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１ 研究テーマ設定の理由 

小学校外国語活動・外国語研修ガイドブッ

ク（2017.7）によると、スモールトークとは、

ライブで子供が本当のことを聞いたり、言っ

たりする活動である。第 5 学年では教師が語

るスモールトークについて児童が聞くことが

主な活動とされており、第 6 学年では、児童

同士で自分のことについて会話することが求

められる。 

スモールトークでは、その時間に学習した

表現を扱いお互いにやり取りすることにとど

まらず、既習語句や表現を繰り返し活用し、

自分の考えや気持ちを伝え合わせる、できる

だけ対話を続けさせることがねらいとされる。

自分の考えや気持ちをどの既習語句や表現を

使って言い表せばよいかを考えて選択し、表

現することで、伝わったときの喜びを感じる

ことができる。また、友達が使う既習語句や

表現を聞くことで、その使い方についての理

解が深まることが期待できる。 

つまり、スモールトークによって得られる

学びは、子供自身が興味をもって積極的に取

り組むとともに学習活動を自ら振り返り意味

付けたり、身に付いた資質・能力を自覚した

り、共有したりできる「主体的な学び」であ

り、多様な表現を通じて、教師と子供や、子

供同士が対話し、それによって思考を広げ深

めていく「対話的な学び」であるとも言える。

そして、習得・活用・探究という学びの過程

の中で、教科の特質に応じた「見方・考え方」

を働かせながら、知識を相互に関連付けてよ

り深く理解する「深い学び」であると言える

だろう。 

スモールトークを通して、自分の中にある

知識を実際に活用する能力の育成を図ること

ができる。さらに伝え合うことができたとい

う成功体験がまた英語を使って伝え合いたい

と思わせる学びの連続性につながることも期

待できる。つまり、スモールトークの成功が

外国語教育の成功につながると言っても過言

ではない。 

脳科学的な見地からもスモールトークの

有用性は述べることができる。植村氏（2009）

によると、脳の神経細胞（脳細胞）は使えば

使うほどその機能に合致した新しい神経回路

網を形成する。しかし、長期間にわたって全

く使用しない神経回路網はやがて喪失する。

それが忘却である。つまり、学習した表現や

語句を繰り返し使うことが学習の強化につな

がり、逆に言うと使わなければ忘れてしまう

ということである。スモールトークにおいて

既習語句や表現を繰り返し使うことで、知識

が強化されるということだ。 

村野井氏（2006）は、第二言語習得に向か

う情報のインプットにおいて、①理解可能（現

在のレベルよりほんのちょっと上のレベル）

であること、②興味をもっている内容

（relevant）であること、③真正性

(authenticity)のある本物（現実のコミュニ

ケーションで使用される言語）であること、

④音声と文字両方のモードで取り入れること、

の４つの点が必要であるとしている。このう

ち①から③がスモールトークの場面では自ず

と設定可能である。 

2020年度からは、5年、6年で年間 70時間

の外国語科の学習が始まる。スモールトーク

はおよそ 2回に 1回の割合で実施されること

になっている。つまり、年間 35回という、た

いへん多くの時間がスモールトークに充てら

れていると言えるだろう。 

しかし、スモールトークの成功につながる

ための手立ての情報は乏しく、自分の語学力

に自信をもてない教師にとって、スモールト

ークは頭の痛い課題である。 



したがって、スモールトークの成功につな

がる教師の工夫について研究することが重要

な課題であると考え、本研究テーマを設定し

た。 

 

２ 児童の実態調査 

研究員の学級（研究員の担当学年は５年、

５年、６年、３年）における現状としては、

児童は授業の中で取り扱う場面設定における

会話を身に付けつつあるものの、習った表現

を使いこなし、自分のことを英語で話し合う

ことができるまでには至ってないように見受

けられた。 

そこで、児童の実態を把握するため、調査

を行うこととした。 

 （１）実態把握のための調査から 

ア 方法 

６年 対象児童 ３３名 実施時期 ９月 

教師によるスモールトーク(自己紹介)を１

分間聞かせた後、児童同士に自己紹介をテー

マとしたスモールトークを１分間行うように

指示した。 

その際、児童自身にやり取りが何往復成立

したかを数えさせた。また、スモールトーク

の後、思ったことや、難しかったことと、使

った既習表現は何であったか、についてアン

ケートした。 

５年 対象児童 ３４名 実施時期 ９月 

教師が１分間に１１文のスモールトークを

聞かせた後に、児童にどのような内容が聞き

取れたか紙に書かせた。（聞いているときは、

メモを取らず、すべて聞き終えた後で、聞こ

えた内容を日本語で書かせた。）教師のスモ

ールトークには、いろいろな既習表現を使用

した。 

 

イ 結果 

 ６年生の１分間におけるやり取りの回数は

平均 3.6 往復であり、期待する８往復程度に

は至っていなかった。 

 また、やり取りが続かなかった理由として

は以下のようなものが挙げられた。 

 

・相手が言ったことに対してどう返していい

か分からず固まってしまった。 

・質問されていることは分かっても、どう答

えていいか英単語が分からなかった。 

・言いたいことを習った表現に置き換えるこ

とができなかった。 

 自己紹介の際、既習表現の中でよく使えて

いた表現は、I like ～.である。相手に尋ね

る表現は、How are you？や What ～ do you 

like?などであった。（表１ 参照） 

対象児童 ３３人中 

自分のことをいう  

Hi! Hello! ２６人 

My name is ～. ２８人 

I like ～. ２１人 

I don’t like ～. １３人 

I can ～. ７人 

I can’t ～. ５人 

I went ～. ２人 

I saw ～ ０人 

I enjoyed ～． ０人 

I ate ～. ０人 

It was ～. １人 

My birthday is ～. ７人 

I want ～. ２人 

その他で使えた表現 

I’m ～.  １５人 

相手に質問する 

How are you? ２０人 

What     do  you 

like? 

２８人 

Can you ～？ ５人 

When is your 

birthday? 

４人 

What do you want 

～？ 

０人 

What’s this? ０人 

その他で使えた表現 

How about you?  ３０人 

反応する 

Me too. １０人 

I don’t know. ５人 

Really? ５人 



Good. Cool. Nice. 

Great.  

４人 

That’s a good idea. ０人 

That’s right. ０人 

Pardon? ５人 

I see. １０人 

Why? ２５人 

Good job. ２人 

Aha. ５人 

その他で使えた表現 

Wow!   ２０人 

It’s fantastic.  １０人 

It’s exciting.  １５人 

It’s fun.  ８人 

It’s beautiful.  ２人 

（表１） 

５年生の聞き取れた内容は、平均１１文中

6.1 文であった。既習事項については、概ね

内容を含めて理解することができていると言

ってよいだろう。聞き取る力が高かった既習

表現は、My name is .や I like～．等であっ

た。 

また、意味を理解しにくい既習表現は、   

形容詞 delicious や He is～．等であった。 

（表２参照） 

対象児童 ３４人中 

自分のことをいう  

My name is~ ３０人 

I’m from １３人 

I like ～. ３３人 

I don’t like ～. ３０人 

I like ~（２回目） １７人 

delicious ４人 

favorite １５人 

I want to ３０人 

I don’t have １２人 

He  is  ~ . ８人 

（表２） 

 

 

 

 

 

（２）日々の生活の見取りから 

研究員の学級での児童の様子からは、英語

を難しいと拒否する児童は少なく、楽しみな

がら取り組もうとしている姿が見られる。例

えば好きな色は何ですかという表現を習えば、

授業中に積極的にその表現を使って、やり取

りする姿が見られる。 

しかし、そんな子供たちでも、ALT や外国

語指導補助員の先生に対して、「What color do 

you like?」と進んで聞こうとする態度を見せ

る子は少ない。また、What color do you like?

と勇んで聞きに行った児童がたとえいたとし

ても、自分の放った質問に相手が答えてくれ

たあと、切り返すことができずに固まってし

まうことがある。  

授業中のやり取りの中では、その時間に習

った表現をお互いに言い終わったら、日本語

でしゃべってしまったり、相手の声が聞き取

れなかったときに、日本語で聞き返してしま

ったりという様子が見られることがある。 

 

（３）見えてきた課題 

実態把握のための調査や日々の見取りから

見えてきたことは、決まった答えに対しての

決まった反応はできるが、既習事項から言い

たいことを選べる力がもてていないというこ

とである。 

また、自然なやり取りをつなぐリアクショ

ンやレスポンスの表現が不足していることも

浮き彫りとなった。 

 

以上のことから、既習事項から言いたいこ

とに合う表現を見つけ出す力や相手の答えに

反応して切り返したり分からないことをもう

一度言ってもらったりするなどの会話を続け

る力を身に付ける必要が大いにあると考えら

れる。 また、単語が分からず会話が止まって

しまう児童も多いことから、語彙力をつける

ことも必要だということが分かった。 

  

３ 他市研究会・研修会への参加 

ア 上甲子園小学校 

令和元年８月２１日(水)に西宮市立上甲子



園小学校で開催された「兵庫県小学校教育研

究会外国語部夏季研修会」に参加した。本研

修では、関西大学外国語学部今井裕之教授に

よる「2020 小学校外国語教育の課題～評価、

文字指導、教材活用～」をテーマとした講演

が行われた。評価ポイントとしては、「到達目

標を具体的に示し、共有すること」「到達を支

援する方法や道具を準備し、学習方略（学び

方）を準備すること」「学習の振り返りで、何

ができたか・できなかったか、なぜできたか・

まだできていないか・どう取り組めばよいか、

を言語化させること」「生徒の成長(背伸び)

を探して、励ますこと」が挙げられた。どの

活動においても、一度の活動で振り返りもな

ければ、経験を学びに転化することは難しい。

中間フィードバックやリトライをキーワード

にして、やりっぱなしを回避し、さらに振り

返りで終えず、再度やり直し、「できた実感」

だけではなく、「よりうまくできた実感」をも

ち、何を学んだかを意識化できる授業展開を

していくことが大切であるということを学ん

だ。スモールトークにおいても、中間フィー

ドバックという考え方により、一回目のスモ

ールトークで言えなかった表現、言いたかっ

た表現について、児童に振り返らせ、それを

学級全体で考察し、２回目のスモールトーク

に生かしていくというような展開を考えるこ

とができる。 

その後の演習では、スモールトークのねら

いや求められるレベル、使える語彙・表現に

ついて学んだ。実際の授業では、使える表現

紹介と練習をし、スモールトーク１回目をペ

アで行った後、代表ペアのスモールトークを

見るという流れで行われていた。さらに活動

の終わりに、次回のお題発表と言いたかった

けれど言えなかった表現を募ることで、次の

スモールトークにつながる取組が行われてい

た。 

 

イ 明石市立沢池小学校 

令和元年１１月２９日(金)に明石市立沢池小

学校で開催された研究発表会「第１回兵庫県

小学校外国語・外国語活動研究発表会」に参

加した。まずは授業公開の中で、５・６年生

の授業の冒頭部分に取り入れられているスモ

ールトークを参観した。 

沢池小学校では、スモールトークの活動に

入る前に、帯活動としてリアクションをチャ

ンツで練習していた。その後、教師（HRT)が

今日のトピックについてオールイングリッシ

ュで話し、型をテレビ画面で提示し、スモー

ルトークの助けとした。次に代表の児童と教

師のやり取りを見本として見せた。その児童

が返答に窮する場面では、他の児童が補い、

児童同士でコミュニケーションを作っていた。

それをもう１名の児童でもやって見せた後に、

ペアでスモールトークを行っていた。児童は

事前に練習したリアクションをスモールトー

クの中で利用していた。 

さらに、スモールトークの後に、教師が「言

いたかったけど言えなかったことは」と問い、

出た言葉に対して教師が答えるのではなく、

子供同士で助け合わせる形のフィードバック

を取り入れていた。その後、兵庫教育大学大

学院 学校教育研究科 吉田達弘教授による

「新学習指導要領に向けた外国語のあり方～

児童と教師の主体性を中心に～」というテー

マで講演が行われた。その中でスモールトー

クについては、「型にはめすぎない」ことと会

話のめあては何なのかを明確にして取り組む

ことが大切であるということを学んだ。そし

て、スモールトークでは教師の即興性とアセ

スメント（形成的評価）の観点が必要で、特

にアセスメントにおいては、外国語の場合、

中間フィードバックが有効であるということ

を学んだ。 

 

４ 実践及び省察 

ア 朝の会での英語スピーチ 

 朝のスピーチでは、既習表現を用いて、自分

についてのことを述べさせた。I like ～.や I 

want ～.といった内容は学年を問わず、児童

にとっても関心の高い話題であった。  

外国語の導入期である３年生でも、最初こ

そ表現の仕方を確認する児童が見られたが、

同じ表現を繰り返し耳にすることで、自信を

もってスピーチをすることができていた。事

前に英語で何というか確認に来たり自分で調



べたりして、積極的に取り組むことができて

いた。 

５・６年生では、授業で日頃から既習表現

を復習していることもあり、短い英文を伝え

ることは負担も少なく取り組むことができて

いた。また、話を聞いた児童には、そのスピ

ーチに対してリアクションをさせたが、これ

も負担なく取り組むことができていた。 

 

イ 英語の木 

前出のスピーチを取り組むにあたり役立っ

たのが、教室内に掲示している「英語の木」

であった。「英語の木」には、新しく学習する

度に表現を増やし、児童が既習表現を確認し

たい時にいつでも見て確かめることができた。

既習表現を掲示する「表現の木」、単語を掲示

する「単語の木」、リアクションやレスポンス

を掲示する「リアクションの木」など、いく

つかに分類して作成した。 

 

 

５ 次年度に向けて 

 初年度の実践や各研修を振り返って、スモ

ールトーク力を伸ばすためには、継続的で、

真正性のある取組が有効であるということが

分かった。 

 朝の会での実践など、英語を身近に感じ英

語を使う機会を増やす取組や、英語の木など、

自分が身に付けた英語の力を児童自身が実感、

目視できるような取組を今後も継続していく

ことが必要である。 

 また、英語絵本を日常的に取り入れたり、

英語の歌を歌ったりするなど、さらに英語に

触れあう機会を増やす取組にも挑戦していき

たい。 

 

 テーマである「自然につながるスモールト

ーク」のためには、レスポンスの言葉を獲得

させることが重要であることも分かった。例

えば「How about you？」のように、頻繁に会

話に登場する表現について、注目させて獲得

させていく必要がある。 

 また、日本語を英語に訳するという感覚で

は自然なスピードで会話することは不可能で

あるため、シチュエーションに合わせて自然

に英語が出てくるという感覚を身に付けさせ

る必要があり、そのためには継続的に英語を

使う機会を保証する必要があることも分かっ

た。 

瀧沢氏（2018）『Small Talk で英語表現が

身につく！小学生のためのすらすら英会話』

によると、Inputから outputへの認知プロセ

スは、インプット→気付き→理解→内在化→

統合→アウトプットであり、またアウトプッ

トを経ることなしには、第二言語習得はなさ

れないとある。 

 「訳する」感覚でいるとぴったりの言葉を

見付けようとしすぎて、英語が出てこないと

いうことがある。つまり、理解はできていて

も内在化ができていない状態である。それを

避けるためにも、自分の知っている言葉で言

い換えたり、似たような言葉で補ったりとい

う、「曖昧さを受容する」態度も必要である。 

  

 英語に触れる機会とともに実際に使う機会

を数多く設定し、教師も児童も楽しくスムー

ズに思わず英語が口をついて出る、そんな学

級を目指して、次年度も研究に取り組んでい

きたい。 
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