開発の仕方（188 ページ参照） 
（２）音声・語彙・文法の基本的な知識（190 ページ参照） 
（３）文字言語の与え方、読む活動・書く活動への導き方（188 ページ参照） 
（４）意味のある活動のデザイン 
（５）年間指導計画の作成の仕方 
（６）CAN-DO リスト形式の学習到達目標と評価の活用（189 ページ参照） 
（７）小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割（187 ページ

参照） 
（８）第二言語習得理論の基礎（190 ページ参照） 
 
３．授業研究 

 十分準備した授業を公開することで、日常の授業実践では見過ごしがちな事柄を再発見す

ることができる。参観者のコメントを通して、授業改善の視点を得ることができる。 
（１）授業公開 

 学習指導案を入念に作成し、必要な教材を整え、授業で使う英語表現をより流暢に正

確に使えることを目指す。 
（２）授業改善 

 授業を振り返り、自分の実践の特徴や課題を見極め、課題については改善の方策を探

ることを目指す。 
 
教職１０年目以降 

                                           
 
◆研修で扱うべき項目 

１．英語力 

 相手の言っていることを理解し、自分の伝えたいことが伝えられる英語力を目指す。定型

表現にとどまらない表現・語彙を使用して会話する。 
（１）児童が理解できない英語を分かるように言い換えることができる英語力 
 児童が理解できないことが何かを見極め、適切に分かるように言い換えることを目指す。 
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２．指導力 

 授業改善の意欲を持ち、様々な環境で安定して高い指導力を発揮できるための知識・技術

を目指す。ことばへの関心を高め、豊かな言語経験を子どもに与えることができる指導力を

身に付ける。 
（１）多様な学校・児童のニーズへの対応の在り方（187 ページ参照） 
（２）国語教育との連携によることばへの気づき（187 ページ参照） 
 
３．授業研究 

 自らの英語力・指導力をさらに伸ばす努力を続けるとともに、校内・地域内の若手教員の

成長をサポートする役割が期待される。 
（１）公開授業等の企画・運営 
 校内・地域の課題を把握し、課題の解決につながるような授業研究の企画・運営ができる

ことを目指す。 
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（３）教育職員免許法 認定講習（中学校英語教員）に加え必要なもの（2 単位程度） 

 

 小学校英語教科化に向けた学校の中核となる教員に対して、より専門性の高い英語力・指

導力が期待されている。中央教育審議会・教員養成部会の答申（平成 27 年 12 月）において

は、「小学校教員が教科化に向けた専科指導や小・中・高等学校の一貫した学びの接続に留

意した指導に当たることが可能となるよう必要な研修を充実するとともに、『免許法認定講

習』の開設支援等による小学校免許状と中学校英語免許状の併有を促進する必要がある。」

との指摘がなされている。 

 国においても、平成 28 年度より国の事業として「小学校英語教科化に向けた専門性向上

のための講習の開発・実施」が予定され、小・中学校の学びの円滑な接続を図ることを前提

に、中学校の学習内容を理解し、教科についての専門的知識を有する教員を各小学校に計画

的かつ段階的に配置し、校内の教科化に向けた準備、校内研修の企画・運営、教材研究など

を行うことが期待されている。 
 このため、小学校において系統的な教科指導にあたる英語力・指導力のある教員を段階的

に育成するために必要な認定講習のモデルのカリキュラム案を提案する。 

 

◆目標 

 外国語活動・教科外国語の授業を実践するための指導力を向上させる。 

 

◆学習項目 
 以下の項目を、講義・授業観察や体験・模擬授業を通して身に付ける。 
 
１．子どもの第二言語習得についての知識・理解 

 教員としての経験と結び付けながら、子どもの第二言語習得の特徴について整理する。子

どものことばの学び方の特徴を生かす指導法の在り方について考え、実践することが重要で

ある。 

（１）子どもの学び方の特徴の理解 
 ・言語使用を通して言語習得へ 
 ・類推から理解へ 
 ・音声に対する敏感さ 

（２）ことばの学ばれ方の特徴の理解 
 ・国語教育との連携によることばへの気づき 
 ・意味内容重視 
 ・受信から発信、音声から文字へ 
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２．現在の小学校外国語教育についての知識・理解 

 ここでは特に、小・中・高等学校の英語教育の中で小学校が果たすべき役割について理解

を深めることが重要である。各校種の役割を把握することで、小学校の実践の中で、適切に

ゴールを設定できることが期待される。 

（１）小学校外国語教育 
 ・小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割 

 
３．授業実践 

（１）指導技術 
 音声でのやりとりからスタートする小学校の授業実践においては、子どもに語りかけ

る技術がことのほか重要である。児童理解ができている教員としての経験を活かし、丁

寧に聞かせる工夫や、言語外情報を適切に与えながら理解させた気にさせる技術を磨く。

その上で、子どもからの自然な発話を引き出す根気強さも要求される。 

 ・英語での語りかけ方 
 ・児童の発話の引き出し方 
 ・児童とのやりとりの進め方 
 ・文字言語の与え方 
 ・読む・書く活動への導き方 

（２）授業づくり 
 いろいろなタイプの授業づくりに実践的に取り組むことを通して、実際の授業での実

践のイメージをつかむことができる。下記の項目を均等に扱うのではなく、受講者のニ

ーズに合わせた取り組みを行うなど、柔軟な授業運営を行うことも可能である。 
 ・題材の選定の仕方 
 ・年間指導計画・単元構成・1 時間の授業構成・様々な活動・学習指導案作成の仕方 
 ・短時間学習の設定 
 ・ティーム・ティーチングによる指導の在り方 
 ・教材・ICT 等の活用の仕方 
 ・CAN-DO リスト形式の学習到達目標と評価における活用 
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（４）履修証明制度 

 社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プ

ログラム）を履修した修了者に対して、法に基づく履修証明書（Certificate）を交付する履

修証明制度を通信教育等で利用し、小学校での外国語活動・より高い英語力・指導力を身に

付けることが期待されている。 

 このため、小学校において系統的な教科指導に当たる英語力・指導力のある教員を段階的

に育成するために必要な履修証明制度で扱うべき項目を提案する。 

 

◆目標 

 外国語活動・教科外国語の授業を実践するための指導力を向上させる。 

 

◆学習項目 

１．子どもの第二言語習得についての知識・理解 

 教員としての経験と結び付けながら、子どもの第二言語習得の特徴について整理する。子

どものことばの学び方の特徴を活かす指導法について考え、実践することが重要である。 

（１）子どもの学び方の特徴 

・言語使用を通して言語習得へ 

・類推から理解へ 

・音声に対する敏感さ 

（２）ことばの学ばれ方の特徴 

・国語教育との連携によることばへの気づき 

・意味内容重視 

・受信から発信、音声から文字 

 

２．現在の小学校外国語教育についての知識・理解 

 ここでは特に、小・中・高等学校の英語教育の中で小学校が果たすべき役割について理解

を深めることが重要である。各校種の役割を把握することで小学校の実践の中で、適切にゴ

ールを設定できることが期待される。 

（１）小学校外国語教育 

・小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割 

 

３．授業実践 

（１）指導技術 

 音声でのやりとりからスタートする小学校授業実践においては、子どもに語りかける

技術がことのほか重要である。 

・英語での語りかけ方 

・児童の発話の引き出し方・児童とのやりとりの進め方 
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・文字言語の与え方・読む活動・書く活動への導き方 

（２）授業づくり 

 学習指導案の作成と教材の活用を中心に扱うことで、実際の授業実践のイメージを明

確にすることが期待される。 

・題材の選定の仕方・教材開発の仕方 

・年間指導計画・単元構成・1時間の授業構成・様々な活動・学習指導案作成の仕方・

短時間学習の設定 

・教材・ICT等の活用の仕方 
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（５）小学校コア・カリキュラム（試案）運用上の留意点 

 

①シラバス 

 コア・カリキュラム（試案）で提示された学習項目は、それぞれを 1 回の授業で扱う

のではなく、２単位以上程度の授業全体の中で学習するものである。シラバス作成にあ

たっては複数の学習項目を 1 回の授業で扱ったり、受講生の実態に合わせて、ある学習

項目に重点を置いたりするなど、各大学で検討することが望ましい。特に教科に関する

科目においては、授業を行うのに必要な英語力を身に付けることが最重要視されること

が期待される。 

 

②クラスサイズ 

 模擬授業等が有効に行われるにはクラスサイズについての配慮が必要である。この点に

ついては各大学で検討することが望ましい。 

 

③担当教員 

 専門性を持った担当教員の配置について、各大学で検討することが望ましい。 

 

④ALT 等 

 英語教育改革が進めば、今後 ALT 等外部人材の登用が増えると考えられる。ALT 等の

指導力向上も重要な課題である。 
 

⑤研修時間確保 

 研修に参加する意欲が高い教員でも日々の多忙さが軽減されなければ研修に参加でき

ない状況や、研修参加に対する管理職の理解が不可欠である。教員の職務全般を整理し、

教員としての成長を保証できる環境をつくる努力が続けられることが肝要である。 

 

⑥年次のとらえ方 

 英語力・指導力に関して、現時点では経験年数に関わらず、すべての教員に必要である

ため、構造図では中学・高等学校の教員のように経験年数に応じたカリキュラムを示して

はいない。 
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２．中・高等学校 教員養成・教員研修コア・カリキュラム（試案） 

（１）教員養成 コア・カリキュラム（試案） 

 

①現状と課題 

 
 今回実施した中等調査の結果から、教員養成段階では一般的な英語力のさらなる向上に加

えて「英語で授業ができる程度の英語力」に対するニーズが高いことがわかった（教育委員

会調査 Q51）。また、指導力の面では、教科の指導法に関する科目の単位数増加と内容のさ

らなる充実が求められている（中等調査 Q20）。特に、言語能力の測定と評価（パフォーマ

ンス評価を含む）に関す内容を扱うことや、授業観察・授業体験・模擬授業を確実に実施す

ることが求められている。また、教科に関する科目については、各領域の内容を見直した上

で、バランスよく学ぶことができるカリキュラムの提案が必要とされている。 
 
（１）求められる英語力について 

 

①英語力向上の指標 

 有識者への意見聴取から、英語担当教員の英語力としては、教える英語のレベルよりも上

のレベルを目指すべきであり、具体的には CEFR B2 レベルや、実用英語技能検定（英検）

準１級レベル相当という基準が示されている。教員採用に当たって英検２級を必須としてい

るケースは１県のみであった（教育委員会調査 Q56）。 
 また、教育実習に行くための英語力の最低レベルを設定するべきであるとの意見があり

（有識者の意見聴取ならびに調査研究担当者）、例として、高等学校では CERF の B2 レベ

ル、中学校では同 B1 レベルを満たすことが必要であるとの見解が出された。「実習に行く

ための英語力」や「教科教育法を受講するための英語力」の基準を設定している大学もある。 
 
②一般的な英語力と、英語を教えるための英語力の習得の必要性 

 中・高等学校の採用時点で、「一般的な英語力」及び「英語で授業ができる程度の英語力」

が身に付いていることが求められている（教育委員会 Q51、有識者等の意見聴取、調査研究

担当者）。一般的な英語力を高めるだけではなく、生徒と英語でコミュニケーションを取れ

るように、生徒のレベルに合わせて用いる英語を調整する、生徒の発話に対して適切なフィ

ードバックやコメントを与える、ALT 等と協同して指導する等のことができる英語力が必

要であるとの意見が出された（有識者等、調査研究担当者）。教員養成課程において、自主

ゼミの形で学生自らが指導者となって英語のみで行う英語集中合宿や英語セミナーを定期

的に開催している試みもある（有識者等の意見聴取から）。 
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まとめ 

◎中・高等学校の英語担当教員となるには英語力が不十分な学生が多く、英語力そのも

のをさらに高める必要がある。 

◎一般的な英語力とは別に、「授業で英語を指導する」ために、また、「授業を英語で行

う」ために役立つ英語力の育成が必要である。 

 

（２）求められる指導力について 

 

① 英語科教育法の単位数及び内容 

 中等調査 Q20 や有識者の意見聴取から、教職に関する科目のうち、「英語科の指導法」（英語

科教育法）に関しては、現行の必修２単位より必要単位数を増やすべきだとする意見が出されて

いる。現状においては、本来身に付けるべき指導力が不十分なまま卒業しているのではないかと

の意見（有識者）、模擬授業など、養成段階で確実に行っておくべきことがあり、授業時数が足り

ないのであれば、時数を増やしてでもやってほしいとの意見（調査研究担当者）、教職に関する

科目を系統立てて設定することが重要であるとの意見（調査研究担当者）も出された。 
 
② カリキュラム／シラバスに関する理解 

 カリキュラムやシラバスに関しては、教科用図書の「活用」を含めてほしい、例えば、実

際の教科用図書を活用してコミュニケーション能力を育成する指導力を身に付けてほしい

との意見が出されている（調査研究担当者、英語教育関係者）。 
 中･高等学校の英語教員養成でも、小学校における英語教育に注目した内容を盛り込むべ

きであるとの指摘がある（有識者）。小学校段階から高等学校段階までの英語教育を成功さ

せるためには、児童・生徒の発達段階をよく理解した上で、一貫した目標に基づく指導と評

価が必要であるとの指摘や、現在は小・中連携、中・高連携などの課題があり、教職に関す

る科目において、小・中・高の英語教育全体の中で小学校の英語教育を位置付けると同時に、

英語教育の一貫した目標やコミュニケーション能力、第二言語習得、CEFR などの理解を促

すことが重要であるとの意見が出された（調査研究担当者、英語教育関係者）。 
 
③ 複数の技能を統合した指導 

 英語教育関係者からの意見聴取及び平成 28 年１月 12 日中央教育審会教育課程企画特別

部会外国語ワーキンググループ資料２－２」から、今後、技能統合型の言語活動の充実が求

められている。 
 
④ 生徒の特性や習熟度に応じた指導 

 中・高等学校の教員採用時に、「生徒の学習状況や特性を理解する力」が身に付いている

ことが求められている（教育委員会調査 Q51）。また、高等学校は中学校と比べて、学校ご

とに生徒の習熟度が大きく異なるため、生徒の多様性への対応が高等学校のコア・カリキュ

ラムでは重要であるとの指摘があった（調査研究担当者）。 
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⑤ 授業づくり 

 教育委員会調査 Q51 から、中・高等学校の教員採用時に「学習指導案の作成」について

の知識が身に付いていることが求められていることが分かった。また、英語教育関係者から

は、教育実習の開始前までに学習指導案の書き方を学んできてほしいとの意見や、大学時代

に授業計画の立て方や学習指導案の書き方を学びたかったとの感想が出された。 
 
⑥ 評価 

 教育委員会調査 Q51 から、中・高等学校の教員採用時に「学習評価」についての知識が

身に付いていることが求められていることが分かった。また、多数の有識者から、学習評価

やテスティングについて学ぶ必要があるとの指摘があった。英語教育関係者からも、大学時

代に学習評価やテストの作成方法について学んでおきたかったとの声が多数あり、調査研究

担当者からも、英語科教育法の授業で４技能を適切に測定する評価方法を扱っている大学が

少なすぎる、学習到達目標についての理解も加えるべきであるとの指摘があった。 
 
⑦ 専門知識 

 語彙学習・音声学・教育原理などを全般的に学ぶ必要がある（教育委員会調査 Q51、Q52、
調査研究担当者）。一方、中等調査 Q4 からは、音声と文法を単独で扱っている割合は多い

ものの、同様に（或いはそれ以上に）重要だと思われる第二言語習得理論を扱っている又は

単独開設している大学は少なく、第二言語習得理論を知らずに教壇に立っている実態が伺え

る。また、有識者からは、教員養成課程においては、中・高等学校では学べない理論・原理

を学ぶことが中心であるべきで、それが中・高等学校での指導経験を通じて花開くはずであ

り、内省的英語教員として成長するためには理論は疎かにできないとの指摘があった。調査

研究担当者からも、感覚的な指導をしている教員と、しっかり勉強してきた教員とでは違い

が出てしまうので、理論をしっかりと学んできてほしいとの意見が出された。 
 
⑧ 授業形態 

 授業観察について、中等調査 Q17 において、実際に学校を訪問して授業を観察する機会

が十分には与えられていないことが明らかになっており、同様の指摘は英語教育関係者から

も出された。また、中等調査 Q18 からは、教育委員会との連携の中でも、「学生の授業参観

を斡旋する」ことや「指導補助として学生を授業に参加させる」取り組みが少ないことが明

らかになった。有識者からも、授業観察の機会を設けるとともに、授業観察の視点をしっか

りと養うことが重要との指摘があった。 
 教科の指導においては模擬授業の実施が求められているが、模擬授業は授業のクラスサイ

ズが大きすぎると実施が困難なため、コア・カリキュラムでクラスサイズについて言及すべ

きであるとの意見が出された（有識者、調査協力担当者、英語教育関係者）。適正なクラス

サイズとして、25 人のクラスサイズで実施しているとの報告が有識者からあった。また、

調査研究担当者からは、PDCA サイクルを取り入れた模擬授業の実施をコア・カリキュラム

に含めるべきであるとの指摘があったほか、討論や交渉等を行う模擬授業が現段階で少ない
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ことは致し方ないが、特に高等学校の次期学習指導要領改訂を見据え、今後改善が必要であ

るとの意見が出された。 
 

まとめ 

◎教科教育に関する授業が少ない。 

◎小学校での英語教科化等を含む今後の日本の英語教育を考えると、小・中・高の連携を

学ぶ必要がある。 

◎授業計画や学習指導案の作成方法について、大学で十分に学ぶことができていない。 

◎学習評価や具体的なテスト作成について、大学で十分に学ぶことができていない。 

◎指導に役立つ第二言語習得等の専門知識を学ぶ必要がある。 

◎授業観察をする機会が十分ではない。 

◎模擬授業の機会が十分には与えられていない。 

 

（３）教科に関する科目について 

 

① 各領域の捉え方とバランス 

 今回の調査では、特に教育委員会への調査及び有識者への意見聴取から、英語教員の養成

において、文化に対する理解のニーズが高いことが明らかになっている。また、文学は、教

養を深めるだけでなく英語による思考力を深め、表現力を向上させるとの報告が有識者から

あり、重要視されていることがわかった。一方で、大学に対する調査結果から、「英米文学」

に関する科目において「英語圏の歴史・社会・文化」が最も多く扱われていることが明らか

になった（中等調査 Q5）。 
 また、各領域の履修バランスが偏っている（偏って履修してもかまわない）ことが問題で

あるとの意見があった（中等調査 Q20、有識者）。また、コア・カリキュラムに、各領域の

捉え方とその中で求められる科目、さらに必要となる単位数を明記したほうがよいとの意見

が出された（調査研究担当者）。 
 必要単位数の内訳については、３人の有識者から以下のような具体的な提案があった。 
  有識者 A からの提案： 
   １）英語学６ 英語コミュニケーション６ 異文化理解６ 自由選択２ 
   ２）英語学６ 英語コミュニケーション８ 異文化理解４ 自由選択２ 
   ３）英語学４ 英語コミュニケーション８ 異文化理解６ 自由選択２ 
  有識者 B からの提案： 
   英語学・英米文学２  英語コミュニケーション８  異文化理解４ 
  有識者 C からの提案： 
   英語学（内容学６、英語教育的領域４） 
   英語コミュニケーション（英語教育的領域６） 
   文学・異文化理解（英語教育的領域４） 
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まとめ 

◎英語教員の養成において、文化に対する理解のニーズが高い。 
◎文学は、教養を深めるだけでなく英語による思考力を深め、表現力を向上させる。 
◎英米文学に関する科目において「英語圏の歴史・社会・文化」が扱われることが多い。 
◎教科に関する知識に偏りが出ないよう、バランスよく学ぶ必要がある。そのためには、

単位数を含め、各領域の内容について、コア・カリキュラムで提案する必要がある。 

 

②英語コミュニケーション 

※上記「（１）求められる英語力について」の記述を参照。 

 

② 英語学 

 英米文学や英語学の授業においても「教職のため（英語を指導する際に役立つ）」という

視点が必要であるが、実際に学校で教員が有効に活用できる知識からほど遠い内容であるケ

ースが多いとの指摘が多数の有識者からあった。また、文学、語学の授業で扱うべき内容を、

コア・カリキュラムで具体的に提案する必要があるという意見（有識者）、文学や語学につ

いては「英語を指導するために何が必要か」という点から考えて、そのエッセンスを取り入

れるとよいとの意見（有識者、調査研究担当者）があった。中等調査 Q8 においては、教科

に関する科目の中で教職を意識した内容の扱い方をしているとの回答が６割弱あった一方

で、教職を意識した扱いをしていないとの回答も５割弱あった。「英語学と英語教育」や「英

文学と教材研究」など、英語教育やコミュニケーションと関連させた授業設定をしているケ

ースもあった（調査研究担当者）。 
 英語学については、英語学で扱う内容は「中・高校生に指導する上で必要となる範囲」と

すべきという意見（有識者）、英語学では「学校文法」を学ぶ必要があるという意見（有識

者）、音声学（正しい発音、イントネーション、プロソディを含む）を学ぶ必要があるとの

意見（有識者多数、英語教育関係者）が出された。また、多くの専門知識を持っていたほう

が良い授業ができる、学問を深めることは大学でしかできない、発音と綴りの関係や語彙を

教える上で、英語史などは役に立つとの意見が出された（調査研究担当者）。 

 

③ 英米文学／異文化理解 

前述のように、英米文学や英語学の授業においても「教職のため（英語を指導する際に役

立つ）」という視点が必要であるが、実際に学校で教員が有効に活用できる知識からほど遠

い内容であるケースが多いとの指摘が多数の有識者からあった。また、文学、語学の授業で

扱うべき内容を、コア・カリキュラムで具体的に提案する必要があるという意見（有識者）、

文学や語学については「英語を指導するために何が必要か」という点から考えて、そのエッ

センスを取り入れるとよいとの意見（有識者、調査研究担当者）があった。中等調査 Q8 に

おいては、教科に関する科目の中で教職を意識した内容の扱い方をしているとの回答が６割

弱あった一方で、教職を意識した扱いをしていないとの回答も５割弱あった。「英語学と英

語教育」や「英文学と教材研究」など、英語教育やコミュニケーションと関連させた授業設
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定をしているケースもあった（調査研究担当者）。 
文学については、英語圏の考え方を知るには文学は必要との意見（有識者）や、深い読み

を体験し、教養を身に付けて人間性を豊かにするためにも文学は必要との意見（有識者）が

出された。また、高等学校で指導するには、論理展開が明確な説明文や論説文だけでなく、

文学的な作品も読める必要がある、芸術として解釈する力、読み解く力、推論を働かせる力

が必要で、それを身に付けるための手ほどきは必要との意見が出された（有識者）。 
一方で、文学について、「英米」と限定する考え方は時代に合っていない、「英語圏の」或

いは「英語で書かれた世界の文学」とするべきとの意見が出された（有識者）。 
「英米文学」に関する科目の内容において、「英語圏の歴史・社会・文化」が最も多く扱わ

れている（中等調査 Q5）。また、中・高等学校では文化に対する要望が強い（教育委員会調

査 Q51、Q52）。「文学」について、大衆文化を広く含んだ内容として捉え直すか、或いは、

より広く「英語圏文化」といったくくり方もあるのではないか、しかし、その場合は「異文

化理解」との違いが曖昧になるので、両方を合わせてどちらかの名前に統一する方法も考え

られるとの意見があった（有識者）。また、文学を通して背景にある文化を学ぶことができ

るとの意見もあった（有識者）。文学も含むより広い概念としての「文化」を扱うとよい、

学習指導要領や観点別学習状況の評価では「文化」が扱われているという意見も出された（調

査研究担当者）。 
「異文化理解」の科目の中では、英語圏の文化に関する内容が 75％を占めている（中等調

査 Q7）。また、「異文化理解」に関する科目の中で欧米やカナダ、オーストラリアといった

国々に関する名前がついている科目数は全体の 55％（720 科目中 397 科目）あり、「異文

化」と「英語圏」を区別せずに科目設定をしている現状がある（中等調査 Q7）。また、「異

文化理解」では、留学生や帰国生との交流が効果的であるとの意見が出された（有識者）。 
 

まとめ 

◎英語学や文学を学ぶことは必要。ただし、「英語教育に資する」という観点からの教授

内容には充分になっていない現状がある。文学・語学の授業で扱う内容について、コ

ア・カリキュラムにおいて具体的な提案が求められる。 
◎中・高等学校では、文化について養成課程で学んできてほしいという要望が強い。 
◎大学における「異文化理解」に関する授業では、「英語が話されている地域」が取り上

げられている傾向が強い。 
 

⑤教科に関する科目の領域の再編成の提案 

 現行の教育職員免許法施行規則において、「教科に関する科目」は「英語学」「英米文学」

「英語コミュニケーション」「異文化理解」の４領域からなるが、本コア・カリキュラム（試

案）においては、これを「英語コミュニケーション」「英語学」「異文化理解・文学」の３領

域とすることを提案する。理由は、以下のとおりである。 
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１）「英語圏」と「非英語圏」の垣根を取り除き、グローバル人材の育成を目指す 

 今日、情報通信・交通手段等の飛躍的な技術革新を背景として、政治・経済・社会等のあ

らゆる分野で「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」が国境を越えて高速移動し、金融や物流の市

場のみならず人口・環境・エネルギー等の諸課題に至るまで、全地球的規模で捉えることが

不可欠となっている。こうした「グローバル化」に対応するために、我が国においてもグロ

ーバル人材の育成が急務である。 
 グローバル化が急速に進む中で、英語は、いわゆるネイティブ・スピーカーのみならず、

世界の人々によってコミュニケーションのための国際共通語として用いられている現状が

あり、我が国においても、英語運用能力を身に付けることが一層重要になってきている。ま

た、言語や文化が異なる人々と積極的に交流し、多様な経験を通じて異文化に対する理解を

深める必要がある。 
 このような状況の中で、今後の英語教育においては、異文化コミュニケーションについて

の理解と異文化交流の体験が不可欠であるとともに、英語が使われている国や地域の歴史・

社会・文化について理解を深め、幅広い教養と深い専門性などを修得することが求められる。 
 英語担当教員にとって、英米の文化や文学についての知識・理解が重要であることは言う

までもないが、その重要性を十分に認識しつつ、それらにとどまることなく、広く国際共通

語として英語を用いる人々の文化や文学に対する理解のある人材育成を目指すのが我々の

コア・カリキュラムの理念である。 
 

２）「文学」と「文化」をともに学ぶことへの期待 

 言語の習得のために当該言語で書かれた文学を学ぶことは大切であるが、国際共通語とし

て世界の多くの国や地域で用いられている英語の学習においては、文学を含むより幅広い文

化について理解を深める必要がある。 
 中学校及び高等学校の学習指導要領「外国語」においては、これまで一貫して広義の「文

化」の重要性について言及されてきている。1969 年版及び 1977 年版の中学校学習指導要

領「外国語」の「指導計画の作成と内容の取扱い」では、「題材は、その外国語を日常使用

している人々をはじめ広く世界の人々の日常生活、風俗習慣、物語、地理、歴史などに関す

るもののうちから変化をもたせて選択するものとする」と記載されている。1989 年版、19
98 版、2008 年版では、「世界の人々の」に相当する部分が「世界の人々及び日本人の」に拡

張されており、さらに 2008 年版では、「伝統文化や自然科学」が新たに加わっている。ま

た、1989 年版・1998 年版・2008 年版ともに、配慮すべき３つの項目が付記されている。2
008 年度版の中学校学習指導要領「外国語」では、以下のように記載されている。 
  ア 多様なものの見方や考え方を理解し、公正な判断力を養い豊かな心情を育てるのに

役立つこと。 
  イ 外国や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに、言語や文化に対する

関心を高め、これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 
  ウ 広い視野から国際理解を深め、国際社会に生きる日本人としての自覚を高めるとと

もに、国際協調の精神を養うのに役立つこと。 
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高等学校学習指導要領「外国語」においても中学校と同一の配慮事項に加え、次の事項が加

えられている。 
  エ 人間、社会、自然などについての考えを深めるのに役立つこと。 
 学習指導要領におけるこれらの理念を具現化するためには、英語担当教員自身が世界で英

語を用いる人々の文化の多様性を認識し、その理解を深めることが必要である。 
 また、今回の調査では、特に教育委員会への調査及び有識者への意見聴取から、英語教員

の養成において、文化に対する理解のニーズが高いことが明らかになっている（Ⅲ．調査結

果参照）。さらに、文学とともに文化を学び、両者が相まってより高い効果が期待できると

考えられる。 
 大学に対する調査結果から、「英米文学」に関する科目において「英語圏の歴史・社会・

文化」が最も多く扱われ、「文学」と「文化」が実際の授業内では一定程度扱われているこ

とが明らかになっている（中等調査 Q5）。「英米文学」と「異文化理解」を１つの領域とし

てより効果を高めることは今後の英語教育実践にも期待されるものである。 
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②コア・カリキュラム項目一覧（試案） ＊全体の構造図はpp.230-231を参照 

 

 

教職に関する科目（英語科の指導法）【８単位以上】 

◆目標 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学

習評価の基礎を身に付ける。 

 

◆学習項目 

 

１．カリキュラム／シラバス 

（１）学習指導要領 
（２）教科用図書 
（３）目標設定（学習到達目標（CAN-DO リスト形式））、年間指導計画、単元指導計画、各

時間の授業計画 
（４）小・中・高等学校連携（小学校の外国語活動及び外国語（英語）の学習指導要領、教

科書等の教材を含む） 
 

２．生徒の資質・能力を高める指導 

（１）４技能の指導 
・聞くことの指導 
・読むことの指導 
・話すこと（発表及びやりとり）の指導 
・書くことの指導 
・技能統合型の活動の指導 
（２）英語の音声的な特徴に関する指導 
（３）文字に関する指導 
（４）語彙・表現に関する指導 
（５）文法に関する指導 
（６）異文化理解に関する指導 
（７）教材研究、ICT 等の活用 
・４技能を総合的に育成するための教科書の活用方法及び教材研究 
・目的に応じた ICT 等の活用方法 
（８）英語でのインタラクション 
・英語による言語活動と学習指導計画の作成 
・生徒とのインタラクション（ティーチャー・トークを含む） 
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（９）ALT 等とのティーム・ティーチング 
・ティーム・ティーチングによる効果的な指導 
（10）生徒の特性や習熟度に応じた指導 
・生徒の特性や習熟度の的確な把握 
・生徒の特性や習熟度に応じた効果的な指導方法 
 

３．授業づくり 

（１）学習到達目標に基づく授業の組み立て 
（２）学習指導案の作成 

 

４．学習評価 

（１）観点別学習状況の評価、評価規準の設定、評定への総括 
（２）言語能力の測定と評価（パフォーマンス評価等を含む） 
・妥当性、信頼性のある評価の在り方 
 

５．専門知識 

（１）第二言語習得に関する理論 
（２）言語能力の測定・評価に関する理論 
（３）第二言語（外国語）指導法の歴史 
（４）日本における英語教育史及び国内外の言語政策 
 

◆学習形態 

上記の内容を学習する過程においては、教員の講義にとどまることなく、以下の学習形態

を必ず盛り込むこと。 

 

〇授業観察：小・中・高等学校の授業映像の視聴や授業の参観 
〇授業体験：授業担当教員による指導法等の実演（学生は生徒役として参加） 
〇模擬授業：１単位時間（50分）の授業或いは特定の言語活動を取り出した模擬授業 
  手順例： ①授業設計→②授業準備→③授業実施→④振り返り→⑤改善案の提案 
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教科に関する科目【20単位以上】 

 

１．「英語コミュニケーション」 

 

◆目標 

中学校及び高等学校において、生徒の理解の程度に応じた英語で授業を行うための英語

運用能力を養う。 

 

◆学習項目 

（１）聞くこと 
（２）読むこと 
（３）話すこと（発表・やりとり） 
（４）書くこと 
（５）技能統合型の活動 
 

２．「英語学」 

 

◆目標 

 中学校及び高等学校における英語の授業に資する英語学的知見を身に付ける。 

 

◆学習項目 

（１）英語の音声の仕組み 

（２）英語教育に関わる英文法 

（３）英語の歴史的変遷、国際共通語としての英語 

 

３．「異文化理解・文学」 

 

◆目標 

世界の文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現状と課題について学ぶとともに、

英語が話されている国・地域の文化や文学を通じて、英語による表現力への理解を深め、

中学校及び高等学校における英語の授業に資する知見を身に付ける。 

 

◆学習項目 

（１）異文化コミュニケーション 

（２）異文化交流 

（３）英語が使われている国・地域の歴史・社会・文化 

（４）英語で書かれた文学 
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③コア・カリキュラム（試案）解説 

教職に関する科目（英語科の指導法）【８単位以上】 

 

◆目標 

中学校及び高等学校における外国語（英語）の学習・指導に関する知識と授業指導及び学

習評価の基礎を身に付ける。 

 

 教職に関する科目（英語科の指導法）は、中学校及び高等学校における外国語（英語）の

学習・指導に関する知識を身に付けるとともに、授業における指導と学習評価の基礎を身に

付けることを目標とする。学習内容は、「カリキュラム／シラバス」、「生徒の資質・能力を

高める指導」、「授業づくり」、「学習評価」、「専門知識」の５つの柱からなる。学習形態とし

ては、講義を聞いたり文献を読んだりするだけでなく、「授業観察」、「授業体験」、「模擬授

業」などを通して、中・高等学校の実際の英語の授業について知るとともに、生徒の立場で

授業を体験したり教師の立場で授業を行ったりする過程を通して知識や方法論を身に付け

ることが求められる。 
 

◆学習項目 

 

１．カリキュラム／シラバス 

 中学校及び高等学校の英語教育の基軸となる学習指導要領及び教科用図書（教科書）につ

いて学ぶ。また、学習到達目標及び年間・単元・各時間の指導計画について理解する。さら

に、小学校の外国語活動及び外国語（英語）の学習指導要領並びに教材・教科書について知

るとともに、小・中・高等学校の連携の在り方について学ぶ。 
 

（１）学習指導要領 

 中・高等学校における「外国語」（英語）の目標と内容について理解する上で、学習指導

要領と学習指導要領解説の内容を理解することは必須である。学習指導要領の内容を理解し、

その理念を実現するための指導の在り方を考察する。 
 

（２）教科用図書 

 学習指導要領に基づいて作成され、文部科学省の検定に合格した教材が教科用図書（教科

書）である。中・高等学校の英語の授業においては、教科書の内容を熟知し、それを最大限

活用することが求められる。教科書には様々な種類があるので、ティーチング・マニュアル

等を含めて、図書館などで学生が常に参照できるような環境を整備することが必須である。 
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（３）目標設定（学習到達目標（CAN-DO リスト形式））、年間指導計画、単元指導計画、各

時間の授業計画 

 年間を通した CAN-DO リスト形式による学習到達目標について理解するとともに、目標達

成のための年間指導計画、各単元の指導計画、そして各時間の授業計画について理解する。 
 

（４）小・中・高等学校連携（小学校の外国語活動及び外国語（英語）の学習指導要領、教

科書等の教材を含む） 

 中学校で英語を教えるためには小学校での学習事項について知る必要があり、高等学校で

英語を教えるためには中学校での学習事項について知る必要がある。そして、小・中・高等

学校での指導が有機的に結びつくことで、より高い教育効果が期待できる。中等教育課程の

英語科の指導法においても、小学校の外国語活動（現在は５・６年生、2020 年度より３・

４年生）ならびに外国語（英語）（2020 年度より５・６年生）の学習指導要領や教科書等の

教材について理解する機会を提供することが必要である。 
 

２．生徒の資質・能力を高める指導 

 中学校及び高等学校における「４技能」の指導並びに４技能を支える音声、文字、語彙・

表現、文法の指導について、基本的な知識と技能を身に付けるとともに、複数の技能を統合

した活動の指導方法について学ぶ。また、教材研究、ICT等の活用方法を知るとともに、英

語による授業展開やALT等とのティーム・ティーチングの方法を学ぶ。さらに、生徒の特性

や習熟度に応じた指導について知見を得る。なお、授業においては、受講学生が生徒の立場

で指導の実演を体験し、中・高等学校の授業を観察・分析するとともに、自ら教員の立場で

模擬授業を行う機会を必ず確保することとする。 
 

（１）４技能の指導 

生徒に英語を「聞く」「読む」「話す」「書く」能力を身に付けさせるための指導法のバリ

エーションを知り、それぞれの特質について学ぶ。 
「聞くこと」の指導においては、生徒に英語を聞かせて内容理解問題の答え合わせをする

ことが多く、活動がテストのようになりがちであると言われている。生徒に聞くことの能力

を身に付けさせるための指導技術を知ることが重要である。「読むこと」の指導においては、

英文和訳にとどまらず他の様々な指導技術を身に付けることが肝要である。「話すこと」の

指導においては、一方向の「発表」と双方向の「やりとり」を扱うこととする。「書くこと」

の指導においては、和文英訳以外の指導技術も身に付けることが肝要である。また、社会生

活における言語コミュニケーションにおいては、手紙、電子メール、SNS （Social Networking 
Service）、（文字による）チャットなど、「書くこと」においても双方向のやりとりが極めて

頻繁に行われている。実践的なコミュニケーション能力を身に付けさせるために、書くこと

の指導においても双方向の活動を取り入れることが求められる。英語科の指導法の授業にお

いても、書くことによるやりとりの指導を取り入れたい。 
４技能の活動を言語の「インプット」「アウトプット」「インタラクション」という観点で
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捉えると、インプットは聞いたり読んだりして理解すること、アウトプットは話したり書い

たりすること、インタラクションは口頭や文字でやりとりをすることに相当する。中・高等

学校における４技能の指導法を英語科の指導法で扱う際には、これらを適切に扱うことが求

められる。 
また、それぞれの技能を単独で指導するだけでなく、英語で理解した内容について、要約

したり他者に説明したり他者とディスカッションしたりするなど、複数技能統合型の活動の

させ方についても学ぶ。 
 

（２）英語の音声的な特徴に関する指導 

 英語の音声の仕組みについては、「教科に関する科目」の「英語学」の領域において学ん

だ知識・能力と共に、中・高等学校の生徒に英語音声の特徴を効果的に指導する方法を学ぶ。

英語の音声的な特徴に関する指導については、個々の音素だけでなく、アクセント、リズム、

イントネーションなどのプロソディを身に付けさせるための指導法を扱うこと、日本語との

比較の視点を取り入れることが求められる。生徒の発音の特質を理解し、生徒の発音の誤り

を矯正する方法について学ぶことも必要である。 
 

（３）文字に関する指導 

 文字に関する指導においては、文字自体の読み書きに加え、特に英語の音声と文字の結び

つきを身に付けさせるための指導法を取り上げることとする。音声と文字の結びつきを身に

付けさせる指導には、フラッシュカードなどによる全体的な（holistic）アプローチと、フォ

ニックスによる分析的な（analytic）アプローチがあるが、それぞれの特質と指導方法を学

ぶことが重要である。 
 
（４）語彙・表現に関する指導 

 語彙・表現に関する指導においては、語句の「形式」（発音と綴り）と「意味」を理解さ

せるだけでなく、語句の「使い方」を身に付けさせることが重要であり、英語科の指導法に

おいては、それを達成するための様々な指導技術について学ぶ必要がある。意図的学習と偶

発的学習、導入の活動と定着のための活動、生徒の自律的学習を支援する辞書指導も扱うこ

ととする。 
 
（５）文法に関する指導 

 中・高等学校での文法事項の導入の仕方や定着のための活動について学ぶ。明示的な説明

だけに頼ることなく、現実の言語コミュニケーションの要素を取り入れた活動の中で文法を

身に付けさせていく指導法について学ぶことが重要である。文法習得におけるインプット、

アウトプット、インタラクションの役割、明示的指導や機械的ドリルの役割と限界、コミュ

ニケーションの要素を取り入れた文法指導における留意点、文法指導の帰納的アプローチと

演繹的アプローチの特質について学ぶことが必要である。 
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（６）異文化理解に関する指導 

 中・高等学校の学習指導要領「外国語」においては、これまで一貫して文化の重要性につ

いて言及されてきている。また、グローバル化が急速に進む中で、英語は、いわゆるネイテ

ィブ・スピーカーのみならず、世界の人々によってコミュニケーションのための国際共通語

として用いられている現状があり、英語圏の人々のみならず、英語を母語としない多様な言

語圏・文化圏の人々と意思疎通するための異文化コミュニケーションの能力の育成が求めら

れている。学習指導要領の理念を具現化し、グローバル化した世界で生きる力を生徒に身に

付けさせるためには、英語担当教員自身が世界で英語を用いる人々の文化の多様性を認識し、

その理解を深めることが必要である。「教科に関する科目」の「異文化理解・文学」の領域

の科目で異文化コミュニケーション能力を身に付けるとともに、英語科の指導法において、

それを中・高等学校の英語教育に生かす方法について学ぶ。 
 

（７）教材研究、ICT 等の活用 

 教科書の活用の仕方、補助教材の選択・作成・活用の仕方、板書計画について実践的に学

ぶとともに、音声、映像、プレゼンテーション・ソフトウェア、デジタル教科書、電子黒板、

タブレット端末等の効果的な活用法、放送やインターネットを利用した指導について学ぶ。

ICT の機能を最大限に生かす方法を知るとともに、機器の利用に関する留意点や課題につい

ても認識することが重要である。 
 

（８）英語でのインタラクション 

 中・高等学校では、英語で英語の授業ができるように、言語活動と学習指導計画を作成し、

生徒と英語でインタラクションをすることが求められる。そのためには、生徒の習熟度に合

わせて、教師は自分が使う英語を調整する必要がある。その能力を「教科に関する科目」の

「英語コミュニケーション」領域の科目において身に付けるとともに、英語科の指導法にお

いても、クラスルーム・イングリッシュ、ティーチャー・トーク、文法事項や題材の導入や

復習、会話やディスカッション活動における生徒とのやりとりなどの場面を設定して、英語

でインタラクションをする能力を身に付ける機会を確保することが重要である。 
 

（９）ALT 等とのティーム・ティーチング 

 ALT 等とのティーム・ティーチングの効果的な指導について学ぶ。ティーム・ティーチン

グにおいては、授業設計及び授業準備段階での打ち合わせ、授業内の役割分担と臨機応変な

対応が必要になる。学習指導案や授業映像など、指導の実践例を活用して、ALT 等とのティ

ーム・ティーチングのイメージがつかめるようになることが望まれる。 
 

（10）生徒の特性や習熟度に応じた指導 

 一斉授業の中で多様な特性や習熟度を持った生徒たちをいかに効果的に指導するかは、英

語科のみならず学校教育の大きな課題の１つである。生徒の特性や習熟度の多様性について

知るとともに、特性や習熟度の的確な把握の仕方及び特性や習熟度に応じた効果的な指導方
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法について学ぶ必要がある。また、学生同士のディスカッションも取り入れて、問題意識を

高めることが求められる。 
 

３．授業づくり 

 中学校及び高等学校の各学年・単元・時間の学習到達目標に基づく授業の組み立て方を学

ぶとともに、学習指導案の作成を行う。作成した学習指導案に従って模擬授業を実施し、授

業担当教員や他の授業受講者からフィードバックを得て改善案を作成するという過程を踏

むこととする。 
 

（１）学習到達目標に基づく授業の組み立て 

 年間を通した学習到達目標と、それに基づく年間指導計画を理解し、単元の指導計画、そ

して個々の授業の組み立てを考える。漫然と授業計画を立てるのではなく、学習目標達成の

ためにどのような指導が効果的なのかを自ら考えたり話し合ったりして授業を組み立てて

いくことが大事である。 
 

（２）学習指導案の作成 

 指導の目標・手順、評価の観点・方法などを系統立てて記述する方法を学ぶ。略案と細案、

英語による指導案と日本語による指導案、指導案の書式のバリエーションなども知っておく

必要がある。 
 

４．学習評価 

 中学校及び高等学校における年間を通した学習到達目標に基づく評価の在り方、各単元・

時間における評価規準の設定、各学期における観点別学習状況の評価、さらに評定への総括

の仕方について学ぶ。また、言語能力の測定と評価の方法についても併せて学ぶ。特に、「話

すこと（発表・やりとり）」及び「書くこと」については、「パフォーマンス評価」（生徒が

実際に話したり書いたりする活動の過程や結果を評価する方法）について学ぶ。 
 

（１）観点別学習状況の評価、評価規準の設定、評定への総括 

 中・高等学校の授業においては、個々の単元や授業で評価規準を設定し、それを学期末に

観点別学習状況として評価するとともに、それらを評定へと総括する。その理念と方法につ

いて学ぶとともに、評価規準の設定については実際の授業での実例に触れておくことも必要

である。 
 

（２）言語能力の測定と評価（パフォーマンス評価を含む） 

 妥当性、信頼性、実行可能性、波及効果の点で望ましい評価の在り方について学ぶ。「聞

く」「読む」能力の測定・評価においては、実際に英語を聞かせたり読ませたりする直接的

タスクを用いることが一般的であるが、「話す」「書く」能力の測定・評価においては、信

頼性の確保と実行可能性（時間、コスト、人員など）の問題から、ペーパーテストによる多
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肢選択問題などの間接的タスクが用いられることも多い。「話す」「書く」能力の測定・評

価においても、可能な限り実際に英語を話させたり書かせたりするパフォーマンス評価を取

り入れることが求められる。そのためには、信頼性と実行可能性を確保しながらパフォーマ

ンス評価を実施する方法について学ぶ必要がある。 
 

５．専門知識 

 学習者が第二言語・外国語を習得するプロセスについて、これまでの研究成果を学ぶとと

もに教育への示唆を考察する。また、言語能力の測定・評価に関する理論を学び、様々な測

定法・評価法について理解する。さらに、第二言語・外国語の指導法の歴史を概観し今日の

英語教育への示唆を得るとともに、日本における英語教育の歴史や国内外の言語政策につい

て学ぶ。 
 

（１）第二言語習得に関する理論 

 第二言語が習得されるメカニズムを理解した上で指導を行うことは、生徒の英語学習を成

功に導く上で非常に重要である。言語適性、認知要因、情意要因、学習方略などの学習者要

因と第二言語習得との関係などについても学ぶ。 
 

（２）言語能力の測定・評価に関する理論 

 言語能力の測定・評価に関する理論を学ぶ。目的と対象に応じた測定・評価方法について

理解するとともに、測定・評価の妥当性・信頼性・実行可能性・波及効果について学ぶ。 

 

（３）第二言語（外国語）指導法の歴史 

 国内外でこれまでに様々な指導法が提案され、実践されてきた。それぞれの特質を知ると

ともに、その意義を第二言語習得研究の成果を踏まえて考察したり、現在の英語教育とのか

かわりを考察したりする機会を持つことが望まれる。 

 

（４）日本における英語教育史及び国内外の言語政策 

 日本における英語教育の歴史を知るとともに、日本及び海外の言語政策について基礎的な

知識を得る。日本における英語教育の歴史的背景を知ることは、英語教育の現状の理解と今

後のさらなる改善に資するものと考えられる。また、国内外の言語政策を知ることで、日本

及び世界における英語の役割やその変遷、国際共通語としての英語の使用実態の理解と異文

化コミュニケーションの重要性の認識が高まることが期待される。 

 

◆学習形態 

 

英語科の指導法の授業においては、教員の講義にとどまることなく、「授業観察」「授業

体験」「模擬授業」という学習形態を盛り込むことが必須である。 
「授業観察」とは、小・中・高等学校の授業映像を視聴したり、実際の授業を参観したり
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して、授業の観察と分析を行うことである。可能であれば、実際の授業を参観する機会が確

保できるとよいが、授業参観をするには、受け入れ態勢の確保の問題がある上、授業参観時

に学生が他の授業を欠席しなければならなくなり、他の授業の学習機会の保証という点での

問題も大きい。従って、モデル授業や実際の授業を収録したビデオ映像を積極的に活用した

い。 
「授業体験」とは、授業担当教員による指導法等の実演に対して学生が生徒役として体験・

参加することである。中・高等学校の英語科教員を招いて指導の実演をしてもらうことも推

奨される。 
「模擬授業」は、１単位時間（50 分）の授業或いは特定の言語活動を取り出して、クラス

メートを生徒役にして学生が実際に指導をしてみる活動である。基本的な指導手順は、①授

業設計→②授業準備→③授業実施→④振り返り→⑤改善案の提案、である。特に、模擬授業

の実施においては、授業の様子をビデオで撮影するとともに、コメントカードなどを学生に

配布し、時間内に模擬授業についてのコメントを書いてもらうとよい。授業後にはディスカ

ッションを行うとともに、コメントカードを回収して模擬授業者に渡す。また撮影した映像

は DVD などにコピーして模擬授業者に渡すとよい。ディスカッションでの問題提起、コメ

ントカードでのクラスメートからのフィードバック、そして映像の振り返りなどを通して、

改善案を作成する。１単位時間分の授業を１人の学生が担当するには多くの時間を要するの

で、グループによる模擬授業の実施も取り入れたい。グループで意見を出し合いながら授業

設計・授業準備を行い、模擬授業においては１単位時間内の指導を分担して行う。 
 

教科に関する科目【20単位以上】 

 

１．「英語コミュニケーション」 

 

◆目標 

中学校及び高等学校において、生徒の理解の程度に応じた英語で授業を行うための英語

運用能力を養う。 

 

 2012年度版学習指導要領では、高等学校の英語の授業は英語で行うことを基本とする方

針が打ち出された。2021年度版学習指導要領では、中学校においても英語の授業を英語で行

うことが基本方針となる見込みである。教職課程において、中・高等学校では英語で授業が

行える英語運用能力を身に付けることが必須である。英語運用能力としてはCEFR B2レベ

ルを目標とする。また、授業における英語使用は、生徒の理解の程度に応じたものでなけれ

ばならない。生徒に対して理解可能な言語インプットを与え、生徒の理解を確かめながら英

語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力も必要である。通常の授業のほか、集中

演習などで短期に集中して密度の高い学習をする機会を提供することも推奨される。 
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◆学習項目 

 

（１）聞くこと 

 様々なトピックやジャンルの英語を聞いて理解する力を身に付ける。また、自然な速さで

話される英語に慣れる練習を取り入れること、並びに様々な人が話す英語を聞く機会を提供

することも重要である。 
 
（２）読むこと 

 様々なトピックやジャンルの英語を読んで理解する力を身に付ける。英文和訳に偏らずに、

多様なリーディング活動を通して読解力を総合的に養うことが求められる。理解の正確さと

ともに、速度を高める練習も取り入れたい。また、多読指導などを通して「楽しんで読む」

活動を取り入れることも推奨される。 

 

（３）話すこと（発表・やりとり） 

 様々なトピックについて英語で話す力を身に付ける。特に、中・高等学校の英語科で扱う

トピックについて正確かつ流暢に話すことのできる力を身に付けることが重要である。スピ

ーチのような一方向の「発表」と、会話、ディスカッション、ディベートのような双方向の

「やりとり」の両方を取り入れることが求められる。また、事前準備のあるスピーチと即興

で話す活動の両方を取り入れたい。 
 

（４）書くこと 

 様々なトピックについて英語で書く力を身に付ける。特に、中・高等学校の英語科で扱う

トピックについて正確にかつ適切な速さで書くことのできる力を身に付けることが重要で

ある。和文英訳に偏らずに、まとまった長さのエッセイを書く活動などを取り入れることが

求められる。また、「書くこと」においても、手紙、電子メール、SNS などの双方向のやり

とりを盛り込むことが望ましい。 
 

（５）技能統合型の活動 

 ４技能の学習においては、それぞれの技能を単独で指導するだけでなく、英語で理解した

内容について、要約したり他者に説明したり他者とディスカッションしたりするなど、複数

技能統合型の活動も取り入れることとする。 
 

２．「英語学」 

 

◆目標 

 中学校及び高等学校における英語の授業に資する英語学的知見を身に付ける。 

 

 英語学に関する知見の中で、特に中・高等学校での英語教育に資するものについて、専門
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的な知識を得ることを目標とする。 

 

◆学習項目 

 

（１）英語の音声の仕組み 

 英語音声の様々な特徴（音素、音変化、アクセント、リズム、イントネーション、綴りと

発音の関係等）を理解するとともに、生徒に対する音声指導の際に役立てることができるよ

うに、学生自身がそれらの特徴を正しく音声化できるよう訓練する。日本語の音声との比較

の視点も取り入れ、どのような違いがあるのかを理解することも重要である。 

 

（２）英語教育に関わる英文法 

 中・高等学校の英語担当教員は、指導すべき文法事項を的確に理解し、学習者の視点を常

に意識した指導を行うことが求められる。中・高等学校で学んだ基礎的な英文法に関しても、

知識が不正確であったり、生徒に正確かつ分かりやすく説明できなかったりすることも多い。

英語担当教員として中・高等学校で英語を指導するための正確な文法知識を身に付ける必要

がある。英語学の研究の成果による知見を得ることも重要である。日本語の文法との比較の

視点も取り入れ、どのような違いがあるのかを理解させることも重要である。 
 

（３）英語の歴史的変遷、国際共通語としての英語 

 英語の音声、文字、語彙、文法の歴史的変遷について基礎的な知識を得るとともに、英語

圏及び世界で国際共通語として使われる英語の実態について理解する。 

 

３．「異文化理解・文学」 

 

◆目標 

世界の文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現状と課題について学ぶとともに、

英語が話されている国・地域の文化や文学を通じて、英語による表現力への理解を深め、

中学校及び高等学校における英語の授業に資する知見を身に付ける。 

 

 異文化について体験等を通して学ぶとともに、英語で書かれた文学について基礎的な理解をす

ることによって、中学及び高等学校における英語の授業に資する知見を身に付ける。 

 

◆学習項目 

 

（１）異文化コミュニケーション 

 英語は、イギリス、北米、オセアニアなどの英語圏だけでなく、世界で国際共通語として

用いられている。国際共通語としての英語を用いた異文化コミュニケーション能力の育成は、

グローバル化した現代社会の喫緊の課題である。中・高等学校の英語担当教員が生徒たちに
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異文化コミュニケーション能力を身に付けさせるためには、自ら世界の文化の多様性や異文

化コミュニケーションの現状と課題を知ることが必要である。 
 

（２）異文化交流 

 異文化コミュニケーション能力を身に付けるためには、座学だけではなく、様々な文化的

背景を持った人々と実際に交流する機会を持つことが肝要である。長期・短期の留学が難し

い場合でも、交換留学生、他大学の交換留学生、近隣に居住・勤務している外国人などとの

交流を持つ機会を提供することが求められる。インターネットを利用して、テレビ会談、電

子メール、SNS によるやりとりなどを行うことも考えられる。 
 

（３）英語が使われている国・地域の歴史・社会・文化 

 言語を学ぶ際に、当該言語圏の文化を学ぶことは極めて重要であるが、国際共通語として

用いられている英語の学習においては、英語圏をはじめ、英語が使われている様々な国・地

域の歴史・社会・文化について理解することが求められる。中・高等学校の英語教育におけ

る教材の選択・作成・活用や異文化理解の指導に資する内容を選択して扱うことが求められ

る。 
 

（４）英語で書かれた文学 

 言語を学ぶ際に、当該言語で書かれた文学について理解することは重要であり、中・高等

学校の英語担当教員には、英語で書かれた文学についての基礎的な理解が求められる。英米

文学をはじめ、英語が話されている国・地域の文学について学び、英語教育に資することが

期待される。 
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（２）教員研修 コア・カリキュラム（試案） 

 

① 現状と課題 

 

教育委員会調査や多数の有識者や英語教育関係者への意見聴取によって、英語担当教員に

求められる英語力及び指導力の在り方や教員研修の現状と課題を探った。その結果、英語力

に関しては、最低でも実用英語技能検定準 1 級レベルが求められると考えられていること

や、教員研修においては、授業力向上に力点が置かれることが多く、英語力向上のための研

修が十分に行われていないことが明らかとなった。また、指導力に関しては、今後の学習指

導要領の改訂を見据えて、必要性が増すと思われる研修内容について多数の意見が出された。

また、教員研修に関しては、研修内容の精査だけでは、現実的な運用は不可能であり、極め

て多忙な教員の現状や、効率的な研修を阻害していると考えられる諸要因を理解した上で、

研修の目標・内容・運営体制を考察していくことが重要であることが確認された。以下、教

員研修の現状と課題について詳しくみていく。 
 
（１）求められる英語力について 

 

教育委員会調査Q19では中学校の外国語教育に関する法定研修等、同調査Q28では高等学

校の外国語教育に関する法定研修等、同調査Q36では独自に行っている外国語教育関連の研

修等について、それぞれ研修の内容について回答を得たが、いずれの場合も「英語力向上の

取組」よりも「授業力向上の取組」等に関する内容が多く、英語力向上は教員の個人任せと

なっている傾向があることがわかった。また、法定研修等の初任者研修や10年経験者研修に

おける研修項目の重要度を探った同調査Q21(1)、Q21(2)、Q30(1)、Q30(2)において、「英語

力の向上」は80％を越えて重要と考えられているものの、授業力向上に関連する項目をより

重要視していることが明らかとなった。求められる英語力について、多くの有識者から、最

低でも英検準1級程度の英語力を身に付け、教室では英検3～2級レベルの英語を100％使い

こなすことができるべきであるという声が聞かれた。また、英語担当教員は英語教育につい

て書かれた専門書を読みこなし、ALT等とのティーム・ティーチングの打ち合わせなどが難

なくこなせ、英語版の学習指導要領が読みこなせる程度の英語力が不可欠であるとの意見も

あった。さらに教育委員会調査Q49では、独自に行っている外国語教育関連の研修等につい

て、今後重要となる研修内容について尋ねた。「発表・討論・交渉などを行う英語力の育成

等」は相対的にみるとそれほど突出しているわけではないが、有識者や英語教育関係者から

は、教員が研修でこのような高度な言語活動を体験的に学ぶことは非常に重要であるとの意

見があった。また、多くの有識者が教員の英語力向上のために効果があるのは海外研修であ

り、短期集中型の海外研修は特に有効なので、その機会を増やすべきであると指摘している。
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また、有識者や英語教育関係者からは、合宿のような英語集中研修やオンライン英会話学習、

外部試験を活用した英語力の定期的チェック等を取り入れることへの提案があった。外部試

験の活用については、有識者より、生徒には４技能の指導を推進している一方で、教員自身

が自分の英語力を２技能型の外部資格・検定試験でしか測っておらず、問題であるという声

があった。 
 

まとめ 

◎中・高等学校ともに、法定研修等において、指導力向上に力点が置かれ、英語力向上の

ための研修体制が十分ではない。英語力向上は教員個人に任されている現状があるの

で、研修体制の中に組み込んでいく必要がある。 

◎中・高等学校の英語担当教員には、最低でも英検準 1級レベルの英語力が求められる。 

◎今後の研修では、教員が発表、討論・議論、交渉などを行うことで、英語力を向上させ

ることが重要である。 

◎英語力の向上には、英語集中研修も役立つが、短期海外研修が特に役に立つ。 

◎英語力を４技能型の外部資格・検定試験を活用し、定期的に自らでチェックすべきであ

る。 

 

 

（２）指導力について 

 

① 指導技術 

 独自に行っている外国語教育関連の研修等について、今後重要となる研修内容について尋

ねた教育委員会調査Q49の結果から、「４技能の指導」が最も重要な内容の１つと考えられ

ていることが明らかとなった。調査協力者からも４技能それぞれの指導に加え、各技能を統

合した指導を加える必要があるとの指摘があった。また、同調査Q49の結果に加え、有識者

や英語教育関係者からも「英語の音声についての理解」の重要性を指摘する声が多かった。

中等調査Q10や有識者や英語教育関係者からは、今後の学習指導要領の改訂を受けて必要性

が増す研修内容として、「語彙、表現、文法指導」が多く挙げられた。有識者や調査研究担

当者からは、ティーチャー・トークによって、生徒と英語でインタラクションができること

の重要性が指摘され、研修でその技術を向上すべきであるという意見があった。自分で体験

していない言語活動は教えることが不可能なので、教員自身の体験的な英語学習をまず増や

すことが重要であるとの意見も多く聞かれた。 
 

まとめ 

◎「４技能の総合的な指導」について研修することは非常に重要である。 
◎英語の音声を理解し、指導できることが重要である。 
◎語彙・表現、文法の指導をできることが重要である。 
◎授業では、ティーチャー・トークによって、生徒と英語でインタラクションができるこ
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とが必要である。 
◎研修では、教員自身が様々な学習活動・言語活動を生徒の立場で体験することによっ

て、指導技術を磨くことができる。 
 

 

② 授業研究 

教育委員会調査Q49の結果や英語教育関係者からの意見より、今後重要と考える研修内容

として「コミュニケーション能力を育成するための目標設定の在り方」が挙げられた。有識

者からは、CAN-DOリストを作成することが能力観の具体化につながり、CAN-DOリスト

は教員にとっては生徒の学習の進捗を見取ることにつながり、生徒にとっては自己内省の方

法を知ることにつながるため、非常に有用であるとの声があった。また、英語教育関係者か

らは、中・高等学校の教員を対象とした研修において、討論、交渉等を行う模擬授業が現段

階で少ないことは致し方ないが、特に高等学校の次期学習指導要領の改訂を見据え、このあ

たりの強化が必要になるという意見が出された。教育委員会調査Q21(1)、Q21(2)、Q31(1)、
Q31(2)、Q49の結果や有識者、英語教育関係者からの意見からは、研修において、教材の研

究方法や学習指導案の作成法を習得・向上させること、自らの授業実践を振り返る力を向上

させること、生徒に活動をさせて終わりにするのではなく、どのように振り返らせ、次の学

習につなげるかという視点を持たせること、ALT等とのティーム・ティーチングができる力

を育成することの重要性が指摘された。また、非常に多くの英語教育関係者から、ICTを用

いた授業方法の研修を要望する声が聞かれた。有識者からは、教員を指導する指導者側の研

修も足りていないため、「研修を組み立てる」「研修を企画する」スキルの育成が必要であ

ることや、経験豊富な教員に対しては、モデルとなる授業を行うという研修、授業研究会等

の企画・運営をして、後輩を育てることが研修として有効であろうという意見が多数あった。 
 

まとめ 

◎研修において、CAN-DO リスト形式での学習到達目標設定を扱うことは重要である。 
◎今後、高等学校の外国語で行われることが検討されている発表、討論・議論、交渉など

の高度な言語活動を含んだ模擬授業などを行うことが必要となる。 
◎授業実践の振り返り、生徒の学習の振り返りを研修で扱うことは重要である。 
◎研修において、学習指導案の作成、ALT 等とのティーム・ティーチング、教材・ICT の

活用を扱うことが重要である。 
◎教員を指導する側に、研修を企画・運営するスキルが必要である。 
 

 
③ 専門知識 

教育委員会調査Q49の結果や多数の有識者、英語教育関係者から、今後重要と考える研修

内容として、「第二言語習得理論」や「４技能の能力を適切に測ることのできる評価方法」

や「小・中・高等学校連携」が挙げられた。非常に多くの有識者からは、教員として、テス
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ティングや評価について学ぶことが重要であるという意見が寄せられ、教育委員会調査Q28
や英語教育関係者からは、研修を通して学習指導要領を理解させることが重要であるという

意見があった。また、有識者や英語教育関係者からは、教科用図書を扱った活動についての

研修の必要性が指摘された。英語教育関係者からは、研修でカリキュラム・マネジメントを

扱うことが重要であるという声があった。教育委員会調査Q30(2)の結果からは、高等学校の

10年経験者研修で「外国語教育をめぐる社会的動向の理解」は初任者研修に比してニーズが

高いこと、また、英語教育関係者からは、10年目の教員よりも初任者のほうが新しい情報を

持っていることがあるので、ベテランになるほど英語教育の最新事情を学ぶ必要があるとい

う意見があった。 
 

まとめ 

◎研修において、第二言語習得理論について学ぶことは重要である。 
◎研修を通して、学習指導要領について理解することが必要である。 
◎教科用図書の活用について学ぶことは重要である。 
◎中・高等学校の教員にとって、テスティングの理論と実践、評価論を学ぶことは必須で

ある。 
◎研修で今後扱うべき内容として、小・中・高等学校などの連携を求める声が多い。 
◎研修でカリキュラムについて扱うことは必要である。 
◎ベテランになるほど英語教育の最新事情を学ぶ必要がある。 

 

 

④ 英語学 

教育委員会調査Q49では、今後重要と考える研修内容として「英語の文法についての理解」

や「英語の音声についての理解」が挙げられた。有識者からも、中・高等学校で英語を教え

るために必要な英文法を研修でしっかり学ばせる必要があるという意見や、教員養成の段階

で音声学を学んでこなかった教員もいるが、音声学は英語担当教員にとって必須であるとい

う意見が非常に多かった。 
 

まとめ 

◎中・高等学校で英語を教えるために必要な英文法を学ぶことは重要である。 

◎音声学を学んでいない英語教員が多い。研修で必ず学ぶべきである。 

 

 

⑤異文化理解・文学 

教育委員会調査Q49の結果や有識者の意見より、中・高等学校教員を対象とした研修にお

いて、「英語を日常的に使用している人々を中心とする世界における日常生活、風俗習慣、

地理、歴史、文化、自然科学など」、「異文化の人とのコミュニケーション」が今後重要な

内容だと考えられていることが分かった。有識者からは、コミュニケーション理論の基礎、
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異文化に対する偏見やコンフリクト等に関する学習、及びそれらを解消するためのトレーニ

ングや、ALT、留学生、帰国子女などが抱えるコミュニケーション上の問題等に関して学習

することが重要であるとの指摘もあった。また、文化を異にする人とともに学べるシステム

が、異文化・国際理解には効果的であり、異文化交流を教員自身が身をもって体験すること

が重要であるという声があった。 
 

まとめ 

◎研修において「英語が使われている国・地域の歴史・社会・文化」及び「異文化コミュ

ニケーション」を学ぶことは重要である。 

◎異文化理解には、実際に異文化交流などを通して学ぶことが効果的である。 

 

 

（３）教員研修の運営体制などについて 

 

① キャリアステージに応じた研修目標・内容 

有識者や英語教育関係者からは、今後の大量退職・大量採用の状況を考えると、キャリ

アステージに応じた英語力・指導力を継続的・体系的に向上させる研修システムが重要に

なること、「常に学び続ける教員」を育てることが重要であり、それぞれのキャリアステ

ージに望まれる役割を具体的に示した上で、その実現に必要な力量を養うサポートをする

必要があることの指摘があった。初任者については、できるだけ多くの授業を見学する機

会を与えるべきであるという意見が非常に多くの有識者から寄せられた。また、初任者研

修と10年経験者研修の間に都道府県等が実施する５年経験者研修のような研修は、教員と

しての総合的なバランスのとれた力量を身に付けるために必要であるという意見もあり、

継続的・体系的な研修を持つことの重要性が示唆された。経験年数の浅い教員は、模範授

業の参観を継続的に続けるべきで、同時に、他校の先生方とグループで学習指導案を作っ

て模擬授業をするような、チームによるマイクロ・ティーチング研修などが効果的である

という意見が多数あった。教育委員会調査Q21からは、中学の法定研修の初任者と比較し

て、10年経験者では「他の教員に対する指導力の向上」が重要項目として増えており、ま

た、「研究会などを運営する技能の向上」も2位である。教員研修においては、キャリアス

テージに応じた研修目標・内容を考慮することが重要である。 
 

まとめ 

◎法定研修（初任研修、10 年経験者研修）の間を埋め、継続的・体系的な研修の流れを確保

することが、教員としての英語力・指導力をキャリアステージに応じて向上させていく上

で重要である。 
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② 異経験年数の教員による協働グループでの授業観察・実践 

教育委員会調査Q20、Q29、Q37の結果からは、中・高等学校の研修の形式では、「模擬

授業」や「指導案作成」が相対的に少ないことが分かる。また、特に中学校の法定研修では

「講義」形式が非常に多い傾向があることが明らかとなった。高等学校での法定研修では「演

習・ワークショップ」形式が増え、「講義」形式を若干上回る年次もあるが、「講義」形式

も相変わらず多い印象である。同調査Q44では、教員どうしの情報交換や連携の不足、年齢

構成の不均衡などのために、指導技術等がうまく伝わらない、という問題点の指摘もあった。

有識者や調査研究担当者からは、経験年数の異なる教員がチームを組んで一つのプロジェク

トに取り組み、互いに切磋琢磨する協働グループでの研修を支持する声が非常に多かった。

「今後若い教員が増え、経験を積んだ教員が減っていく現状を考え、経年研修を単独経年で

はなく、例えば３年目研修と12年目研修を一緒に行うようなものにする。特に互いの授業映

像について視聴し合ったり共通の課題をもって授業研究をしたりするとよい。」とか、「へ

き地のように英語教員数が少ない場合は、高等学校の教員のみでの研修ではなく、中学・高

等学校とで組んで、学び合うのがよい。」という協働グループによる研修に関して、具体的

な提言をする有識者もいた。また、教育委員会調査Q44への回答として、「英語担当教員の

人数が限られている場合、他市町と合同の研修を行っていく必要がある。」という意見もあ

った。多くの調査研究担当者が、中央研修を受けた英語教育推進リーダーの教員研修におけ

る役割の明確化の必要性を唱えた。平成31年度あたりまで続くと考えられる英語教育推進

リーダー研修と本教員研修コア・カリキュラムとの関連づけを図り、英語教育推進リーダー

を教員研修の指導者として十分活用すべきであるという声が聞かれた。 
 

まとめ 

◎「講義」形式の研修が中学校でも高等学校でも、まだまだ多く行われており、特に中

学校の法定研修で、「講義」形式に偏りがちであるという課題がある。 
◎異なる経験年数の教員どうしが交流することで、それぞれの授業力の向上に役立てる

ことができる。 
◎地区内の英語教員の年齢構成などが偏っている自治体などでは、校種を交えて研修や

他の治体との合同研修など、形態を工夫する必要がある。 
◎研修のコア・カリキュラムにおいて、英語教育推進リーダーを指導者として活用すべ

きである。 
 

 

③ 研修ポートフォリオ（授業映像ポートフォリオを含む）による研修内容記録 

教育委員会調査Q45から得られた回答では、英語教員の数が多く、研修の受講管理が煩雑で

あるという意見があった。また非常に多くの有識者や調査研究担当者より、現在、県や市等

が実施する研修・法定研修・免許更新などがあるために、教員にとって内容等での無駄な重複

があることや、研修について教育センターの指導主事がやってきたことを市町村教育委員会

の指導主事が分かっていない現状があるという指摘がなされた。その解決策としては、「大学
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や県・市で行われる講座や研修を、法定研修や免許更新講習単位として相互認定すること」や

「各人が受講してきた研修内容と履歴を記録・保存しておくポートフォリオのようなものを

活用すること」などが挙げられたが、特に後者を支持する有識者、調査研究担当者が非常に

多かった。ポートフォリオがあると、自らの必要性に応じて研修を選択して受講することが

できるという意見もあった。また、非常に多くの有識者からは、各教員が自分自身の英語授業

映像を定期的、継続的に記録保存し、それを授業映像ポートフォリオとして自身の授業改善

のための振り返りに使用するとよいという意見が出された。ある有識者は「授業映像を記録

し、各キャリアステージで授業を振り返ることで、授業改善につなげる習慣付けが重要であ

る。映像ポートフォリオは、授業映像を用いて自身の授業を振り返り、分析するのに大変効果

的である。教員自身も個人内評価を実施し、授業改善を進めるべきである。映像を記録するこ

とによって別の時間帯に見ることができ、チームでの授業研究も可能になる。」と述べてい

る。また、効果的な研修の実施に当たっては、管理職の理解が必要不可欠であるという意見が

有識者や調査研究担当者から多数出された。現在の教員はあまりにも多忙であり、仕事及び

研修の量はすでに限界に達しており、研修を保証する代わりに、校務を軽減することも考え

るべきで、研修時間をしっかりと確保することが非常に重要であるという指摘が多数あった。

また、英語教育推進リーダーによるカスケード方式の研修が始まっており、当面、これ以外の

悉皆研修をかけることは難しいという意見や、意識の高い教員を励ますためにも、積極的に

自己研鑽に励む教員を費用面でサポートするシステムを作るべきだという意見もあった。 
 

まとめ 

◎研修内容をポートフォリオとして記録しておくことで、研修の無駄な重複を防ぐこと

ができる。また、ポートフォリオにより、教員が自身の研修内容を客観的に捉え、自

ら選択し、研修計画を立てることで、研修に能動的に関わっていくことができる。 
◎大学や県・市で受けた研修を法定研修や免許更新講習の単位として認定するなど、研修ポ

ートフォリオを活用して柔軟な対応ができるようにするとよい。そのためにも、都道府県

教育委員会と教員センター、市区町村教育委員会などの相互協力が不可欠である。 
◎自らの英語授業の映像を記録しておき、授業の振り返る機会を持つことは授業改善に

つながる。 
◎映像記録を活用することで、チームでの授業研究が可能となる。 
◎研修のための時間を確保するためにも、管理職の十分な理解と協力が必要不可欠である。 
◎すでに多忙を極めている中・高等学校の教員にさらに研修を上乗せするだけでは、う

まくいかない。 
◎英語教育推進リーダーによるカスケード方式の研修が当面続くので、さらなる悉皆研

修の上乗せは物理的に難しい。 
◎研修を費用面でもサポートしていくことが必要である。 
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② コア・カリキュラム項目一覧（試案） ＊全体の構造図はpp.252-253参照 

 

教職１～３年目 

  

 

◆目標 

生徒の現状・特性や学校の特色等に応じた授業を実施するための英語力・指導力を向上させる。 

 

◆研修で扱う項目 

 

１．指導技術 

（１）４技能の指導の基本 

（２）音声指導の基本 

（３）語彙・表現指導の基本 

（４）文法指導の基本 

（５）英語でのインタラクションの基本（ティーチャー・トークを含む） 

 

２．授業研究 

（１）学習到達目標設定の基本（CAN-DO リスト形式で技能ごとに設定、改善） 

（２）授業の組み立ての基本 

（３）学習指導案作成の基本 

（４）授業指導の振り返りの基本 

（５）生徒による学習の振り返りの基本 

（６）ALT 等とのティーム・ティーチングの基本 

（７）教材研究・ICT 等の活用の基本 

 

３．専門知識 

（１）第二言語習得理論 

（２）学習指導要領 

（３）教科用図書 

（４）テスティング及びパフォーマンス評価を含む４技能の総合的な評価 

 

４．英語コミュニケーション能力の向上 

（１）英語力向上研修（高度な言語活動の体験を含む。集中合宿方式、オンライン学習方式、

短期海外研修など） 

（２）外部資格・検定試験（４技能型）を活用した英語力の自己モニター 
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５．英語学 

（１）英語教育に関わる英文法 

（２）英語音声学 

 

６．異文化理解・文学 

（１）異文化交流 

 

教職４～９年目 

  

 

◆目標 

英語力・指導力を計画的・継続的に向上させる。また、地域のリーダーとして、授業公開

を含む校内研修等において中心的役割を担うとともに、学校内外の連携・協働を深める。 

 

◆研修で扱う項目 

 

１．指導技術 

（１）４技能の指導 

（２）音声指導 

（３）語彙・表現指導 

（４）文法指導 

（５）英語でのインタラクション（ティーチャー・トークを含む） 

 

２．授業研究 

（１）学習到達目標設定（CAN-DO リスト形式で技能ごとに設定、改善） 

（２）学習到達目標に基づく年間指導計画・単元計画の作成 

（３）授業の組み立て 

（４）学習指導案の作成 

（５）授業指導の振り返り 

（６）生徒による学習の振り返り 

（７）ALT 等とのティーム・ティーチング 

（８）教材研究・ICT 等の活用 

（９）授業研究会等の企画・運営 

 

３．専門知識 

（１）第二言語習得理論 

（２）小・中・高等学校連携 

（３）カリキュラム開発 
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（４）英語教育の最新事情 

 

４．英語コミュニケーション能力の向上 

（１）英語力向上研修（高度な言語活動の体験を含む。集中合宿方式、オンライン学習方

式、短期海外研修など） 

（２）外部資格・検定試験（４技能型）を活用した英語力の自己モニター 

 

５．英語学 

（１）英語教育に関わる英文法 

（２）英語音声学 

 

６．異文化理解・文学 

（１）異文化交流 

 

教職１０年目以降 

  

 

◆目標 

英語教育実践の専門家として、高度な英語力・指導力の習得に努めるとともに、メンタ

ーとして、若手・中堅教員等を指導しながら、自らも成長を続けていく。 

 

◆研修で扱う項目 

 

１．若手・中堅教員への指導技術の指導 

（１）４技能の指導 

（２）音声指導 

（３）語彙・表現指導 

（４）文法指導 

（５）英語でのインタラクション（ティーチャー・トークを含む） 

 

２．授業研究 

（１）学習到達目標設定（CAN-DO リスト形式で技能ごとに設定、改善） 

（２）学習到達目標に基づく年間指導計画・単元計画の作成 

（３）授業の組み立て 

（４）学習指導案の作成 

（５）授業指導の振り返り 

（６）生徒による学習の振り返り 

（７）ALT 等とのティーム・ティーチング 
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（８）教材研究・ICT 等の活用 

（９）授業研究会等の企画・運営 

（10）モデルとなる授業 

 

３．専門知識 

（１）第二言語習得理論 

（２）小・中・高等学校連携 

（３）カリキュラム開発 

（４）英語教育の最新事情 

 

４．英語コミュニケーション能力の向上 

（１）英語力研修（高度な言語活動の体験を含む。集中合宿方式、オンライン学習方式、短

期海外研修など） 

（２）外部資格・検定試験（４技能型）を活用した英語力の自己モニター 

 

５．英語学 

（１）英語教育に関わる英文法 

（２）英語音声学 

 

６．異文化理解・文学 

（１）異文化交流 
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③コア・カリキュラム（試案）解説 

 

◆目標 

教職１～３年目 

 

生徒の現状・特性や学校の特色等に応じた授業を実施するための英語力・指導力を向上させる。 

 教職の１～3 年目の時期は、教員のキャリアステージの入り口となる時期であり、英語教

員としての使命感を養いつつ、実践的な指導力の基礎を固めるための非常に重要な時期であ

る。研修を通して、教員自身が日々指導をする生徒の現状・特性や、勤務する学校の特色等

を正しく理解することは、生徒や学校の実態に合致した英語の指導をするためには不可欠で

あることから、特に初期においては、校内研修の役割が重要とも言える。校内研修及び校外

研修を通して、英語教員として必要となる英語力・指導力の基礎固めをする重要な時期であ

る。自分の授業映像を定期的に記録しておき、映像を視聴して授業を振り返ることで、授業

で自分が用いている英語の正確さやスピード、ティーチャー・トークとしての適切さ、各指

導技術などを自己モニターすることができる。このような授業映像ポートフォリオを初任の

時期から定期的に保存・活用することは、上記の目標の達成におおいに寄与すると考えられ

る。 
 

教職４～９年目 

 

英語力・指導力を計画的・継続的に向上させる。また、地域のリーダーとして、授業公開

を含む校内研修等において中心的役割を担うとともに、学校内外の連携・協働を深める。 

 学校業務や英語授業にも慣れ、英語教員としての授業スタイルが徐々に定着してくる時期

であるが、経験年数としてはまだ浅く、今後も習熟度が異なったり、特別な配慮が必要な生

徒に英語授業をし、また、勤務校が変わることで、学校の特色等も大きく変わる可能性もあ

るかもしれない。自分の目の前にいる生徒のみならず、いかなる生徒に対しても、英語教育

のプロフェッショナルとして指導をすることができるよう、自身の英語力・指導力を計画的・

継続的に向上させることに意欲をもって取り組むことが重要である。勤務する学校や地域の

中堅リーダーとして、授業公開を含む校内研修等に受講者としての立場だけでなく、企画・

運営する側の立場にも身をおいて活動をすることで、英語教員としての学びを深めていくこ

とができる。学校内外の英語教員との連携・協働を深めることで、経験年数の異なる教員や

校種の異なる教員などとお互いに学び合うことにより、英語教員としての成長を続けていく

ことが期待される。 
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教職１０年目以降 

 

英語教育実践の専門家として、高度な英語力・指導力の習得に努めるとともに、メンタ

ーとして、若手・中堅教員等を指導しながら、自らも成長を続けていく。 

 英語教育のプロフェッショナルとしての高度な英語力・指導力を有することが内外から期

待される時期であり、その期待に応えるためにも、英語力・指導力を向上させるための研修

により積極的に関わっていくことが求められる。異経験年数のグループによる授業観察や授

業実践においては、若手・中堅の教員に対して範を示し、メンターとして適切な助言を与え

ることで、自らも英語教員としての学びを一層深めていく。これまでに自分が受けてきた研

修内容を保存・記録してきた研修ポートフォリオ等を活用して、英語教員としての自らの成

長を振り返る機会を設けることで、自分の英語力・指導力における新たなる課題を発見し、

今後の英語指導につなげていくための研修計画を立て、実際に実行できることを目指す。 
 

◆研修で扱う項目 

１．指導技術 

英語の指導技術を講義のみを通して理解するだけでは不十分であり、研修の中で参加者が

実際に指導の実演をすることにより、指導技術を獲得していくことが重要である。研修内で

の実演を映像として記録し、研修後もその映像等を通して振り返りの機会を持つなど、自ら

の指導技術における課題を明らかにすることが必要となる。教職 10 年目以降の教員に関し

ては、若手・中堅教員に対し、指導技術の指導を行う体験を通して、自らの指導技術を向上

させる。 
 

（１）４技能の指導 

 「聞くこと」、「話すこと（発表・やりとり）」、「読むこと」、「書くこと」の４技能

の指導をする際に留意すべき点を理解し、研修の中で実際に各技能の指導実演をし、振り返

る機会を持たせたい。指導の留意点を理解させるにあたっては、研修の指導者が一方的に講

義などで知識として与えるのではなく、研修受講者に自分が教えてきた生徒の実態を思い浮

かべながら、それぞれの技能を獲得する際の困難点は何であり、その原因は何かをグループ

討議等を通して考えさせたり、受講者に生徒の立場で各技能を用いる様々な活動を実際に体

験させ、その体験を振り返ることで、理解を深めるように工夫をする。例えば、「聞くこと」

に関しては、同じ音声教材であっても、音声を聞かせる速度や回数、ポーズを入れるのか否

か、音声を聞かせる前にその教材内容について生徒と教員の間で何らかのやりとりをするこ

とで背景知識を与えるのかどうか、難しい単語などを事前に与えるのかどうか、また、音声

だけを聞かせるのではなく、ワークシートなどを配布して、文字情報によるヒントを与える

のかどうか、などその難易度を調整する方法が多数あることに気づかせたい。言語による現

実のコミュニケーション場面においては、聞いた内容について、メモを取って、誰かに口頭

で伝えたり、といった技能を統合して用いることが多いが、４技能を独立して扱うだけでな

く、４技能統合型の活動を生徒の立場で体験し、教員の立場で実際に指導実演をする。 

－ 244 －



 
 

 

（２）音声指導 

 日本人英語学習者にとって、コミュニケーションを阻害させる原因となっている発音の諸

要素（音素、強勢、リズム、イントネーションなど）を理解し、それらを克服させるための

指導法を実演を通して学ぶ。特に、生徒が間違った発音をした際にどのように矯正すればよ

いのかを理解し、指導できることが重要である。発音のスキルを向上させる指導は、リスニ

ングにおける音声知覚の力を向上させる指導とも結びつく。 
 

（３）語彙・表現指導 

生徒が語彙・表現を知っているということは、単に綴りと意味の対応を覚えているだけで

なく、形式と意味と使い方という諸側面があることや、意図的に学ばせるのか、偶発的に学

ばせるのか、その目的によって、指導法も異なることを理解させる。また単語の導入や定着

のための様々な活動を生徒の立場で体験する。生徒が語彙・表現を自律的に学ぶ道具として

重要な辞書の指導についても、その具体的指導方法と共に理解しておく必要がある。 
 

（４）文法指導 

 中・高等学校で学習する文法事項の導入や説明の仕方、定着のための様々な練習や言語活

動について、教員が実際に生徒として体験したり、指導の実演を行ったりすることによって

学ぶ。文法は単なる知識として身に付けるものではなく、コミュニケーションを円滑に行う

際に不可欠なものであることを、教員自身が様々な言語活動の体験を通して体感することが

重要である。 
 

（５）英語でのインタラクション（ティーチャー・トークを含む） 

英語で英語の授業ができるように、生徒の英語力に合わせて、自分が使う英語表現を適宜

調整し、英語によるやりとりがスムーズに進むようティーチャー・トークを身に付ける。文

法事項の導入や教科書本文の題材内容の導入などを英語で行うことも、生徒の英語力に応じ

たティーチャー・トークの技術を獲得することにより可能となる。 
 

２．授業研究 

授業実践をただ漠然と繰り返すだけでは生徒のコミュニケーション能力を向上させるた

めの良い授業を行えるようにはならない。自らの授業を客観的にとらえ、PDCA（Plan→Do
→Check→Action）サイクルによる授業力向上と振り返りの機会を継続的に持つことが重要

である。異経験年数の教員とグループを組むなど研修形態を工夫し、自分とは異なる経験年

数の教員と互いの授業を観察し合うだけでなく、協働で授業を作り上げること等を通して、

教員が積極的に学び合うことが重要である。 
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（１）学習到達目標設定（CAN-DO リスト形式で技能ごとに設定、改善） 

 英語授業が生徒のコミュニケーション能力の育成を目指したものであることを考慮する

と、自分の指導により、生徒が英語を使って、どのようなことできるようになるのかという

視点から授業計画を立てたり、授業を振り返り、授業改善につなげたりすることが重要であ

る。授業研究においても、生徒が英語を使って何ができるのかを記述したリスト（CAN-DO
リスト）を作成させることで、オーセンティックな言語使用のタスクを授業の中に組み込む

ための訓練をすることができる。CAN-DO リスト形式で技能ごとに学習到達目標を設定し、

授業で行う様々なタスクの基準や条件を考察することで、タスクの難易度を調整するための

視点を養うこともできる。 
 

（２）授業の組み立て 

 扱う単元のテーマや学習到達目標を理解した上で、授業をいかに組み立てるかを考察する。

様々な組み立て方が可能性としてはあるが、なぜ自分の考えた授業の組み立て方が学習到達

目標達成のために効果的なのかを、教員同士で話し合わせたりすることで、強く意識させた

い。 
 

（３）学習指導案作成 

 頭の中で組み立てた授業を学習指導案という具体的な形にすることで、授業のねらいや指

導手順、評価方法などが妥当であるかどうか、教員が自分自身で客観的に考察するよい機会

となる。 
 

（４）授業指導の振り返り 

教員として成長していくためには、自らの授業指導を振り返る機会を得ることが非常に重

要である。教職１～3 年目の教員の場合は、振り返りの視点自体が確立していないことから、

教職経験の豊富な教員に授業を何度も観察してもらい、様々なフィードバックを得ることに

より、振り返りの視点を身に付けていくことが望まれる。 
 

（５）生徒による学習の振り返り 

 生徒が英語学習者として成長していくためには、生徒が自分自身の学習を客観的に振り返

り、次の自身の学習につなげていくことのできるメタ認知的視点を身に付けさせることが重

要である。授業研究を通して、授業の中にそのような生徒による学習の振り返りの機会が設

けられているかどうかを確認したり、どのような振り返り方をさせるのが有効なのかを教員

同士で考察させたりすることが必要である。 
 

（６）ALT 等とのティーム・ティーチング 

ALT 等とのティーム・ティーチングをいかに効果的に行うかについて、単に日本人英語

教員同士で議論するだけでなく、実際に研修の場で ALT 等とティーム・ティーチングの実

演を行ったりすることを通して、お互いの役割や授業における指導の在り方を考察する。 
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（７）教材研究・ICT 等の活用 

 研修において、自分の授業用に作成した教材を持ち寄って相互批判したり、その場で個人

やグループで、同じテーマや指導目標に沿った教材を実際に開発・作成する訓練をすること

により、教材研究の力を向上させる。また、教材作成の際に ICT 等を活用させたり、英語指

導に有効な ICT 等の活用法について学ぶことも必要である。 
 
（８）年間指導計画・単元計画の作成 

 教職４～9 年目の教員や教職 10 年目以降の教員は、より自律した英語担当教員として、

また勤務する学校全体の教育目標も見据えながら、広い視点から教科指導のための枠組みを

考察し、同僚に対しても提案ができるような力が必要となってくる。研修において、学習到

達目標に基づく年間指導計画・単元計画などの作成の仕方などを学ぶことより、生徒の学習

が学習到達目標に向かって効率的に進んでいくためのマクロな視点を養うことができる。 
 

（９）授業研究会等の企画・運営 

 教職４～9 年目の教員や教職 10 年目以降の教員は、中堅・ベテラン教員として、異経験

年数の研修グループ等での活動や授業研究会等の企画・運営に積極的に関わり、そのような

関わりを通して、自らも成長していくことが期待される。 
 

（10）モデルとなる授業 

教職 10 年目以降の教員は、若手・中堅教員等に対して、モデルとなる授業を積極的に行

うことにより、自分自身の授業を客観的に振り返り、より良い授業にするための課題を設定

し、教員として成長を続けていく必要がある。 
 

３．専門知識 

英語の実践的指導に関する専門知識を得るための努力を続けることは、英語担当教員とし

て成長するために不可欠であり、教員としてのキャリアステージに応じた専門知識を吸収し

ていくことが重要である。下記の（５）、（６）、（７）については、教員歴４年目以降の

どこかの時点の研修で少なくとも１度は取り組むべきことと考える。 
 

（１）第二言語習得理論 

第二言語はいかにして習得されるのか、そのメカニズムの基本を十分理解した上で、授業

に臨むことは、生徒の英語学習を成功に導く上で非常に重要である。言語適性や英語学習へ

の動機づけ、学習方略などの学習者要因と第二言語習得との関係などについても学ぶ。 
 

（２）学習指導要領 

学習指導要領は中・高等学校の教育課程や英語科の教科内容に関する指針を理解する上で

欠かせない。学校教育において英語を指導する立場となってからの経験年数の浅い教職１～

3 年目の教員にとっては特に、この学習指導要領に記載されている内容を十分理解しておく
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ことは極めて重要である。 
 

（３）教科用図書 

 学習指導要領に基づいて作成されている教科用図書を、教える立場から十分に読み込み、

その構成や内容について深く考察しておくことは、学校教育において英語を指導する立場と

なってからの経験年数の浅い教職１～3年目の教員にとっては特に重要である。教科用図書

には各単元の本文や練習問題等以外にも、授業を運営する上で必要となる基本的なクラスル

ーム・イングリッシュを紹介するページや、場面や言語のはたらきに応じた英語表現、生徒

の興味関心を喚起する英語の歌やコラム記事など、様々な情報が掲載されており、これらの

活用の仕方を研修で学ぶことで、授業を活性化することができる。 
 

（４）テスティング及びパフォーマンス評価を含む４技能の総合的な評価 

 生徒の英語運用能力を的確に測定し、適切に評価するためにも、正しいテストの作り方や

パフォーマンス評価を含む４技能の総合的な評価に関する専門知識を、教職に就いた早い段

階から身に付けておくことが不可欠である。研修において、実際にテスト作成を行ったり、

教員自身が生徒の立場でパフォーマンステストを受けたり、パフォーマンステストの試験官

としての生徒役の教員にテストを実施し、評価をする練習を行ってみることが望まれる。 
 

（５）小・中・高等学校連携 

 小・中・高等学校での英語教育という流れの中で、生徒が英語学習者として成長できるよ

うになるためにも、教職４～9 年目や教職 10 年目以降の中堅・ベテラン教員には特に、自

分が勤務する校種での英語教育だけでなく、小・中・高等学校連携について学び、その学び

をカリキュラム作成や生徒への授業指導の中で活かしていくことが期待される。 
 

（６）カリキュラム開発 

 指定された指導目標・内容に応じたカリキュラムを、個人やグループで開発してみる訓練

をしたり、研修の一環として、勤務校の特性等に応じた特色ある英語カリキュラムを実際に

構築したりすることも英語担当教員の実践的な学びとして重要である。与えられたカリキュ

ラムの中で授業実践を行うことに慣れてきた教職４～9 年目や教職 10 年目以降の中堅・ベ

テラン教員に対して、特に有効な研修である。 
 

（７）英語教育の最新事情 

 最新の英語教育改革の動向などの情報を獲得し、その内容を的確に理解し、自分の英語指

導に活用する。中堅・ベテラン教員のほうが、大学の教職課程での学びを終えたばかりの若

手教員よりも英語教育に関しての新しい情報に疎いという意見もあるので、教職４～9 年目

や教職 10 年目以降の中堅・ベテラン教員に対しては特に、教員研修を通して英語教育の最

新事情を理解させる機会を持つことが必要である。 
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４．英語コミュニケーション能力の向上 

 英語担当教員として必要とされる英語の４技能の体系的・継続的向上に努めることが重要

である。英語コミュニケーション能力の向上のための取り組みは、英語教育のプロフェッシ

ョナルとして指導していく上で必須のものであることから、個人任せにするのではなく、研

修の中で計画的・体系的に行うことが重要である。 
 

（１）英語力向上研修（高度な言語活動の体験を含む。集中合宿方式、オンライン学習方式、

短期海外研修など） 

 高等学校の生徒等に対し、高度な言語活動（発表、討論・議論、交渉など）を指導するこ

とのできる英語力・指導力が今後、英語担当教員に求められることを考慮すると、教員自身

がこれらの言語活動を体験しておく必要があるため、英語力向上のための研修の一部として

取り入れることが望まれる。また、英語担当教員の日常業務が多忙化している現状に鑑み、

研修を実施する時期・形態などを特に考慮する必要がある。英語のみで生活する集中合宿、

オンラインによる学習、短期海外研修などの形態が考えられる。 
 

（２）外部資格・検定試験（４技能型）を活用した英語力の自己モニター 

教員が自分自身の英語コミュニケーション能力を多角的・客観的に捉え、さらなる能力向

上のための効率的な研修計画を立案するためにも、外部資格・検定試験（４技能型）を積極

的に活用することが望まれる。試験は定期的に受けるようにし、その結果を研修ポートフォ

リオに記録しておくことで、英語力の自己モニター及び振り返りに役立てる。 
 

５．英語学 

英語を指導する際に必要となる英語学の知識を習得することが重要である。初任者の場合、

様々な文法事項を初めて生徒に教える場合が多いと考えられるが、それぞれの文法事項をま

ずは的確に理解することが求められる。また、教員自身が英語音声について正しく理解し、

音声指導の際に的確な指導ができるように英語音声学を学ぶことが重要である。（１）及び

（２）については、教職１～3 年目の研修で一通り学び、その後、教員歴４年目以降のどこか

の時点の研修で少なくとも１度は再び取り組むべきことと考える。 
 

（１）英語教育に関わる英文法 

 英語担当教員は中・高等学校で指導すべき文法事項を的確に理解し、学習者の視点を常に

意識した指導を行うことが期待される。自分自身にとっては当たり前の知識として定着して

いる基礎的な英文法に関しても、いざ生徒が十分理解できるように説明するとなると、うま

く言語化できないことも多い。学習者に共通して見られる英文法の誤りなどを、研修におい

て確認し合ったり、その誤りが起こる理由を日本語の文法との対照などから考察したりする。 
 

（２）英語音声学 

 英語という言語の音声の様々な特徴（母音や子音、リズムとアクセント、イントネーショ
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ン、音変化、綴りと発音の関係等）を理解し、また、生徒に対する音声指導の際に役立てる

ことができるように、教員自身がそれらの特徴を正しく音声化できるよう訓練する。 
 

６．異文化理解・文学 

国際共通語としての英語を自らが使用しながら、英語が使われている国・地域の歴史・社

会・文化、文学の理解を深めておくことは、生徒に対して英語を指導していく上でも非常に

有益である。異文化交流については、教職１～３年目の研修でひととおり学び、その後、教

員歴４年目以降のどこかの時点の研修で少なくとも１度は再び取り組むべきことと考える。 
 

異文化交流 

異なる文化の人々と「積極的に」交流するような実体験を通して、異文化に対する理解を

深いものとすることができる。ALT 等や留学生、近隣に居住・勤務している外国人などと

交流する機会を持つことを研修に組み込んだり、また、英語力向上研修とも重なるが、短期

海外研修等を実施したりすることで、英語担当教員が異文化を体験的に学ぶ機会をもたせる

ことが必要である。 
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（３）中・高等学校コア・カリキュラム（試案）運用上の留意点 

 

 本項では、中・高等学校のコア・カリキュラム（試案）の運用に関する注意事項を記載する。 

教員養成コア・カリキュラム（試案）に記載された学習項目は、英語科教職課程において

扱うべき必要最小限の次項を内容のまとまりごとに記載したものである。その解釈並びに扱

いについては以下の点に留意されたい。 

１）個々の項目をそれぞれ独立した授業で扱う必要があるわけではない。 

２）記載の順序は、学習すべき順序を示すものではない。 

３）記載の順序は、記載内容の重要度を示すものではない。 

４）教職に関する科目（英語科の指導法）は８単位以上を必修とするが、コア・カリキ

ュラムに記載の学習事項は、８単位の中ですべての内容を盛り込む場合を想定したも

のである。項目を独立させて、別個の必修科目として学ぶ場合には、必ずしもその事

項を８単位の授業の中で扱う必要はない。たとえば、「第二言語習得理論」「評価論」

「教材開発論」などを独立した必修科目として設定している場合、その内容は８単位

の「英語科の指導法」（英語科教育法）の授業では扱わないということもありうる。 

 また、教員研修におけるコア・カリキュラム（試案）の運用上の留意点は以下の通りであ

る。 
１）個々の項目をそれぞれ独立した研修で扱う必要があるわけではない。 

２）それぞれのキャリア・ステージで扱うべきとして挙げた項目の記載の順序は、研

修で実施すべき順序を示すものではない。 

３）それぞれのキャリア・ステージで扱うべきとして挙げた項目の記載の順序は、記

載内容の重要度を示すものではない。 

４）研修を行う時期や形態等については、各地域の実態に即し、研修を行う側にとっ

ても、また、研修を受ける教員側にとっても無理がないように考慮する必要がある。 

５）研修ポートフォリオで記録・保存すべき内容・分量については、できるだけ簡便

なものとし、多忙な教員が記録・保存に関する文書作成のためにさらに忙殺される

ようなことが決してないよう注意すべきである。教員の負担をできるだけ軽くし、

効率的な研修の記録・保存ができるよう、ICT 等を活用するとよい。 

６）授業映像ポートフォリオの作成に必要となる機器等の購入・管理などに要する予

算は各学校任せにするのではなく、各地区の研修を行う教育委員会等が措置するな

どの配慮が必要である。 

７）研修の企画・運営は、指導主事のみならず、英語教育推進リーダーも積極的に関わ

ることが期待される。 

８）研修のための時間を確保するためにも、管理職の十分な理解と協力が必要不可欠

であり、そのための協力依頼を指導主事などに任せるだけでなく、国として管理職

に強く要請し、必要に応じて、研修派遣中の代替教員の手配等に関わる財政的な支

援も国が責任をもって行うべきである。 
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