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要旨 

 

英語教科化に向けて，児童が関心を持って取り組める活動を検討することは喫緊の課題である。本

研究では，３つの小学校で，担当者が各自で考えたプロジェクト型のCLILを高学年で実践し，事前・

事後で質問紙調査を行った。調査内容は，児童の外国語に対する態度や動機づけ，新学習指導要領で

育成すべき資質・能力などの情意要因を中心とした27項目である。なお事後調査では，自由記述1項目

も設定した。調査終了後，研究代表者が量的分析（SPSS ver.24）を，自由記述に関してはデータ入力

担当者および代表者が質的分析（KH Coder３）を実施し，授業担当者と相談しながら，結果について

検証・考察した。その結果，事前・事後で差がいずれの学校でもほとんどなかったが，事後の調査に

おける児童の意識やプロジェクト活動に対する態度要因からは「自律英語学習」，「情報収集と問題解

決力」，「外国人との関係性」の3因子が抽出され，因子間の相関も高かった。プロジェクト学習は短時

間で結果が出るものではないが，これら3因子は文部科学省の提唱する３つの資質・能力に匹敵すると

考えられる。質的分析結果も含めて総合的に考察すると，プロジェクト型CLILでは，「英語」を学習

するより，自らの学びによる成長が重要と考えられた。 

  

1. はじめに 

  

 2020年に小学校高学年で英語が教科化されるが，予想される課題として，児童の意欲と理解度が挙

げられる。全国の公立小学校で平成27年2月に外国語活動を学ぶ小学校5，6年児童22,202人と，導入後

に外国語活動で学んだ中学校1，2年生24,205人を対象に，関心・意欲や学習状況などを質問紙で大規

模調査した文部科学省（2015）によると，「英語が好き」に対する肯定的回答が，小学校5，6年生の70.9％

から中学 2年生は50.3％と減少し，「英語の授業の内容を理解していると思う」の肯定的回答も，小学

生5，6年生の65.2％から中学２年生は48.9％となり，いずれも課題があることが示された。同様に平成

27年秋の15,629人の児童に対する国立教育政策研究所（2017）の調査でも，「あなたは英語の授業が好

きですか」という問いに対し，好き・どちらかといえば好きという肯定的な回答は 8割に達したもの

の，学年が上がるにつれて肯定的回答が減少し（3年生では85%から6年生では70%），また内容理解度

も学年が上がるとともに下がる傾向（3年生では84％から6年生では70%）となった。また，小学校で

の児童の情意要因を調査した西田・安達・カレイラ（2014）でも，中学年より高学年，また女子と男

子では後者の方が動機づけが低くなる傾向が見られた。また，海外の研究でも同様の傾向は見られる

（MacIntyre, Baker, Clément & Donovan, 2002)。今後，中学年で外国語活動，そして高学年で教科化が

始まれば，授業内容と授業時間が共に増えることになるため，動機づけや理解度は小学校の間により

低くなる可能性がある。児童の意欲を減少させず，理解度も維持する指導が，重要となるであろう。 

  

2．先行研究 
  

本研究では児童の意欲や理解度を保つ方法として，CLIL (Content and Language Integrated Learning：

内容言語統合型学習) が有用と考える。Coyle, Hood, and Marsh（2010）によると，CLIL とは複言語・
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複文化主義を標榜するヨーロッパで 1990 年代より急速に拡まった学習法であり，その背景には欧州連

合（EU）の母語＋２言語の複言語政策がある。また EU は一つの政治的共同体であり，ヨーロッパに

おける社会的結束とヨーロッパ人としての市民性を意識させるのに CLIL は有効となる（Keily, 2011）。

よって CLIL では，技能を高める言語教育だけでなく，すべての児童に対し公平な教育を目指し，移

民の子どもの支援をするのにも役立つ（Coyle, Hood, & Marsh, 2010; Keily, 2011, p. 19）。また市民とし

て行動することを促すようにするシチズンシップ教育も可能とする（Porto, 2018）。CLIL の特徴とし

て，外国語を使いながら４C，つまり，Content（内容），Communication（言語），Cognition（思考），

Culture（異文化間理解やシチズンシップ）を育成することがあり，効果的な CLIL はこの 4C の共生に

おいて起こる（Coyle, Hood, & Marsh, 2010, pp. 27 - 47）とされている。なお渡部・池田・和泉（2011）

では，海外ほどの多様な交流が乏しい日本では Culture の代わりに Community（協学）を挙げている。

いずれにせよ，CLIL は，言語だけでなく他教科の内容やテーマを理解し，思考力も高め，異文化理解

や協同性の育成も目的とするため，単なる英語学習法とは一線を画すると考えられる。 

実際，安達（2016）ではイタリアでいくつかの小学校で CLIL（内容言語統合型学習）の授業を見学

する機会を得たが，効果的な CLIL 授業では単に教科内容を英語で学ぶだけでなく，協同学習を取り

入れ，多様なプロジェクト活動を組み合わせ，ヨーロッパの他国とも交流しながら自立した学びを促

していた。また，CLIL では，多様な個性や能力を持つ児童が，各自の能力・関心に合わせて取り組め

る多重知能理論もベースにしている（Coyle, Hood, & Marsh, 2010）。加えて，多様なテーマを元に授業

を展開する国際的なプロジェクト型学習（PBL: Project-Based Learning）も CLIL に含まれる（Mehisto, 

Marsh, & Frigols, 2008, pp.16-17）。そして，Beckett (2006) は PBL による外国語学習が広まりつつあり

実証的な研究も進みつつあると報告し，また，Stoller (2006) も動機づけ，自己肯定感，言語能力の向

上，豊富な知識などの効果的な結果を多く報告している。 

日本でも近年，小学校から大学まで多くの学校で CLIL は実践されるようになってきた。学会の発

表タイトルに “CLIL” を含めているものも増えてきているが，多くは英語教育として実践されている

傾向があり（Adachi, 2018），CBLT（Content-Based Language Teaching: 内容中心教授法）との違いも明

確でないと推測される。実際，ヨーロッパでもCLIL は “An umbrella term”と呼ばれるように（Ball, Kelly,  

& Clegg, 2015, p. 24, Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008, p. 12) 多様な学習法・教育法を含有するが，共通す

るのは，英語力のみに特化せず，学習の過程を重視し，学習者が中心ということであろう。また 4C

の要素*1（言語，内容，思考，協同性／文化）が重要とされているため，本稿では CLIL を全人教育と

捉え英語力向上には焦点を当てないことにする。よって本研究では，公立小学校 2 校，私立小学校の

1 校が，担当者が各校で実践可能な範囲で考えたプロジェクト学習（学校により複数のプロジェクト）

を主とする CLIL を高学年で実践し，児童の態度・意識などの情意面から効果を検討したい。 

  

3. 実践 

 

3.1  大阪教育大学附属小学校 

 本実践は国立大学附属小学校 6 年生を対象に実施した。対象校の外国語活動では，基本的には学級

担任と外国語担当（日本人専科又はネイティブ教員）の TT で実践している。児童は，これまでは週 1
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回の英語活動時間であったが 2018 年度の高学年は週 2 回を目指した。よって本実践の６年生は，約

115 時間程度の学習経験がある状態で，T1 が非常勤の日本人専科教員（樫本）で，T2 は学級担任かつ

外国語担当の教員が担当した。文部科学省の『Let’s Try! 1, 2』『We Can! 1, 2』をベースとした実践をし

ているが，本実践では，テキスト内容から発展させ，授業担当者が児童の興味・関心に沿った教材を

使用して，CLILの授業活動を展開した。実践の詳細は表１の通りである。単元のUnit 2 Welcome to Japan

は，日本の地理，行事や食べ物・伝統的な遊びなどについて，聞いたり伝えあったりすることができ

ることを目標としているが，今回は児童が思考を深め，協同性を育成するように，グループで調べて

話し合い，日本の文化，伝統行事，食べ物，遊びなどについてクイズを作り，グループで決めたテー

マについてメンバーで調べ，その内容を英語で発表するなど多様な活動を行った。発表に際しては，

担当教員は発表用フォーマットを作成し，    表１ 大阪教育大学附属小学校の実施概要 

児童の分からない英語表現を助言し，

発表内容は外国人知人に見てもらう

ことを伝え，児童が相手意識を明確

にするように促した。また発表する

際に，評価としてルーブリックを採

用し，声の大きさ，アイコンタクト，分かりやすさなどを自分でも気を付けるように指導し，最後に

他のグループの発表もお互いに評価するよう指導した。 

 

3.2 守口市立さつき学園 

本実践校は一般的な公立小学校で 6 年生を対象に実施した。中学年では，特別な英語活動はなかっ

たが，ALT による年間約 6 時間の指導と，総合的な学習の時間の枠組で，アルファベットを読む指導

やローマ字と英語はどう違うのかなどの学級担任による指導を約 5 時間，計 11 時間程度を実践してい

る。5 年生での外国語活動では Hi, friends!を中心に年間 35 時間，6 年生では Hi, friends!を中心に We can!

を時々入れながら年間 50 時間実施した。これとは別に，総合的な学習の時間も利用して，カカオ豆か

らのチョコレート作りと児童労働の問題を考える，チョコレート・プロジェクト（安達・阿部・北野・

諸木，2019，阿部，2018）などのプロジェクト学習を実施してきた。 

6 年生では 3 つのプロジェクトを実施した（表 2 参照）。ピースプロジェクトとは体験的な活動を通

して戦争について知り平和について考える，各教科年間を通しての活動である。外国語活動では平和

の色は何色かを考えて話し合い，また「平和とは何か」を考えた。また修学旅行では，広島平和記念

公園で訪れていた外国人観光客に話しかけ，「あなたが考える平和とは」を尋ね，メッセージを頂くと

いう活動を行った。メッセージは中       表 2 守口市立さつき学園の実施概要 

学生との共同授業で中学生から内

容を教えてもらった。フラットス

タンリープロジェクトは紙人形を

外国の学校と交換し，写真やメッ

セージのやり取りによって外国語

使用の必要性を意識させる活動で

対象 　６年生２クラス（計75名）

実施時期 　2018年　５月～12月

実施回数 　３つのプロジェクト計17回　

指導者 　担当者（北野）と一部中学英語教諭

指導内容

ピースプロジェクト（6時間)，フラットスタンレー
プロジェクト（3時間)，マイベストメモリープロ
ジェクト（8時間)

対象 　６年生３クラス（計103名）

実施時期 　2018年　５月～６月

実施回数 　計8回　＋　プレゼンテーション

指導者 　担当者（樫本）と英語担当教諭

指導内容 　We Can!2 UNIT 2 Welcome to Japan
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ある。マイベストメモリープロジェクトでは，We Can! 2 Unit7 My Best Memory の単元を利用して，修

学旅行，運動会，音楽会，キックベースボール，休み時間，委員会活動などの小学校生活の思い出を

iMovie というソフトを使ってムービーをグループでつくり，交流先のエジプトの小学校に送った。 

 

3.3 横須賀学院小学校 

本実践は私立小学校 4・5 年生を対象に実施した。この学校では 1 クラス 20 名以下の少人数で指導

し，入学時から英語授業を実施している。低学年では，フォニックスや文字指導を中心に 20 分授業を

週 4 回，そして絵本の読み聞かせなどの 45 分授業を週 1 回実施している。中学年では，45 分授業を

週 3 回実施し，引き続き絵本などを使ったフォニックスや英語の読み方の活動に加え，調べ学習や外

国との交流プロジェクトを実施している（安達・阿部・北野，2018）。高学年では，チョコレート・プ

ロジェクト（阿部，2018）などのプロジェクト学習を中心に授業を展開し，調べ学習ではパソコンの

使い方やまとめ方も指導している。       表 3 横須賀学院小学校の実施概要 

学年始めには 4，5 年生はそ

れぞれ合計 420，455 時間の外国

語の学習経験があり，複数のプ

ロジェクトを実施した（表 3 参

照）。４年生の My Name プロジ

ェクトは文字とは何か，絵との

違いは何か，また名前とは何かなど深く考えながら，自分の名前を題材にオリジナルのカードを作り

（阿部，2019），iEARN という世界フォーラムで発表する。Flat Stanley プロジェクトは守口市立さつ

き学園と同様のプロジェクトである。5 年生の Toilet paper プロジェクトは，トイレットペーパーや世

界のトイレ事情や歴史を調べるもので，他国でも同様に使われているのか，もし使っているならどう

使い，使ってない場合はどうしているのかなどを調べ，文化の違いを学び，自分の文化や考え方にも

気づかせる活動である。Endangered Animals は日本の絶滅危惧動物や相手の国の動物について自分た

ちで調べ，さらに外国の友だちにもどのように伝えるか考える活動である。調べた結果を外国の人に

伝える時には，外国語を使う必要性があることも体験的に理解できる。 
 

4．研究 

  

4.1 研究の目的と方法 

本研究の目的は，先行研究で言及したように，計３つの小学校の高学年で担当者が考えたプロジェ

クト型 CLIL を実践し，児童の態度・意識に関する効果に焦点を当て検討することである。具体的な

研究の問いとして，① プロジェクト型 CLIL 学習の事前と事後で，児童の情意要因にはどのような効

果が見られるか，② プロジェクト型 CLIL 学習を受けた児童の情意要因など態度には，どのような傾

向が見られるか，を探ることでより望ましい外国語活動の在り方を検討することである。 

研究方法は，まず，事前（2018 年 5 月頃）と事後（各校のプロジェクト終了時）で質問紙調査を授

業担当者が実施した。内容は，児童の外国語に対する態度や動機づけ，プロジェクト学習に対する意

対象 　4年生／5年生各２クラス（35／38　計73名）

実施時期 　2018年5月～12月／2018年5月～2019年3月

実施回数 　24回　／　26回

指導者 　日本人専科教員とネイティブ専科教員

指導内容

My Name プロジェクト（12時間)，Flat Stanley プ
ロジェクト（12時間) ／ Toilet paper プロジェク
ト（12時間)，Endangered Animals（14時間)
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欲などの情意要因を中心とした 27 項目である。質問項目は，プロジェクト学習に関する項目は研究の

ために開発し，以外の情意要因に関する項目は代表者の動機づけに関する先行研究（安達，2009）を

参考にして作成した。また事後調査では，自由記述 1 項目を追加し，プロジェクト学習で思ったこと

や考えたことを書くように児童に促した。そして研究代表者が，①事前事後の比較，②事後の態度要

因の分析，③各授業者の設定した項目（項目 27）について，量的分析（SPSS ver.24 を使用）を行った。

またデータ入力担当・分析者が自由記述を質的に分析（KH Coder 3 を使用）し，授業者と相談しつつ

結果を検証した。 

 

4.2 量的分析 

（1）事前・事後での比較 

調査全 27 項目のうち，各学校で個別に内容を設定した項目 27 は除き*2，残り 26 項目について，

まず３小学校のデータのグループ間の信頼性を見るために（竹内・水本，2012），1 校の 2 学年と２

校の計 4 つの平均値について信頼性分析をしたところ，クロンバックαの信頼性係数はα= .97 と高

かった。そこでデータを合算し次に項目別に事前・事後で一元配置の分散分析によって平均値を比べ

た。その結果，差はいずれの項目でもあまり見られず，どちらかというと事後で低くなる傾向が見ら

れた（図 1 参照）。項目毎での比較は，繰り返しの検定になり有意判定には注意が必要なため，効果

量も産出したところ，

表 4 で示すように 2
項目のみが有意かつ

効果量もわずかに認

められた（問 11：F(1, 

467) = 6.66，問 20：

F(1,469) = 5.48）。事

前・事後で差がほと

んどなかった理由と

して，授業者のこれ

までの指導も振り返って          図１ 事前と事後の比較 

考えたところ，以下のよ       表 4 分散分析の結果（有意なもののみ） 

うに推測された。 
・事前の段階でプ

ロジェクト学習

を複数回実施していたため，外国語学習やプロジェクト学習に対する態度意識がすでに比較的高

い可能性があった（さつき学園・横須賀学院小学校） 
・１か月程度でしかも初めてのプロジェクトの事前事後では差があまり生まれなかった（大阪教育

大学附属小学校） 
・プロジェクトの学び（項目 22～26）と比べ，英語の授業態度に関する項目と外国人への積極的な

態度が減少していたことから，プロジェクト以外の態度意識は減少する可能性がある 

 

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

事前
事後

内容 事前 平均 事後 平均 F P η

238 4.04 231 3.83 6.66 .01 .02 小

240 3.73 231 3.5 5.48 .02 .01 小

問11外国人がこまっていたら助ける

問20英語の授業で自分から取りくむ
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（2）事後の児童の動機づけやプロジェクトに対する態度要因分析 
全 26 項目の内，天井効果（3 項目）と床効果（1 項目）が見られたもの*2を除いた 22 項目に対し，

因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った結果，固有値１を基準として 3 因子を抽出した。

累積率は 68.7%であった（表 5）。 
表 5 プロジェクト型CLIL による児童の態度・意識因子分析結果 

第 1 因子は，主に英語の授業における自身の学習態度に関する項目が含まれていることから「自律

英語学習」と名付け，第 2 因子は，プロジェクト活動での調査や考える姿勢であることから「情報収

集と問題解決力」と命名し，第 3 因子は，外国人との肯定的な関係性に関する項目であることから「外

国人との関係性」と命名した。またこの 3 因子間の相関も比較的高い結果（.55～.73）となっていた。

したがって，自律した英語学習には，プロジェクトでの深い学びや外国の人との肯定的な関係性も重

要と考えられる。また各因子のα係数は，いずれも高く，内的整合性が高いと判断された。 

（3）各研究担当者が設定した項目（項目 27）に関する分析 
まず大阪教育大学附属小学校では，事前「プロジェクト学習ではうまくできる」事後「同~できた」

で比較したところ，平均値は 3.51 と 3.41 とほとんど変わらなかった。次に守口市立さつき学園では，

項目内容 因子1 因子2 因子3

問20 英語授業自分から取りくもうと思う .82 .13 -.10

問18 英語授業では自分の考えを深めることができる .80 .10 -.05

問19 英語授業で考えを発表することができる .77 .11 -.11

問15 英語の先生が応援しほめるくれるから英語を頑張る .75 .00 .12

問16 ことばやチャンツなどの表現を覚えようと思う .72 -.14 .26

問2 授業で英語以外の色々な国のことばや文化を学びたい .70 .07 -.02

問1 授業で英語を学ぶことは楽しい .67 .29 -.22

問14 家族の人が応援しほめてくれるから英語を頑張る .64 -.04 .28

問17 英語授業でことばやチャンツなどの表現を使おうと思う .63 -.08 .34

問13 クラスの友だちは英語を頑張っているから英語を頑張る .59 -.08 .36

問4 中学校での英語の時間が楽しみ .58 .07 .14

問21 英語授業でクラスの人たちと助け合いたいと .58 .27 -.02

問10 もしグループでの話し合いで意見対立したらわかり合えるように .47 .34 .07

問3 英語をもっとよくわかるようになりたい .40 .22 .20

問23 プロジェクト活動では色々なことを調べることを頑張る -.10 .92 .04

問26 プロジェクト活動では自分から取り組もうと思う .06 .74 .10

問25 プロジェクト活動ではしっかり考えること頑張る .11 .74 .05

問24 プロジェクト活動を通して色々なことを学ぶことは重要 .02 .67 .28

問22 学校でのプロジェクト活動は楽しい .33 .65 -.16

問7 英語を毎日使う人たちと仲よくなるため -.21 .11 .88

問8 英語を生活ではあまり使わない色々な国の人と仲よくなるため .11 .01 .55

問11 もし外国人がこまっていたら言葉がよくわからなくても助ける .20 .06 .47

因子相関行列 1 2 3

1 ― .73 .69

2 ― .55

自律英語
学習
α=.96

情報収集と
問題解決力

α=.92

外国人との
関係性
α=.76
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事前「プロジェクトで協力ができる」事後「同~できた」で比較したところ，平均値は 3.69 と 3.90
となり増加していた。また横須賀学院小学校では，事前「日本以外の国や地域について知ることがで

きる」事後「同~できた」で比較したところ，平均値は 4.48 と 4.48 となり，変わらなかった。 
量的分析結果をまとめると事前・事後での差はほとんどなかったため，プロジェクト学習による効

果があるとは言えなかった。ただし，その理由は学校により異なると考えられた。また児童の態度要

因において，自律英語学習，情報収集と問題解決力，外国人との関係性の 3 因子が抽出され，因子間

の相関も比較的高かったため，自律した英語学習には，情報収集と問題解決力や外国の人との肯定的

な態度が影響すると考えられた。また各校で独自に設定した項目（英語力でなくプロジェクトに関す

る学習内容が中心）は，さつき学園を除き差があまり見られなかった。 
 

4.3 質的分析 

 プロジェクト終了後の調査で児童に自由記述欄に書いてもらったコメントは，KH Coder 3（テキス

ト型データの統計的分析ソフトウェア，樋口，2018）でテキストマイニング分析*3をした。分析は，

まずテキスト中の頻度の多い用語のひらがなを漢字に統一して，樋口（2018）のマニュアルに従い語

を取り出す前処理を行い，語彙の抽出を行って抽出語リスト（抽出語数 150 語で設定）を作成し，次

に共起ネットワーク図（関係性を表すものでサブグラフ検出では “modularity”を選択）を作成した。 

 

（1）大阪教育大学附属小学校 

分析の結果，総抽出語数 1346 語（うち使用 544 語），異なり語数 314 語（うち使用 226 語）となっ

た（表 6）。まず「英語」が最も多く，次に「楽しい」「大変」「難しい」「思う」が出現回数の上位語

となった。語の出現回数に合わせて円の大きさを変えた共起ネットワーク（図 2 参照）を作成した。 

 一番大きい左下のネットワークでは高頻度の単語であった「英語」と「大変」という言葉が重なっ

て現れ，「言う」に繋がっていることから，このプロジェクト学習において「英語」を通して学ぶこと，

「英語」で伝えることなどの大変さを感じた児童が多くいたことがわかる。ちなみに KWIC コンコー

ダンスで，「大変」を調べると，「英語の読み方がわからず大変」「英語の文を合わせるのがとても大変」

「英語を読むのが大変」など英語でのプロジェクト学習が大変だった様子が伺われた。また，「言う」

から繋がる下のネットワークでは，「相手」「人」「身振り」「伝わる」などの言葉とつながっており，

最終の発表で相手意識をもって伝える工夫をした様子がわかる。右下の語が多く含まれるネットワー

クには，このプロジェクト学習の集大成である発表活動に向けての準備段階での気持ちが表れている。

「チャレンジ」するため「練習」での「緊張」する気持ちや，「準備」段階で「発音」や「考える」こ

とに力を注いだ様子がわかる。また「発音」も「伝わる」という言葉と関係していることから発表活

動では相手を意識していることがわかる。このプロジェクトにおいては，児童にとってアウトプット

がかなり重要な要素を占めていたことが分かった。ただ発表したことで，改めてこれまでの学習への

頑張り，達成感も感じたようであることは，KWIC コンコーダンスで，「プロジェクト」「チャレンジ」

を調べると，「プロジェクト学習は楽しかった」「しっかり準備してもう一回チャレンジしたい」から

伺える。 
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（2）守口市立さつき学園 

分析の結果，総抽出語数 2913 語（うち使用 451 語），異なり語数 250 語（うち使用 168 語）となっ

た（表 6）。「外国」，「平和」が最も多く，その他「楽しい」「思う」「人」が出現回数の上位語となり，

「ピース」「メッセージ」が続いた。次に共起ネットワーク（図 3 参照）を作成した。出現回数が最も

多い語句を含む右側の大きなネットワークからは，「外国」「人」「楽しい」「平和」「ピース」「メッセ

ージ」「思う」などがつながっており，プロジェクト活動を通して平和について考え，またプロジェク

トが楽しかった様子が読み取れる。出現回数が多かった「外国」と「平和」について，どのような文

脈で使われているかを KWIC コンコーダンスで調べた結果，「外国の人はとても優しかった」「外国の

人といっぱい話して嬉しかった」「海外の人と接することで外国の勉強になると感じた」「外国の人も

平和を大切にしていることがわかった」など外国の人と平和について話した体験の印象がかなり強か

った様子が伺えた。また「外国の人も平和をすごく大切にしていると思いました」「外国の方も世界が

平和になることを願っていると分かりました」などのコメントからは，児童は，外国の人もそれぞれ

の平和についての思いがあることを理解し，外国の人と平和の大切さを共有できたことをうれしく思

った様子が伺えた。また左にあるネットワークでは「インタビュー」「記念」「公園」「学ぶ」がつなが

っており，広島記念公園のインタビュー活動では，話しかける事が難しかったが広島での学びは難し

いながらも友だちと学び得たことがあったと解釈できる。 

  

（3）横須賀学院小学校 

まず 4 年生のデータを分析した結果，総抽出語数 1607 語（うち使用 644 語），異なり語数 328 語（う

ち使用 228 語）となった（表 6）。「楽しい」「調べる」の頻度はかなり多く，その他「自分」「大変」「名

前」が出現回数の上位語となり，「本」「知れる」「文字」が続いた。次に共起ネットワーク（図 4 参照）

を作成した。右に位置する，頻度の高い単語のネットワークでは，「自分」という言葉と「名前」「調

べる」「楽しい」「大変」とつながっており，「名前」を経由して「国」「言葉」「色々」とも繋がってい

た。KWIC コンコーダンスで「自分」の文脈を見ると，「自分の名前を色々な国の言葉で書くのがとて

も楽しかった」「いろいろな国の言葉で自分の名前を書いたりしてとてもとても楽しかった」といった

コメントが多くあり，名前について多様な言語で調べて書く事が，大変な面があっても楽しかった様

子が伺える。また「色々」という言葉は右下のネットワークである，「学べる」「書ける」につながっ

ており，昔の文字を自分たちで解読し，文字について深く理解し自分たちでも名前を書くことなどの

学びを自ら楽しんでいる様子が伺える。また上に位置するネットワークでは「面白い」と My name 

project の用語や「カード」と「難しい」にも共起し，児童たちにとって，名前をカードに作ったりし

た事がおもしろいと感じたと推測できる一方，KWIC コンコーダンスで「難しい」を見ると，調べる

事，まとめる事が難しかった様子が分かった。そして，「むずかしかったけれど，作るのもたいへんだ

ったけど，楽しかった」「やってみたらじつはむずかしかったけれどだんだんたのしくなっておもしろ

かった」などから，学びの過程で変化が生まれたと考えられる。 

次に 5 年生のデータの分析の結果は，総抽出語数 747 語（うち使用 294 語），異なり語数 209 語（う

ち使用 137 語）となった（表 6）。「楽しい」が最も多く，次に「大変」，「英語」が続き，「プロジェク

ト」「台湾」「Endangered」などが出現回数の上位語となった。4 年生同様，共起ネットワーク（図 5 参
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照）を作成したところ，右下に位置する，最も頻度が高い単語が多いネットワークでは，「楽しい」「大

変」「英語」から「Endangered」「Animals」「活動」につながり，「Animals」と「活動」からは「協

力」「プロジェクト」や「知れる」もつながっている。プロジェクト学習では，調べ学習や「英

語」も「大変」ではあるが同時に「楽しい」とも感じ，またプロジェクト活動での「協力」の大

切さも意識していると推測される。また「Endangered」からは「世界」「中国語」また「知れる」

につながり，プロジェクト学習を通して英語以外の言語や広い世界への関心が拡がっていると推

測できる。また左上に位置する「知れる」「思う」「外国」「人」のネットワークは，上に位置

する「台湾」「交流」「相手」のネットワークに繋がり，外国の文化について学ぶことが実際の

交流につながっている様子が伺える。これは，「Endangered Animals はみんなと協力して楽しく

できた。英語にやくしたり，中国語にやくしたりするのは大変だった。早く台わんの人にみせて

あげたい。」「海外の人との交流のため英語や，他の言語にほんやくするのが大変でもあり，楽

しかった。」などからも伺える。また 5 年生では「Endangered」「Animals」など，英語で書かれ

た用語も多く，英語を自発的に使おうとしている様子も伺えた。本実践校の児童には，外国語の

授業で異文化を意識し，外国の人々と交流し，外国についてより理解するために，情報機器を使

いこなしながら，多様な事柄や英語を自発的に学ぼうという姿勢が育ちつつあると言えよう。 

表 6 3 校の児童コメントの高頻度抽出語結果（上位 30 語のみ表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
英語 28 外国 24 楽しい 36 楽しい 22
楽しい 16 平和 21 調べる 32 大変 12
大変 12 楽しい 17 自分 18 英語 10
難しい 12 思う 17 大変 17 プロジェクト 7
思う 11 人 17 名前 16 台湾 7
言う 9 ピース 10 本 11 Endangered 6
外国 7 メッセージ 10 知れる 10 人 5
先生 6 英語 9 文字 10 活動 4
自分 5 大変 9 書く 8 協力 4
少し 5 プロジェクト 8 いろいろ 7 言葉 4
調べる 5 インタビュー 6 協力 7 交流 4
分かる 5 嬉しい 5 My 6 思う 4
良い 5 世界 4 Name 6 知れる 4
覚える 4 知れる 4 ネーム 6 Aminals 3
使う 4 良い 4 プロジェクト 6 Animals 3
人 4 エジプト 3 国 6 いろいろ 3
前 4 海外 3 難しい 6 外国 3
単語 4 活動 3 分かる 6 相手 3
発表 4 広島 3 たくさん 5 他 3
話す 4 考える 3 タルタリアンタブレット 5 調べる 3

いろいろ 3 昔 3 英語 5 animal 2
プロジェクト 3 分かる 3 最初 5 iPad 2

準備 3 アクション 2 思う 5 エンデンジャーアニマル 2
知る 3 学ぶ 2 書ける 5 エンデンジャアニマル 2
伝わる 3 記念 2 色々 5 パソコン 2
読み方 3 見る 2 昔 5 危惧 2
発音 3 交流 2 知る 5 嬉しい 2
友達 3 公園 2 Project 4 行く 2
練習 3 考え方 2 カード 4 国 2

もう少し 2 最初 2 パソコン 4 授業 2

横須賀学院小学校4年生 横須賀学院小学校5年生大阪教育大学附属小学校 守口市立さつき学園
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図2 大阪教育大学附
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図3 守口市立
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図 4 横須賀

学院 

小学校 4 年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 横須賀学院 

  小学校5年生 
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5．考察 

  

5.1量的分析の考察 

事前・事後で児童の外国語学習に関する態度・意識についての差はほとんどなかった。日常生活で

外国語使用が乏しい日本のような社会環境で，児童の英語学習に対する意欲を維持するのは難しい。

しかし，プロジェクト学習では，3校のいずれの実践でも，言語（communication）だけでなく，身近

な内容（content）について学び，思考（cognition）を深め，外国人と対話して協同性や異文化理解（culture/ 

community）を高める様子が見られ，今回の各学校で実践された CLIL は，児童の一般的な学びに対す

る態度にはある程度の効果があると考えられた。また児童の態度要因から抽出された3因子は各々，

自律英語学習は学びに向かう力，情報収集と問題解決力は思考力・判断力，外国人との関係性は人間

性という学習指導要領の３つの資質と密接な関係があると考えられる。さらに，天井効果が見られた

3項目を含む項目5～9は，英語学習の目的に関する問いであり，事前事後での変化がなかったものの

平均値がほとんど4以上であったことから，英語学習の必要性を児童は明確に認識し，高い動機づけ

を維持できている，とも言える。また長年プロジェクトを実践してきた横須賀学院の児童の態度意識

は，平均値が3校で最も高かった。同校の外国語学習環境は，他の２つの公立小学校とは異なる点が

あるものの，多様なプロジェクトのテーマでの学びから，外国語学習の意義や有用性を体感・理解し

ながら，自立する学習者を育成するプロジェクト学習は，効果がある程度は認められると考えられる。 

 

5.2質的分析の考察 

（1）大阪教育大学附属小学校 

頻度別抽出語リストで「楽しい」という言葉は高頻度であったにも関わらず共起ネットワークに現

れなかった。これは楽しい気持ちがありながら，むしろ発表に向けての調べ学習の大変さや英語表現

を考える難しさを感じることが活動に直接結びついていたと考える。また仲間と協同する難しさを感

じる言葉が複数の共起ネットワークに現れたことから，特に高学年でプロジェクト学習に不慣れな場

合は，グループ活動に入る前に，活動がうまく機能するための関係性確立が重要であり，協力しやす

い体制を整え，活動内容の意義や重要性を共有しながら進めることが大切であろう。プロジェクト学

習を楽しいと感じる児童も多数いたことから，教師は友達との関係性に配慮しながらプロジェクト学

習を進めることで，児童は活動に慣れ，更に有意義な活動に発展していく可能性があると考えられる。 

（2）守口市立さつき学園 

 児童のコメント数 59 の回答のうち 9 割がピースメッセージ等のプロジェクト活動に対して「楽しか

った」「頑張って良かった」などの肯定的な回答であり，残りの 1 割も「動画づくりの時ふざけてしま

い自分が役に立っていなかった。」という反省や「特になし」など無関心な様子の回答（２件）があっ

たが，プロジェクト学習が「楽しくない・役に立たない」などの否定的なコメントは無かった。また

「ピースメッセージを外国の人に書いてもらい，それを中学 3 年生に訳してもらったからわかった」

というコメントからは英語が分かる事への憧れも感じられる。広島という特別な場所で，実際の資料

を見て戦争の怖さを感じたり，英語を使って外国の人と話し，話せると感じたり，外国の人の優しさ

に触れ，平和について共に考えたりした事は「大変だったが頑張って良かった。」というコメントに集
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約されるように子どもたちの英語学習に対する大きな動機づけになったと考えられる。CLIL の４C の

要素を含む活動や，実際に見る，聞く，話す，場所の雰囲気を肌で感じる・香りを嗅ぐなど多感覚を

駆使した活動は，思考力・判断力・表現力の育成に貢献すると推測できよう。 

（3）横須賀学院小学校 

 4 年生では，特に名前について詳しく調べた事を楽しく感じている様子が示された。文字を自分た

ちで解読するなどの経験を通し，文字というものを深く理解したことを肯定的に捉え，「知ることが楽

しい」という学びに対する肯定的印象を強くもった様子が伺えた。また 5 年生では，プロジェクト学

習では調べ学習や英語にするなどは大変だが，協力して進めることや多様なことを知ることが学習の

楽しさへと繋がっていると推測された。また多様な国との交流で異文化や外国語の有用性を意識する

機会があり，また児童のコメントには（スペルミスもあるが）複数の英単語が出ていたことからも，

学びの過程で児童は自発的に英語を使用するようになり，また英語に限らず多様な国との交流によっ

て多言語にも少しずつ関心をもっている様子も表れていた。同校英語科の目標である，外国に接し，

自分の力で外国語を学ぶという自立した学習者に向け，児童は全人的な成長をしていると考えられた。 

 

6．終わりに 

  

 本調査で実践したプロジェクト型CLIL活動では，事前と事後の調査で必ずしも児童の情意的態度に

明確に効果があったとは言えなかった。しかし，英語力だけを目的とせず，多様な学びと異文化に触

れるプロジェクト型CLIL学習の有用性は，総合的な教育上の効果という視点から更に検討すべきであ

ろう。因子分析の結果，抽出された3因子間の関係や質的分析結果なども含めて考察すると，本実践の

ようなプロジェクト型CLIL学習では，自律英語学習，情報収集と問題解決力，外国人との関係性など

の多様な力を育成すると考えられ，またこれら要因は，文部科学省（文部科学省，2017）が提唱する，

⑴知識及び技能の習得，⑵思考力，判断力，表現力の育成，⑶学びに向かう力，人間性等の涵養，の3

つの資質・能力に匹敵している。さらに，本実践では３校のいずれもが，異文化の他者を相手とした

プロジェクト活動を展開した。異文化の相手と接触する機会のあるプロジェクト型CLILによって，日

常的に使用しない外国語の学びの意義を体感できたことは，児童の外国語学習の動機づけにつながり，

加えてIoannou-Georgioiu and Pavlou (2011) が指摘するように，異文化間の知識や理解だけでなく異文

化間コミュニケーション力育成につながる。プロジェクト学習のように，ある課題にグループで協力

しながら思考を深めて取り組む場合，短時間で結果を出すのは基本的に難しい。グループで答えのな

い解決方法を探るなどの過程では，メンバー間の議論や時に意見の対立や葛藤も多くなりやすいから

である。実際児童のコメントには，頻度は高くなかったが「けんか」という用語が現れた学校もあり，

またどの学校でも「大変」という用語は高い頻度で抽出された。この事は，学習の過程で児童は面倒

や煩雑さを感じ，意見のすり合わせや目的を達成する際には困難さがあったことを示している。しか

しながらプロジェクト学習で本当に重要なことは，このような問題を乗り越える際の「学びの過程」

にあるのではないだろうか。さらに将来の外国語使用を考えれば，異文化の相手とは当然，葛藤が生

じやすいものである。プロジェクトの学びの過程で起こった問題について，何が良くなかったのかを

振り返り，次回はどうすべきか考え，反対にどういう点は良かったかを意識しながら，目的を達成で
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きたという喜びを次の学びにつなげていく。このような自ら体験して得た学びこそが，学習への意欲

を維持し，外国語の重要性を理解し，異文化の他者との協働にもつながっていくと考えられよう。 

 

注  

 

1．しかしながら Coyle (2012) 自身が “the 4Cs framework is not intended to be a ‘mantra’ on how to 

‘do’ CLIL”と述べているように 4Ｃの要素が必ずないといけないわけではないと考えられる。 

2. 天井効果の項目は，項目 5「英語の勉強はしょうらい高校や大学に行くのにやくにたつ」項目 6「英

語の勉強はしょうらい仕事でやくにたつ」項目 9「英語を勉強することは，外国の人とけんかや誤解

を生まない」の３つである。また床効果のは項目 12 で外国滞在経験を尋ねたものである。 

3. テキストマイニング分析とは，通常の文章の文字列をデータとして単語や文節で区切り，それらの

出現の頻度や共出現の相関，出現傾向，時系列などを解析して有用な情報を取り出す分析方法。 
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