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要旨  

 
 本稿では，外国語活動のふり返りとして「文字と音を対応させる ICT ポートフォリオ」を児童がど

のように使い，文字への意識や，文字と音のつながりに対する感覚がどの程度育ったかを報告する。

実践 1 では 5 年生 4 名，6 年生 7 名がどのように ICT ポートフォリオを活用するのか調べた。児童は

タスクの遂行に必要な表現を授業中に探して発表の準備をし，準備内容を授業者が ICT ポートフォリ

オに記録した。児童はポートフォリオを持ち帰って発表のリハーサルをし，次の授業でタスクの成果

を発表した。このサイクルを 4 単元くり返した結果，児童は ICT ポートフォリオを使って活動の成果

を文字と音で確認し，学んだ表現や活動内容を発表や他の活動に応用できるようになった。一方，文

字を読むことの難しさや英語を家庭で学習する負担感から ICTポートフォリオを利用しないケースも

見られた。そこで実践 2 では 6 年生 53 名を外国語活動に対する苦手意識の高い・低い児童に分け，ど

の児童に対してポートフォリオが機能するのかを調べた。授業に ICT ポートフォリオのふり返りを組

み込んだことで，どちらのグループも文字への関心，文字と音の一致に対する意識が指導前より向上

し，それはポートフォリオの活用度と関連していた。さらに，ICT ポートフォリオを活用させること

で，外国語活動の苦手意識に関わらず，文字を音にする感覚的な力を伸ばすことができていた。 
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1. はじめに  

 
英語で活動を行う際，児童が前時の単元で触れた表現を思い出せず，思うように活動を進められな

いことが度々ある。活動内容や言語表現をふり返るためにポートフォリオを作成することが勧められ

ているが (北条・矢嶋・松崎, 2013)，本校の児童は英単語の文字を読み書きすることができないため

に，ポートフォリオが本来の役割を果たさない場面が見られた。そこで，Prezi や Power Point・Movie 

Maker を利用して，文字に音を埋め込む形式の簡易な ICT ポートフォリオの作成を試みた。 

本実践は小学校外国語活動の理念に従い，文字―音の規則を明示的に指導するのではなく，ポート

フォリオのふり返りを通して文字と音の対応関係を体感させることを目的とした。明示的・暗示的知

識の厳格な区別を焦点としないため，言語の規則を明示的に指導せず，自己のふり返りにより身につ

いた知識をここでは「感覚」と呼ぶ。本稿では，児童が ICT ポートフォリオをどのように活用し，文

字と音のつながりに対する感覚がどの程度育ったのかを報告する。 

 

2. 実践の背景 
 

 小学校外国語活動で使用される Hi, friends!は，学習指導要領に則り，体験的な活動の中でコミュニ

ケーションが行えるようデザインされている (文部科学省, 2008)。特に，Hi, friends!の単元は話題シラ

バス，概念・機能シラバス，タスクシラバスを組み合わせて構成されており (樋口・加賀田・泉・衣

笠, 2013)，タスクを中心とした言語活動を行うことが求められている。 

Willis (1996) は，タスクをプレタスク，タスクサイクル，言語側面の学習の 3 段階に分けて導入す

ることを勧めている。プレタスクの例として，単語や表現の分類，ブレインストーミングによる単語

の相関図 (マッピング) の作成など，視覚に訴える操作的な活動がある (Willis, 1996)。このようにし

て導入された言語表現は，タスクサイクルを通してどのように使用すれば良いかが理解され，言語側

面の分析的な学習を経て知識として定着することが期待される (Ellis, 2003)。ただし，文法や語彙の定

着を図ることは現行の小学校外国語活動の目標に合わないため (文部科学省, 2008)，タスクで用いた

表現を児童に言語知識として蓄積させることは難しい。著者の勤務校では，Hi, friends!の各単元で学

んだ表現を，別の単元に応用したいと思う児童(1 が多いにも関わらず，既習事項を思い出す方法が無

くて困るという児童(2 が見られた。したがって，タスクの前，最中，終了後にそれまで学んだことを

「ふり返る」ためのポートフォリオが必要だと感じた。 

ポートフォリオは，活動の成果や記録を残し，それらに基づき児童が自ら活動内容をふり返る目的

で作成される。ふり返りには自己内省・指導者との対話・グループ等によるカンファレンスなど様々

な形態がある (Shöne, 1983)。例えば，北條・松崎・金安 (2015) は，小学 5 年生児童を対象に，文字

指導のふり返りとしてポートフォリオのカンファレンスを行ったところ，互いの学習成果を評価しあ

うことが自己肯定感につながり，外国語活動への動機づけが向上したと報告している。 

しかし，ポートフォリオに英語表現を蓄積し，既習内容の活用や表現の広がりにつなげるような実

践報告はほとんど見られない。タスク中にポートフォリオを参照すればより豊かな活動になることが

期待されるにも関わらず，そのような実践例が少ない原因として，英語の文字をポートフォリオに入
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れることの難しさが考えられる。すなわち，児童はポートフォリオで英語表現をふり返ろうとしても

文字を読んで音にすることができず，ポートフォリオが上手く機能しないことが予想される。そこで

児童に文字を書く負担を与えず，かつ文字を見て発音を確認できるポートフォリオの作成を試みた。 

 作成した ICT ポートフォリオ (3.2.2 節に詳細) は，文字と音の対応関係を児童が感覚的に学べるよ

うデザインしたが，文字提示が児童の負担になる可能性も考えられる。例えば，Hotta (2005) は，文

字指導と音韻指導を同時に受けた児童より，それぞれを分けて指導された児童の方が，文字学習の成

績は高くなることを示している。一方，文字が提示されるのであれば，児童はそれと音を結び付けて

英単語を学習しようとすることも報告されている。例えば，畑江 (2005) では，フラッシュカードに

文字と絵を載せて，音声を聞かせながらその語の発話練習をさせたところ，文字と音を結び付けるよ

う指導していないにも関わらず，文字を読める割合が増えたことを報告している。伊東 (2013) は，

絵と文字が入ったフラッシュカードを使用した場合，児童が何に注目するのかを調査したところ，89

名のうち約 7 割が英語の文字を見ながら発音しようとする傾向にあったことを示している。ただし，

文字を全く見ようとしなかった児童や，教師の発音だけに注目していた児童もいた。 

このように，各児童が持つ文字への意識や負担感が「活動内容をふり返る」というポートフォリオ

本来の役割を果たせるかどうかに関わると言える。ゆえに，カンファレンスを取り入れた長期的な実

践を行う前提として，児童が英単語の文字入りポートフォリオを使って，ふり返りの最初のステップ

である日々の「自己内省」をできるのか調べる必要があった。同様に，長期的にポートフォリオをふ

り返させるためには，文字と音の対応関係を学ばせる必要があった。そこで，児童が ICT ポートフォ

リオをどのように「ふり返る」のかを調べることを実践 1 の目的とした。続く実践 2 では，ICT ポー

トフォリオを使ってタスク内容や英語表現の自己内省を促すことで児童のタスクパフォーマンスを向

上させつつ，文字と音のつながりに対する感覚を育てることを目的とした。それと同時に，文字に音

を重ねる ICT ポートフォリオは，どのような児童に対して，外国語活動への期待や自信，文字への関

心の向上という観点から効果的に働くのかを明らかにし，さらなる実践への指針を得ることとした。 

 

3. 実践 1 
 

3.1 参加児童の特性 

 参加児童は，小規模校である茨城県坂東市立Ａ小学校に通う5年生4名 (女子4名) と6年生7名 (男

子 3 名，女子 4 名) であり，第一著者が授業を担当した。特に，6 年生 7 名の学級は第一著者が担任

をしている。小規模校のため複式学級が存在するが，5 年生と 6 年生は個別の学級に分かれており，

外国語活動の授業も合同では行っていない。英語の学習塾等，学校外で英語を定期的に学習している

児童はおらず，帰国児童も含まれていなかった。 

 

3.2 教材と指導手順 

3.2.1 授業の実践 

外国語活動は毎週月曜日に行っており，実践期間は平成 27年4月 20日から7月6日までであった。

5 年生の学級では 4 単元 (12 時間)，6 年生の学級では 3 単元 (9 時間) の授業を行った。本稿では紙面
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の都合上，Hi, Friends! 2 の Lesson 5 “Let’s Go to Italy” で導入した「おすすめの旅行プランを紹介しよ

う」というタスクを詳述するが，他の単元でも同様の活動が行われた。プレタスクに 2 時間，タスク

サイクルに 1 時間が配当され，プレタスクは 20 分，タスクサイクルは１授業時間で行われた。 

 1 時間目: タスクの説明，必要な語句の導入や調べ学習，マッピングなどのプレタスクを行った。 

[1] 児童は自分が紹介する国をくじ引きで選んだ。くじは A2 サイズの絵地図で，筒状になった紙

を開くと自分が紹介する国が分かるようになっている。紹介する国は Lesson 5 に出てくる日本，

中国，エジプト，アメリカ，インド，ギリシア，オーストラリア，ブラジルであった。 

[2] 絵地図を参照しながら自分が紹介したいことを，食べること (eat)，見ること (see)，遊ぶこと 

(play) に分けて “We can see (eat/play) ~” の形で考えさせた。考え出した表現は，個別に配付し

たホワイトボードにマッピングさせた (図 1 左参照)。具体的には，それぞれの動詞に対応する

絵・文字付きの名詞カードを配付し，名詞カードの中から自分が表現したい単語を選ばせて，

それをホワイトボードに貼らせた。 

 2 時間目: コンピューター教室で ICT ポートフォリオを使った発表のリハーサルを行った。 

[1] 児童に ICTポートフォリオの使い方を指導し，家庭でも発表のリハーサルができるようにDVD

等に保存したポートフォリオを全児童に配付した (図 1 中央参照)。 

[2] 児童は DVD を持ち帰り，ワークシートと ICT ポートフォリオを対応させながらリハーサルを

行うよう促された (図 1 右参照)。 

 3 時間目: タスクサイクルでは，各児童がプレゼンター，残りがオーディエンスとなり，自分のお

すすめの国を紹介するプレゼンテーションを行った。 

[1] オーディエンスはプレゼンターの発表を聞き，印象に残ったことをワークシートに記録した。 

[2] 発表終了後，児童はワークシートをもとに自分の行きたい国とその理由を決め，ペアになって

お互いに発表しあった。 

[3] 最後にインタビューゲームを行い，自分の行きたい国の理由を説明したり，友達の行きたい国

とその理由を聞いたりした。 

 

   
図 1. 授業実践の様子。左から「児童が作成した “We can see (eat/play) ~” のマッピング」「ICT ポート

フォリオの使い方の説明」「ICT ポートフォリオを使った活動内容のふり返りとリハーサル」。 
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る。表 1 に ICT ポートフォリオを作成するにあたって感じた各ソフトウェアの特徴をまとめた。 

 

表 1 ポートフォリオ作成時に使用したソフトウェアの特徴 
ソフトウェア ⻑所 短所 

Prezi ○ 作成・閲覧ソフトを無料でインストールでき，PC，タ
ブレット，スマートフォンなど様々な端末で閲覧可能。

○ 強調したい部分をズームアップすることができる。 
○ 教科書や⿊板，児童のワークシート等，様々な教

材をポートフォリオ化できる。 
○ インターネットを介して，どこでも閲覧できる。 

△ 独⾃のファイル形式であるため専⽤の閲覧ソフトをイン
ストールする必要があり DVD 再⽣ができない。 

△ PCで閲覧できるように加⼯する場合，作業に時間が
かかる。 

△ 児童のインターネットの使⽤にはネットリテラシーなど教
育上の注意が必要である。 

Microsoft  
Movie 
Maker 

○ 様々な拡張⼦に対応しているため DVD，PC，You 
Tube など様々なメディアで閲覧可能。 

○ 単語をスライド化し，スライドショーのような形で⽂字
と⾳を提⽰することができる。 

△ 作成に時間がかかる。 
△ You Tube の閲覧には教育上注意が必要である。 
△ 動画であるため再⽣・停⽌の操作が煩雑であり DVD

の閲覧による個⼈学習に向かない。 
Microsoft  
Power 
Point 

○ スライド内容をビデオとして保存できるため DVD 再⽣
機等で閲覧できる。 

○ 絵や⽂字の上に⾳声をリンクさせられるので，絵や⽂
字をクリックするとその発⾳がでるようになる。 

△ Power Point がないと DVD 版でしか閲覧できない。
△ DVD 版では確認したい表現だけを指定して閲覧する

ことができない。 

 

ICT ポートフォリオの設計時には，第一に，作成が簡便であることを目指した。表 2 に示す通り，

プレタスクの成果を写真に撮ってスライドに挿入し，絵カードや文字に音声データを添付するのみで

良い。音声の録音は ALT に依頼した。完成した ICT ポートフォリオは Prezi や DVD 等で配付した。 

 

表 2 Power Point 2013 を使った ICT ポートフォリオの作成手順 
1. 活動成果を写真 (JPEG 形式等) に撮りスライドに添付した。⽇本語のメモは該当するイラストと英単語で覆うようにした。 

 



2. 録⾳した⾳声 (MP3 形式等) を【挿⼊】【オーディオ】【このコンピューター上のオーディオ】から検索しイラストに添付した。 

 

 

 
3. 【保存】【ファイルの種類を MPEG4 に指定】し，単元ごとにファイルを蓄積・個別に閲覧できるよう DVD-RW にファイルを保存し

た。またインターネットでも閲覧できるようウェブページを開設した。 
  

ICT ポートフォリオを児童がどのように使用したのかについては，9 月 2 日にインタビュー形式で

調査した。質問内容は (a) ポートフォリオの使用感，(b) ポートフォリオの活用頻度，(c) ポートフォ

リオを使った学習の感想であった。 

スピーカーをタップす

ると音声が再生される
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3.2.3 文字と音のつながりに対する感覚の評価 

参加児童が文字と音のつながりに対する感覚を実践前にどの程度有しているのかをテストした。ま

た，実践を通して文字と音への感覚がどの程度変容したのかを調べるために，最後の単元が終わった

その日に同一のテストを行った。テストでは外国語活動の補助教材 (文部科学省, 2015) にある単語 

(動物の名前) 26 語を用いた。これらは実践の中で一度も導入していない。各単語を A4 のフラッシュ
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ストールする必要があり DVD 再⽣ができない。 

△ PCで閲覧できるように加⼯する場合，作業に時間が
かかる。 

△ 児童のインターネットの使⽤にはネットリテラシーなど教
育上の注意が必要である。 

Microsoft  
Movie 
Maker 

○ 様々な拡張⼦に対応しているため DVD，PC，You 
Tube など様々なメディアで閲覧可能。 

○ 単語をスライド化し，スライドショーのような形で⽂字
と⾳を提⽰することができる。 

△ 作成に時間がかかる。 
△ You Tube の閲覧には教育上注意が必要である。 
△ 動画であるため再⽣・停⽌の操作が煩雑であり DVD

の閲覧による個⼈学習に向かない。 
Microsoft  
Power 
Point 

○ スライド内容をビデオとして保存できるため DVD 再⽣
機等で閲覧できる。 

○ 絵や⽂字の上に⾳声をリンクさせられるので，絵や⽂
字をクリックするとその発⾳がでるようになる。 

△ Power Point がないと DVD 版でしか閲覧できない。
△ DVD 版では確認したい表現だけを指定して閲覧する

ことができない。 

 

ICT ポートフォリオの設計時には，第一に，作成が簡便であることを目指した。表 2 に示す通り，

プレタスクの成果を写真に撮ってスライドに挿入し，絵カードや文字に音声データを添付するのみで

良い。音声の録音は ALT に依頼した。完成した ICT ポートフォリオは Prezi や DVD 等で配付した。 

 

表 2 Power Point 2013 を使った ICT ポートフォリオの作成手順 
1. 活動成果を写真 (JPEG 形式等) に撮りスライドに添付した。⽇本語のメモは該当するイラストと英単語で覆うようにした。 

 



2. 録⾳した⾳声 (MP3 形式等) を【挿⼊】【オーディオ】【このコンピューター上のオーディオ】から検索しイラストに添付した。 

 

 

 
3. 【保存】【ファイルの種類を MPEG4 に指定】し，単元ごとにファイルを蓄積・個別に閲覧できるよう DVD-RW にファイルを保存し

た。またインターネットでも閲覧できるようウェブページを開設した。 
  

ICT ポートフォリオを児童がどのように使用したのかについては，9 月 2 日にインタビュー形式で

調査した。質問内容は (a) ポートフォリオの使用感，(b) ポートフォリオの活用頻度，(c) ポートフォ

リオを使った学習の感想であった。 
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た目標語が，実践を通して (a) ~ (d) のどの段階に移ったのかを調べた。実践前に全く音声化できなか

ったケースは 62 件だったが，そのうち 8 件 (13%) は頭文字と絵だけで発音でき，5 件 (8%) は文字

を見たら発音できるようになっていた。さらに，文字を見て部分的に発音できたケースは 14 件 (23%) 

あった。35 件 (56%) は誤答もしくは無回答のままだった。これらの単語は実践期間中に導入されな

かったにも関わらず，文字を見て部分的にでも音にできたケースが 31%あったのは，ICT ポートフォ

リオを活用させることで文字と音のつながりを意識させることができたからだと考えられる。 

 しかし，文字と音を同時提示する ICT ポートフォリオを様々な理由で好まない児童も見られた。そ

こで実践 2 では，どのような児童がポートフォリオの使用に積極的なのかを観察した。また活動を通

してポートフォリオの必要性を感じさせ，活動内容をふり返らせることで，文字と音の結び付きに対

する感覚を育てることを目的とした。 

 

4. 実践 2 

 

4.1 参加児童の特性 

参加児童は茨城県坂東市立Ｂ小学校の 6 年生 53 名 (男子 25 名，女子 28 名) であり，第一著者が授

業を担当した。第一著者は当該校での担任・授業経験はなく，参加児童のほとんどと面識がなかった。

学級は 2 つに分かれており，Ａクラスは 27 名，Ｂクラスは 26 名だった。英語の塾等，学校外で英語

を定期的に学習している児童は 3 名で，帰国児童は含まれていなかった。 

実践の前に，児童の外国語活動に対する期待，自信度，学習状況や，文字に対する関心を確認する

ため質問紙による調査を行った。質問紙は 5 件法で 48 項目から構成され，質問内容は (1) 外国語活

動への期待，(2) 英語スキルの自信，(3) 文字への関心，(4) 文字と音の一致，および (5) ポートフォ

リオの活用の 5 因子を想定した (付録 2 参照)。また，各家庭で ICT を使える環境にあるかを尋ねた。

各項目は実践 1 のインタビューで児童が述べた感想を踏まえ，第二著者との協議を経て作成された。

調査後に探索的な因子分析 (最尤法・斜交回転) を行い，2 因子にわたって 0.40 以上の因子負荷量を

示さない項目を探すことで，意図した構成概念を反映しない質問項目を削除した。表 3 に示す通り，

最終的に 36 の質問項目を採用し，内的一貫性 (Cronbach’s α) の値は十分であることを確認した。 

 

表 3 質問紙の因子カテゴリー，項目数と番号，および内的一貫性 

因子 項目数 項目番号 信頼性係数 

(1) 外国語活動への期待 10 26, 35, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 .90 

(2) 英語スキルの自信 6 43, 44, 45, 46, 47, 48 .92 

(3) 文字への関心 7 9, 15, 17, 20, 21, 37, 42 .90 

(4) 文字と音の一致 8 11, 12, 13, 14, 16, 23, 28, 41 .85 

(5) ポートフォリオの活用 5 24, 25, 27, 30, 31 .73 

 

参加児童それぞれが外国語活動に対してどのような意識を持っているのかを確認するために，各児

童の因子尺度値を用いたクラスター分析 (平方ユークリッド距離・ウォード法) を行った。グループ
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の特徴が最も明らかになる点を著者間で協議した結果，2 つのクラスターが得られた。表 4 が示す通

り，クラスター間で外国語活動への期待は変わらないものの，クラスター1 に属する児童は残る 4 つ

の因子全てにおいてクラスター2 よりも低いことから，これらの児童は外国語活動や英語の学習に対

して苦手意識を持っていると見なした。 

 

表 4 各クラスターにおける因子尺度値の平均，平均の 95%信頼区間，および標準偏差 

 クラスター1 (n = 25) クラスター2 (n = 28)    

因子 M 95% CI SD M 95% CI SD t(51) p d 

(1) 外国語活動への期待 3.90 [3.86, 3.94] 0.10 3.92 [3.89, 3.96] 0.10 0.71 .480 0.20

(2) 英語スキルの自信 2.82 [2.57, 3.07] 0.64 4.25 [4.01, 4.49] 0.64 8.08 .000 2.22

(3) 文字への関心 3.13 [2.92, 3.34] 0.54 4.24 [4.07, 4.41] 0.45 8.21 .000 2.26

(4) 文字と音の一致 2.41 [2.19, 2.63] 0.55 3.14 [2.92, 3.36] 0.59 4.63 .000 1.27

(5) ポートフォリオ活用 1.45 [1.32, 1.57] 0.33 1.73 [1.54, 1.92] 0.51 2.33 .023 0.64

 

4.2 教材と指導手順 

実践 2 の指導手順は，以下を除き，実践 1 と同一である。まず，実践 2 では協力校の都合上，実践

1 で行った授業のうち “Let’s Go to Italy” および「おすすめの旅行プランを紹介しよう」の 1 単元のみ

を扱った。Ｂ校は著者の勤務校ではなく，PC やインターネットの使用について学校や保護者の理解を

得ることが難しいため，ICT ポートフォリオは Power Point で作成した DVD 版のみを配付した。 

 ポートフォリオの活用状況を評価するにあたって，参加児童の人数と時間の都合上，調査 1 のよう

にインタビューを行えなかったので，質問紙の因子 5「ポートフォリオの活用」と質問項目 24～34 ま

での「ポートフォリオや家庭学習状況に関する質問」を事前と事後で比較した。 

実践 1 と同じ手順で，文字と音の感覚が実践前と比べてどの程度変容したのかを調べる単語発音テ

ストを行った。テストは実践前と実践が終わったその日に行われたが，時間の都合上，Ａクラスのみ

しか実施できなかった。目標語は実践 1 の児童全員が知っていた単語 5 語と知らなった単語 6 語を使

用した。既知語は，未知語が連続することで，児童がテストに負担を感じるのを避けるために用いた。

事前・事後テストの回答 50%分を，第一著者と本実践に関わりのない英語教諭の 2 名が個別に採点し

たところ，一致率は事前テストで 93%，事後テストで 98%となった。不一致に関しては採点者どうし

がビデオを見ながら議論することで解決した。残りの回答は第一著者が採点した。 

 

4.3 実践 2の結果 

 タスクと，それを成功させるための ICT ポートフォリオの活用を通して，(1) 外国語活動への期待，

(2) 英語スキルの自信，(3) 文字への関心，(4) 文字と音の一致といった意識が，実践前と比べてどの

ように変容したかを報告する。その前に (5) ポートフォリオの活用について，事前・事後調査の結果

を述べる。最後に，実践を通して，文字を音にする感覚をどの程度育てられたかについて報告する。 

 

 

 
 
た目標語が，実践を通して (a) ~ (d) のどの段階に移ったのかを調べた。実践前に全く音声化できなか
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リオを活用させることで文字と音のつながりを意識させることができたからだと考えられる。 

 しかし，文字と音を同時提示する ICT ポートフォリオを様々な理由で好まない児童も見られた。そ

こで実践 2 では，どのような児童がポートフォリオの使用に積極的なのかを観察した。また活動を通

してポートフォリオの必要性を感じさせ，活動内容をふり返らせることで，文字と音の結び付きに対

する感覚を育てることを目的とした。 

 

4. 実践 2 

 

4.1 参加児童の特性 

参加児童は茨城県坂東市立Ｂ小学校の 6 年生 53 名 (男子 25 名，女子 28 名) であり，第一著者が授
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リオの活用の 5 因子を想定した (付録 2 参照)。また，各家庭で ICT を使える環境にあるかを尋ねた。

各項目は実践 1 のインタビューで児童が述べた感想を踏まえ，第二著者との協議を経て作成された。

調査後に探索的な因子分析 (最尤法・斜交回転) を行い，2 因子にわたって 0.40 以上の因子負荷量を

示さない項目を探すことで，意図した構成概念を反映しない質問項目を削除した。表 3 に示す通り，

最終的に 36 の質問項目を採用し，内的一貫性 (Cronbach’s α) の値は十分であることを確認した。 

 

表 3 質問紙の因子カテゴリー，項目数と番号，および内的一貫性 

因子 項目数 項目番号 信頼性係数 

(1) 外国語活動への期待 10 26, 35, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 .90 

(2) 英語スキルの自信 6 43, 44, 45, 46, 47, 48 .92 

(3) 文字への関心 7 9, 15, 17, 20, 21, 37, 42 .90 

(4) 文字と音の一致 8 11, 12, 13, 14, 16, 23, 28, 41 .85 

(5) ポートフォリオの活用 5 24, 25, 27, 30, 31 .73 

 

参加児童それぞれが外国語活動に対してどのような意識を持っているのかを確認するために，各児

童の因子尺度値を用いたクラスター分析 (平方ユークリッド距離・ウォード法) を行った。グループ
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4.3.1 ポートフォリオの活用状況 
 表 5 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれのポートフォリオに対する意識

の違いを表している。2 (苦手意識: 低い・高い) × 2 (調査時期: 事前・事後) の 2 要因混合計画の分散

分析を行った結果，苦手意識 (F[1, 51] = 12.32, p < .001 ηp
2 = .20) と調査時期 (F[1, 51] = 244.58, p < .001, 

ηp
2 = .08) それぞれの要因が得点に影響を与えていた。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 2.36, p 

= .130, ηp
2 = .04) は見られなかった。したがって，事前の外国語活動に対する苦手意識に関わらず，指

導を通してポートフォリオを活用しようという意識を高めることができたと言える。  

 

表 5 ポートフォリオの活用に関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 1.73 [1.54, 1.91] 0.51 3.31 [3.07, 3.54] 0.64 

高い児童 25 1.45 [1.32, 1.57] 0.33 2.74 [2.49, 3.00] 0.65 

 

 ポートフォリオの活用，既習内容のふり返りに関する質問紙の結果を表 6 に示す。両グループとも

「ポートフォリオを他の活動に活用した」(項目 25・27) と答えており，特に，苦手意識の低い児童は

ポートフォリオの活用に積極的だった。また，タスクを成功させるためにポートフォリオを使う必要

があったため「家庭で活動内容をふり返った」(項目 31) という意見も見られた。ポートフォリオの必

要性 (項目 34) については，もともと外国語活動に積極的な児童だけでなく，学習に対して不安のあ

る児童にも感じさせることができたと言える。ただし，児童の中にはポートフォリオを使った「ふり

返り」を家庭での学習量の増加，つまり負担であったと記述したケースもあった。 

 

表 6 ポートフォリオの活用，既習内容の活用に関する児童の変容。 
質問項目 苦手意識 事前 事後 平均差

24. 外国語活動では，その授業に新しく覚えた言葉だけでな
く，いままで覚えた言葉や表現も活用している。 

低い 
高い 

3.32 
2.48 

3.96 
3.16 

0.64 
0.68 

25. ふりかえりカード に書いたことを，ほかの活動に生かし
ている。 

低い 
高い 

1.29 
1.12 

3.93 
3.04 

2.64 
1.92 

26. 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，Hi, 
friends!を読み返す。 

低い 
高い 

2.96 
2.24 

3.04 
2.56 

0.08 
0.32 

27. 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，ふり
かえりカードを読み返す 。 

低い 
高い 

1.21 
1.12 

3.04 
2.64 

1.83 
1.52 

28. 外国語活動中，習ったことを思い出そうとしても，思い
出す方法がないので困ってしまう。 

低い 
高い 

2.57 
2.08 

3.46 
2.80 

0.89 
0.72 

30. 家で Hi, friends!を読み返して，復習することがある。 低い 
高い 

1.50 
1.36 

2.32 
1.92 

0.82 
0.56 

31. ふりかえりカードを読み返して，家で復習することがあ
る。 

低い 
高い 

1.32 
1.16 

3.29 
2.96 

1.97 
1.80 

32. 外国語活動で習った英語の文や英単語を，家で使ってみ
ようと思うことがある。 

低い 
高い 

2.57 
2.08 

3.36 
2.84 

0.79 
0.76 

33. 外国語活動で習った英語の文や英単語の言い方を，家で
ノートなどに書いて復習することがある。 

低い 
高い 

1.82 
1.40 

2.32 
1.84 

0.50 
0.44 

34. 外国語活動で習った英語の文や英単語の言い方を，家で
も勉強できる教材が欲しい 

低い 
高い 

3.68 
2.68 

3.68 
3.20 

0.00 
0.52 
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4.3.2 外国語活動への期待 
 表 7 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの外国語活動に対する期待 (因

子 1) の違いを表している。同様の分散分析を行った結果，2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 12.84, p = .001, 

ηp
2 = .20) が見られた。また苦手意識の主効果が有意 (F[1, 51] = 11.20, p = .002, ηp

2 = .18) であったが，

調査時期の主効果 (F[1, 51] = 3.77, p = .058, ηp
2 = .07) は有意でなかった。Bonferroni による下位検定の

結果，苦手意識の低い児童は事前と事後で外国語活動に対する期待が高まっていたが (p < .001)，苦手

意識の高い児童の期待度は全く伸びず (p = .992)，記述統計上は期待度が下がっていた。 

ポートフォリオの活用状況 (因子 5) と，外国語活動に対する期待との関係をピアソンの相関分析で

調べたところ，相関係数は.51 (p < .001) であった。この結果は，外国語活動への期待が高い児童ほど

ポートフォリオを活用する，もしくはポートフォリオを活用させることで授業でのパフォーマンスが

向上し，外国語活動への期待が高まったという 2 通りの解釈ができる。しかし交互作用の結果を考慮

すると，苦手意識の高い児童に外国語活動への期待を持たせることはできなかったことから，もとも

と外国語活動に積極的な児童がよくポートフォリオを活用していたのではないかと考えられる。 

 

表 7 外国語活動への期待に関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 3.92 [3.89, 3.96] 0.10 4.30 [4.14, 4.45] 0.42 

高い児童 25 3.90 [3.86, 3.94] 0.10 3.79 [3.55, 4.03] 0.62 

 

4.3.3 英語スキルの自信 
 表 8 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの英語スキルに対する自信 (因

子 2) の違いを表している。分散分析の結果，2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 11.54, p = .001, ηp
2 = .18) が

見られた。また苦手意識の主効果 (F[1, 51] = 49.32, p < .001, ηp
2 = .49) および，調査時期の主効果 (F[1, 

51] = 36.46, p < .001, ηp
2 = .39) が有意だった。Bonferroni による下位検定の結果，苦手意識の低い児童

の英語スキルに対する自信は事前と事後で変化しなかったが (p = .179, 天井効果と考えられる)，苦手

意識の高い児童に対しては指導を通して英語スキルへの自信度を高めることができた (p < .001)。 

 ポートフォリオの活用状況と英語スキルの自信との相関係数は.41 (p = .003) であった。表 5・表 6

が示す通り，指導前はポートフォリオを活用したことのない児童が多かったが，ポートフォリオを活

用させることでタスクパフォーマンスが向上し，それが英語スキルの自信にある程度繋がったのでは

ないかと推察される。 

 
表 8 英語スキルに対する自信に関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 4.25 [4.01, 4.49] 0.64 4.46 [4.27, 4.66] 0.54 

高い児童 25 2.82 [2.57, 3.07] 0.64 3.67 [3.34, 4.00] 0.84 

 
 
4.3.1 ポートフォリオの活用状況 
 表 5 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれのポートフォリオに対する意識

の違いを表している。2 (苦手意識: 低い・高い) × 2 (調査時期: 事前・事後) の 2 要因混合計画の分散

分析を行った結果，苦手意識 (F[1, 51] = 12.32, p < .001 ηp
2 = .20) と調査時期 (F[1, 51] = 244.58, p < .001, 

ηp
2 = .08) それぞれの要因が得点に影響を与えていた。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 2.36, p 

= .130, ηp
2 = .04) は見られなかった。したがって，事前の外国語活動に対する苦手意識に関わらず，指

導を通してポートフォリオを活用しようという意識を高めることができたと言える。  

 

表 5 ポートフォリオの活用に関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 1.73 [1.54, 1.91] 0.51 3.31 [3.07, 3.54] 0.64 

高い児童 25 1.45 [1.32, 1.57] 0.33 2.74 [2.49, 3.00] 0.65 

 

 ポートフォリオの活用，既習内容のふり返りに関する質問紙の結果を表 6 に示す。両グループとも

「ポートフォリオを他の活動に活用した」(項目 25・27) と答えており，特に，苦手意識の低い児童は

ポートフォリオの活用に積極的だった。また，タスクを成功させるためにポートフォリオを使う必要

があったため「家庭で活動内容をふり返った」(項目 31) という意見も見られた。ポートフォリオの必

要性 (項目 34) については，もともと外国語活動に積極的な児童だけでなく，学習に対して不安のあ

る児童にも感じさせることができたと言える。ただし，児童の中にはポートフォリオを使った「ふり

返り」を家庭での学習量の増加，つまり負担であったと記述したケースもあった。 

 

表 6 ポートフォリオの活用，既習内容の活用に関する児童の変容。 
質問項目 苦手意識 事前 事後 平均差

24. 外国語活動では，その授業に新しく覚えた言葉だけでな
く，いままで覚えた言葉や表現も活用している。 

低い 
高い 

3.32 
2.48 

3.96 
3.16 

0.64 
0.68 

25. ふりかえりカード に書いたことを，ほかの活動に生かし
ている。 

低い 
高い 

1.29 
1.12 

3.93 
3.04 

2.64 
1.92 

26. 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，Hi, 
friends!を読み返す。 

低い 
高い 

2.96 
2.24 

3.04 
2.56 

0.08 
0.32 

27. 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，ふり
かえりカードを読み返す 。 

低い 
高い 

1.21 
1.12 

3.04 
2.64 

1.83 
1.52 

28. 外国語活動中，習ったことを思い出そうとしても，思い
出す方法がないので困ってしまう。 

低い 
高い 

2.57 
2.08 

3.46 
2.80 

0.89 
0.72 

30. 家で Hi, friends!を読み返して，復習することがある。 低い 
高い 

1.50 
1.36 

2.32 
1.92 

0.82 
0.56 

31. ふりかえりカードを読み返して，家で復習することがあ
る。 

低い 
高い 

1.32 
1.16 

3.29 
2.96 

1.97 
1.80 

32. 外国語活動で習った英語の文や英単語を，家で使ってみ
ようと思うことがある。 

低い 
高い 

2.57 
2.08 

3.36 
2.84 

0.79 
0.76 

33. 外国語活動で習った英語の文や英単語の言い方を，家で
ノートなどに書いて復習することがある。 

低い 
高い 

1.82 
1.40 

2.32 
1.84 

0.50 
0.44 

34. 外国語活動で習った英語の文や英単語の言い方を，家で
も勉強できる教材が欲しい 

低い 
高い 

3.68 
2.68 

3.68 
3.20 

0.00 
0.52 
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4.3.4 文字への関心 
 表 9 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの文字への関心の違いを表して

いる。分散分析の結果，苦手意識の主効果 (F[1, 51] = 60.54, p < .001 ηp
2 = .54) と調査時期の主効果 (F[1, 

51] = 16.02, p < .001 , ηp
2 = .02) が有意であった。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 0.85, p = .362, ηp

2 

= .02) は見られなかった。これらは，苦手意識の低い児童の方が一貫して文字への関心は高いものの，

ICT ポートフォリオを活用した実践を通して，苦手意識の高い児童に対しても文字への関心を高める

ことができたことを示している。ただし記述統計を見る限り，1 単元のみの実践では大きな成果は得

られなかったと言える。統計的にも，他因子と比べて，調査時期の要因の効果量 (ηp
2) は小さかった。 

しかしポートフォリオの活用状況と文字に対する関心との相関係数は.65 (p < .001) とある程度強く，

文字と音を提示するポートフォリオの活用が文字への関心を喚起していたと推察される。一方で，文

字に関心があるからこそ，文字入りのポートフォリオを活用したという可能性もある。ただしいずれ

の場合であっても，ICT を使ってポートフォリオでの文字提示を工夫することで，ポートフォリオの

活用につなげることができていたと言える。 

 

表 9 文字に対する関心の事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 4.24 [4.07, 4.41] 0.45 4.44 [4.28, 4.61] 0.45 

高い児童 25 3.13 [2.91, 3.34] 0.54 3.45 [3.17, 3.74] 0.73 

 

4.3.5 文字と音の一致 
 表 10 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの文字と音の一致に対する意識

の違いを表している。分散分析の結果，苦手意識の主効果 (F[1, 51] = 23.20, p < .001 ηp
2 = .31) と調査

時期の主効果 (F[1, 51] = 31.67, p < .001, ηp
2 = .38) が有意であった。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] 

= 0.01, p = .907, ηp
2 < .01) は見られなかった。これらの結果は，今回の実践を通じ，多くの児童が文字

と音のつながりに対して注意を傾けるようになったことを意味する。ただし，苦手意識の高い児童に

対しては，低い児童と比べて，文字と音の一致に意識を向けさせることができていなかった。 

 ポートフォリオの活用状況と音と文字の一致に対する意識との相関係数は.67 (p < .001) とある程度

強かった。ポートフォリオをよく使う児童ほど文字と音の対応を意識する，または文字と音を普段か

ら意識するからこそポートフォリオをよく使えたという解釈があるものの，事前・事後での意識の変

容を見ると，ポートフォリオを活用させることで文字と音への意識を高めることができたと言える。 

 
表 10 音と文字の統合関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 3.14 [2.92, 3.35] 0.59 3.65 [3.36, 3.93] 0.77 

高い児童 25 2.41 [2.19, 2.62] 0.55 2.90 [2.65, 3.14] 0.63 
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4.3.6 音と文字のつながりに対する感覚の変容 
 単語音読テストで提示した目標語は，6 語が分析対象となる未知語，5 語がフィラーとしての既知語

という位置づけだったが，テスト後に各単語が既知か未知かを尋ねたところ，各児童で未知語だった

単語の種類や数が異なっていた。そのため，分析には各児童が未知語だと答えた単語のみを含めた。 

 「文字を見て音にする力」をどれぐらい感覚的に身に付けさせることができたのかを調べるために，

頭文字と絵だけでは目標語を発音できなかったが，文字を見せた段階で正確に，または部分的に読め

た単語の数を割合として算出し，事前と事後テストで比較した。分散分析の結果，調査時期の主効果 

(F[1, 25] = 11.26, p = .003 , ηp
2 = .31) のみが有意であった。苦手意識の主効果 (F[1, 25] = 4.04, p = .055, 

ηp
2 = .14) および2要因の交互作用 (F[1, 25] = 0.38, p = .542, ηp

2 = .02) は見られなかった。この結果は，

苦手意識に関わらず，実践後は文字を手掛かりに単語を音にできる割合が増えていたことを示してい

る。 

 

表 11 文字を手掛かりに単語を発音できた割合の事前・事後の比較 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 12 .36 [.20, .52] .29 .50 [.35, .65] .27 

高い児童 15 .15 [.05, .25] .25 .35 [.25, .45] .26 

児童全体 27 .24 [.13, .34] .29 .41 [.31, .51] .27 

注. 得点率は 3.2.3 節で述べた採点基準の (b) と (c) を合計した割合を示している。各児童で未知語の

数が異なるため角変換後の得点率を分析に使用した。テストはＡクラス 27 名のみ実施 (4.2 節参照)。 

 

実践 1 と同様に，文字を音声化する力にどのような変容があったのかを精査するため，事前テスト

では全く発音できなかった単語が，実践を経てどの段階に達したのかをまとめた。実践前は全く音声

化できなかったケースは 116 件であったが，そのうち 13 件 (11%) は頭文字と絵だけで発音でき，13

件 (11%) は文字を見たら発音できるようになっていた。また，文字を見て部分的に発音できたケース

は 10 件 (9%) あった。誤答もしくは無回答は 35 件 (69%) であった。実践 2 では実践期間が短かった

ために，文字を見て音にできるようになった単語の割合は比較的少なかった。しかし，活動に導入さ

れていない単語であっても，文字を見て完全にあるいは部分的に読めるようになった単語が計 20%ほ

ど増えたことは，ICT ポートフォリオの中で文字と音のつながりを提示したことで，児童は自然と，

文字と音のつながりに注目し，文字を手掛かりに発音を推測するようになったと推察される。 

 

5．結論 

 

5.1 本実践のまとめ・教育的示唆 
 本実践の目的は，文字に音を重ねて提示する ICT ポートフォリオを使った活動内容のふり返りを通

じて，文字と音の一致に対する感覚を養い，外国語活動への積極的な参加を促すことであった。本校

では「文字と発音をセットにして覚えたい」「絵だけでは覚えられない単語も文字を見れば思い出せる」

 
 
4.3.4 文字への関心 
 表 9 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの文字への関心の違いを表して

いる。分散分析の結果，苦手意識の主効果 (F[1, 51] = 60.54, p < .001 ηp
2 = .54) と調査時期の主効果 (F[1, 

51] = 16.02, p < .001 , ηp
2 = .02) が有意であった。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] = 0.85, p = .362, ηp

2 

= .02) は見られなかった。これらは，苦手意識の低い児童の方が一貫して文字への関心は高いものの，

ICT ポートフォリオを活用した実践を通して，苦手意識の高い児童に対しても文字への関心を高める

ことができたことを示している。ただし記述統計を見る限り，1 単元のみの実践では大きな成果は得

られなかったと言える。統計的にも，他因子と比べて，調査時期の要因の効果量 (ηp
2) は小さかった。 

しかしポートフォリオの活用状況と文字に対する関心との相関係数は.65 (p < .001) とある程度強く，

文字と音を提示するポートフォリオの活用が文字への関心を喚起していたと推察される。一方で，文

字に関心があるからこそ，文字入りのポートフォリオを活用したという可能性もある。ただしいずれ

の場合であっても，ICT を使ってポートフォリオでの文字提示を工夫することで，ポートフォリオの

活用につなげることができていたと言える。 

 

表 9 文字に対する関心の事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 4.24 [4.07, 4.41] 0.45 4.44 [4.28, 4.61] 0.45 

高い児童 25 3.13 [2.91, 3.34] 0.54 3.45 [3.17, 3.74] 0.73 

 

4.3.5 文字と音の一致 
 表 10 は外国語活動に対する苦手意識の低い児童・高い児童それぞれの文字と音の一致に対する意識

の違いを表している。分散分析の結果，苦手意識の主効果 (F[1, 51] = 23.20, p < .001 ηp
2 = .31) と調査

時期の主効果 (F[1, 51] = 31.67, p < .001, ηp
2 = .38) が有意であった。しかし 2 要因の交互作用 (F[1, 51] 

= 0.01, p = .907, ηp
2 < .01) は見られなかった。これらの結果は，今回の実践を通じ，多くの児童が文字

と音のつながりに対して注意を傾けるようになったことを意味する。ただし，苦手意識の高い児童に

対しては，低い児童と比べて，文字と音の一致に意識を向けさせることができていなかった。 

 ポートフォリオの活用状況と音と文字の一致に対する意識との相関係数は.67 (p < .001) とある程度

強かった。ポートフォリオをよく使う児童ほど文字と音の対応を意識する，または文字と音を普段か

ら意識するからこそポートフォリオをよく使えたという解釈があるものの，事前・事後での意識の変

容を見ると，ポートフォリオを活用させることで文字と音への意識を高めることができたと言える。 

 
表 10 音と文字の統合関する事前・事後調査の記述統計 

  事前 事後 

苦手意識 n M 95% CI SD M 95% CI SD 

低い児童 28 3.14 [2.92, 3.35] 0.59 3.65 [3.36, 3.93] 0.77 

高い児童 25 2.41 [2.19, 2.62] 0.55 2.90 [2.65, 3.14] 0.63 
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「初めて見る英単語でも，文字を見れば発音の仕方が分かりそうだ」と感じる児童が多く，ICT を使

ったポートフォリオによってそのような児童のニーズに応えることができたと言える。実際に，実践

1 と実践 2 に共通して，ICT ポートフォリオがタスクや活動内容，そこで触れた表現のふり返りに役

立った，さらにはふり返った内容を他の活動や単元に応用することができたと答える児童が多かった。

英語表現をふり返させるためのポートフォリオは，文字指導および文字と音の一致の難しさという点

で効果的に働くかが疑問であったが，文字を見つつ発音を確認できる ICT ポートフォリオを作成する

ことで，この問題を解決することができたと言える。 

今回は文字と音に関する明示的な指導を行わなかったが，ICT ポートフォリオを活用させることで

文字と音に対する意識や感覚の向上にもつながっていた。文字への関心，および文字と音への意識は

ポートフォリオの活用度と密接に関連しており，ポートフォリオの活用度が高い児童ほど，文字と音

を関連付けて活動する意欲が高まり，多くの気づきがあったと推察される。ポートフォリオの活用度

と，英語スキルへの自信，外国語活動への期待との間にも一定の相関関係があったのは，こうした気

づきの積み重ねが，児童に「何を学んだのか」「何をできるようになったのか」を実感させ，外国語活

動への興味，関心を高めることにつながったと考えられる。特に，外国語活動に対して苦手意識が強

かった児童ほど，ポートフォリオの活用度が増しており，児童の学習に対する不安を取り除くうえで，

大きな役割を果たしたことが示唆される。 

 ポートフォリオの活用を意図した授業では，グループで英語表現をマッピングしたり発表のリハー

サルをしたりする機会を多く設けた。そこで児童はポートフォリオを介し，マッピングを広げたり，

マップ上の文字を介して発音を教えあったりする場面が見られた。また発表では，児童の表現の幅に

広がりが感じられ，「人前で話すことに慣れた，恥ずかしくなくなった」という感想を述べる児童もい

た。本実践における，児童の主体的な学習の中で気づきが生まれる活動は，コミュニケーション能力

の素地を養うという観点からも，有効な指導法であったと考えられる。 

  質問紙の結果から，外国語活動に対して苦手意識の高い児童は，学んだはずの英語表現を思い出せ

ないために自身の英語スキルに自信を持てないことが分かった。そのような児童に対し，英語表現を

蓄積し，それを文字と音で確認できるポートフォリオを用いることで，児童の不安を取り除くことが

できると思われる。活動においてタスクなどを用いる場合は，それまでの内容を文字・音・視覚効果

で「ふり返る」ことで，発音や表現への不安が解消され，より自信に満ちたコミュニケーション活動

につながることが期待される。これらを実現するためには ICT の活用が望まれる。 

ポートフォリオを活用する上で，絵カードを利用したマッピングを行い，視覚的に文字をとらえら

れるようにしたこと，PC を活用して，単語や文字のつながりを音声面からとらえられるようにしたこ

とは，大きな効果があった。プレタスク時に児童が自分たちで作成したポートフォリオを使用してリ

ハーサルを行ったとき，絵をクリックするだけで音が出たり，確認したい単語をズームアップしたり

できることに感動し，夢中になって何度も使用する姿が多く見られた。ICT を活用することが，児童

の学習をより充実したものにするために効果的であると実感した。これらのポートフォリオは，イン

ターネットを介し，携帯端末やタブレットでの閲覧も可能であり，作り方を工夫すれば，より簡単に，

より効果的に活用の幅を広げていけると考えられる。特に，小学校外国語活動ではタブレット端末の

導入が検討されており，そういった面からも ICT ポートフォリオの発展が見込まれる。 
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5.2 今後の課題 
 ICT ポートフォリオの作成・活用には，越えなければならない課題がある。インターネットには児

童にふさわしくない情報が氾濫しており，実践 1 においても，家庭で PC 機器を使用する際は，保護

者の指導の下で行うことを義務付けた。動画サイトなど，ポートフォリオをアップロードできるサイ

トも，不適切な動画を閲覧する可能性があるとして制限が必要となった。そのため，作成したポート

フォリオをデータ化したり，PC を使用せず，DVD 再生機で閲覧できるように加工したりし，DVD を

児童数分コピーしなければならなかった。これらの制限により，作成に時間がかかったり，操作性や

利便性の面で制約が増えてしまったりと，本来の ICT ポートフォリオの良さを生かしきれない面があ

った。インターネットには様々な危険があり，児童が使用するには情報モラル教育の徹底や，保護者

の協力体制を整備し，児童が適切に ICT 教材を活用できるように育てることが重要である。 

 ICT ポートフォリオで文字を提示することについて，英語に対して興味のある児童は，明示的な指

導がなくても自発的に文字と音のつながりに注目し，文字を手掛かりに発音できるようになると推察

される。それに対して，苦手意識の高い児童は文字提示・文字指導を通して文字を消極的にとらえる

ようになり，文字と音のつながりに混乱した児童は，外国語活動に対して不安を感じていた。こうし

た児童を支援する手立てを講じる必要がある。これらは質問紙の評定値や単語音読テストの統計分析

から明らかになったが，各児童の個人差 (家庭学習の状況・ローマ字知識など) や質的データを加え

た混合研究法による検証も必要である。 

 最後に，本実践の授業デザインに戸惑い，学習意欲が下がってしまった児童がいることにも配慮し

たい。本実践では，タスク活動の目標を達成するために多くの言語材料を必要とすることがあったた

め，活動を負担に感じる児童も見られた。授業外で ICT ポートフォリオを使ったリハーサルを行った

り，課題をこなしたりすることは，児童の負担感につながり，外国語活動に対する苦手意識を植え付

けるきっかけにもなりかねない。本来，ポートフォリオを導入したのは学習の負担を下げ，児童がよ

り多くの表現に触れるためである。児童にニーズに寄り添い，外国語活動の面白さをより味わえるよ

うに，ポートフォリオの内容やタスクの設定を工夫しなければならない。 

 

注 
 

1. 4.1 節で詳述した質問紙調査を実践 1 の参加児童に事前実施した結果，11 名中 8 名が付録 2 項目 24

に対して「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた。 

2. 注 1 と同様に，11 名中 7 名が付録 2 項目 28・項目 34 に対して「当てはまる」「どちらかといえば

当てはまる」と答えた。 
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「初めて見る英単語でも，文字を見れば発音の仕方が分かりそうだ」と感じる児童が多く，ICT を使

ったポートフォリオによってそのような児童のニーズに応えることができたと言える。実際に，実践

1 と実践 2 に共通して，ICT ポートフォリオがタスクや活動内容，そこで触れた表現のふり返りに役

立った，さらにはふり返った内容を他の活動や単元に応用することができたと答える児童が多かった。

英語表現をふり返させるためのポートフォリオは，文字指導および文字と音の一致の難しさという点

で効果的に働くかが疑問であったが，文字を見つつ発音を確認できる ICT ポートフォリオを作成する

ことで，この問題を解決することができたと言える。 

今回は文字と音に関する明示的な指導を行わなかったが，ICT ポートフォリオを活用させることで

文字と音に対する意識や感覚の向上にもつながっていた。文字への関心，および文字と音への意識は

ポートフォリオの活用度と密接に関連しており，ポートフォリオの活用度が高い児童ほど，文字と音

を関連付けて活動する意欲が高まり，多くの気づきがあったと推察される。ポートフォリオの活用度

と，英語スキルへの自信，外国語活動への期待との間にも一定の相関関係があったのは，こうした気

づきの積み重ねが，児童に「何を学んだのか」「何をできるようになったのか」を実感させ，外国語活

動への興味，関心を高めることにつながったと考えられる。特に，外国語活動に対して苦手意識が強

かった児童ほど，ポートフォリオの活用度が増しており，児童の学習に対する不安を取り除くうえで，

大きな役割を果たしたことが示唆される。 

 ポートフォリオの活用を意図した授業では，グループで英語表現をマッピングしたり発表のリハー

サルをしたりする機会を多く設けた。そこで児童はポートフォリオを介し，マッピングを広げたり，

マップ上の文字を介して発音を教えあったりする場面が見られた。また発表では，児童の表現の幅に

広がりが感じられ，「人前で話すことに慣れた，恥ずかしくなくなった」という感想を述べる児童もい

た。本実践における，児童の主体的な学習の中で気づきが生まれる活動は，コミュニケーション能力

の素地を養うという観点からも，有効な指導法であったと考えられる。 

  質問紙の結果から，外国語活動に対して苦手意識の高い児童は，学んだはずの英語表現を思い出せ

ないために自身の英語スキルに自信を持てないことが分かった。そのような児童に対し，英語表現を

蓄積し，それを文字と音で確認できるポートフォリオを用いることで，児童の不安を取り除くことが

できると思われる。活動においてタスクなどを用いる場合は，それまでの内容を文字・音・視覚効果

で「ふり返る」ことで，発音や表現への不安が解消され，より自信に満ちたコミュニケーション活動

につながることが期待される。これらを実現するためには ICT の活用が望まれる。 

ポートフォリオを活用する上で，絵カードを利用したマッピングを行い，視覚的に文字をとらえら

れるようにしたこと，PC を活用して，単語や文字のつながりを音声面からとらえられるようにしたこ

とは，大きな効果があった。プレタスク時に児童が自分たちで作成したポートフォリオを使用してリ

ハーサルを行ったとき，絵をクリックするだけで音が出たり，確認したい単語をズームアップしたり

できることに感動し，夢中になって何度も使用する姿が多く見られた。ICT を活用することが，児童

の学習をより充実したものにするために効果的であると実感した。これらのポートフォリオは，イン

ターネットを介し，携帯端末やタブレットでの閲覧も可能であり，作り方を工夫すれば，より簡単に，

より効果的に活用の幅を広げていけると考えられる。特に，小学校外国語活動ではタブレット端末の

導入が検討されており，そういった面からも ICT ポートフォリオの発展が見込まれる。 
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付録 
 
付録 1 単語音読テストの材料 (文部科学省, 2015 をもとに作成) 

図１ フラッシュカード 

 

ant, bear, cow, dog, elephant, fish, gorilla, horse,
iguana, jaguar, koala, lion, monkey, newt, ox, 
pig, quail, rabbit, snake, tiger, duck, vulture, 
wolf, fox, yak, zebra, zoo 

第一段階では文字を伏せた 

絵を A4 サイズに拡大印刷し，

フラッシュカードにした。 
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付録 2：実践 2 で用いた質問紙の項目内容 
家でパソコンやタブレット，携帯をどれくらい使っているかについて聞きます。 
１ 家で⾃分のものがある，もしくは家族に借りて使えるものがあれば，まるで囲んでください。（複数回答可） 

① パソコン  ② タブレット  ③ 携帯電話 ④ その他（インターネットが⾒られる） 
２ 家にパソコンやタブレット，携帯を使って，インターネットを⾒ることがある。 
３ 家にパソコンやタブレット，携帯を使って YouTube（ユーチューブ）を⾒ることがある。 
４ 家で分からないことがあるとき，パソコンやタブレット，携帯などを使って調べることがある。 
５ 家でパソコンやタブレット，携帯などの学習ソフトを使って勉強することがある。 
外国語活動を通して，どんなことができるようになると思いますか。【外国語活動に対する期待】 
６ 外国語活動を通して  
 英語を聞き取れるようになる。 英語を話せるようになる。 英語を読めるようになる。 
 英語を書けるようなる。  外国の⽂化や習慣を知ることができる。 
外国語活動を通して，どんなことができるようになりたいですか。【外国語活動に対する期待】 
７ 英語をもっと  聞き取れるようになりたい。 話せるようになりたい。 
   読めるようになりたい。  書けるようになりたい。 
８ 普段の⽣活の中で英語を⾒かけると，その意味を知りたいと思う。 
９ 英語で⼿紙を書いたり，メールをうったりしてみたいと思う。 
10 英語の本や新聞を読めるようになりたいと思う。 
外国語活動で⽂字を使うことについて聞きます。【⽂字への関⼼・⽂字と⾳の⼀致】 
11 アルファベットや英単語の読めるようにするのは簡単だ。 
12 英単語を正しく書けるようにするのは簡単だ。 
13 アルファベットが書ければ，英単語を書くのも簡単だ。 
14 絵だけでは，どう⾔えばいいのか思い出せない英単語も，⽂字を⾒ると思い出せる。 
15 新しい英語が出てきたときに，発⾳の仕⽅と⽂字をセットで覚えたい。 
16 初めてみる英単語でも，英語で書かれた⽂字を⾒れば，発⾳の仕⽅が分かりそうだ。(dog→ﾄﾞｯｸﾞなど) 
17 絵のカードや教科書に，英単語が⼀緒に書いてあると，絵と⽂字を関連付けて覚えやすい。 
18 英語が書けるようになったかどうかをテストされるのは、間違えそうで不安だ。 
19 アルファベットの⼤⽂字が全部読める。 
20 アルファベットの⼩⽂字を全部読める。 
21 ローマ字を読める。 
22 どんなカードを使って練習すると英語の発⾳のし⽅を覚えやすいと思いますか。 

① 絵だけのカード      ② 絵と⽂字の⼊ったカード   
③ カードを使わず，⾳だけを聞く   ④ ⽂字だけ書いてあるカード 

23 活動で使った英語を思い出すときに，⽂字を⾒ても発⾳の仕⽅が分からない。 
外国語活動で覚えた⾔葉を，授業でどれくらい使っているかについて聞きます。【ポートフォリオの活⽤】 
24 外国語活動では，その授業に新しく覚えた⾔葉だけでなく，いままで覚えた⾔葉や表現も活⽤している。 
25 ふりかえりカードに書いたことを，ほかの活動に⽣かしている。 
26 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，Hi, friends!を読み返す。 
27 外国語活動中，習ったことを思い出せないときは，ふりかえりカードを読み返す。 
28 外国語活動中，習ったことを思い出そうとしても，思い出す⽅法がないので困ってしまう。 
29 27,28 以外で思い出すために活⽤しているものがあれば，⾃由に書いてください。（例︓⾃学ノートなど） 
家庭で英語にどれくらい触れているかについて聞きます。【ポートフォリオの活⽤】 
30 家で Hi, friends!を読み返して，復習することがある。 
31 ふりかえりカードを読み返して，家で復習することがある。 
32 外国語活動で習った英語の⽂や英単語を，家で使ってみようと思うことがある。 
33 外国語活動で習った英語の⽂や英単語の⾔い⽅を，家でノートなどに書いて復習することがある。 
34 外国語活動で習った英語の⽂や英単語の⾔い⽅を，家でも勉強できる教材が欲しい 
35 家族にも，外国語活動で学んだ成果を⾒せたい。 
外国語活動を通して，できるようになったこと。【英語スキルの⾃信】 
36 ⼈前で英語を話すことが恥ずかしくなくなった。 
37 英語や外国の⽂化に対する理解が深まった。 
38 アルファベットや英単語を書けるようになった。 
39 外国の⽣活や⽂化に興味がわいてきた。 
40 ⼈前で話すことに慣れた。 
41 ALT の先⽣が話していることがわかるようになった。 
42 英語で１から２０までの数を⾔えるようになった。 
43 英語で⾊を表す⾔葉を聞いたらわかるようになった。 
44 英語で⾊を表す⾔葉を⾔えるようになった。 
45 英語で⾃分の好きなことを⾔えるようになった。 
46 英語で⾃分の好きなこと⾔っているのが分かるようになった。 
47 英語で⾃分の調⼦や気分を⾔えるようになった。 
48 英語で⾃分の調⼦や気分を⾔っているのを分かるようになった。  
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付録 
 
付録 1 単語音読テストの材料 (文部科学省, 2015 をもとに作成) 

図１ フラッシュカード 

 

ant, bear, cow, dog, elephant, fish, gorilla, horse,
iguana, jaguar, koala, lion, monkey, newt, ox, 
pig, quail, rabbit, snake, tiger, duck, vulture, 
wolf, fox, yak, zebra, zoo 

第一段階では文字を伏せた 

絵を A4 サイズに拡大印刷し，

フラッシュカードにした。 
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