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要旨  

 
本稿は小学校英語学習の成果が中学入門期にどのように推移していくのかについて様々なデータを

もとに探ることを目的とした探索的研究である。小学 1 年生より英語学習を続けてきた中学 1 年生徒

の入門期における「聞く力」「話す力」「文字を音声化する力」について，授業録画データ，リスニン

グテスト，英語話者との会話の様子，単語テスト，文章初見読みテスト，アンケート等異なる種類の

データを用いてそれぞれの段階での生徒の実情を探りその特徴と関連をまとめた。本研究に参加した

生徒は小学校英語学習を通し英語を聞き続ける力を身につけその力は中学での英語によるインタラク

ション豊富な授業にもそれほど苦痛なく取り組むことができる力を保持している様子が観察された。

また中学入門期では生徒は文法的に正しい英語を発話する傾向がみられ，自らの発話に対し小学校時

と比較すると自己効力感が高まっていたことが確認された。文字を音声化する力については小学校で

の学びを中学での学習特徴にあわせることで音と文字の関連知識を応用する力を十分身につけること

ができ，文章を初見で読む際にもその知識を応用することができていた。小学校での学びを生かすに

は中学で扱うオーラル指導はその内容を十分に考慮することで生徒の英語学習に対する動機や自信に

つながる可能性があること，小学校での活動に対する児童の感想より，英語で書かれたものを読むこ

とに目的があると意欲的にとらえる可能性があることが浮かび上がった。本研究では人数，調査方法

に限界もあり今後も検証方法を改良し研究をすすめたい。 

 

1. はじめに  

 
2020 年の学習指導要領完全実施に伴う小学校外国語教育（基本は英語とされていることより以降は

小学校英語教育と呼ぶ）の低学年化と教科化を受け，今後は小学校で養われた英語の知識・技能及び



 
 
態度の評価も行なわれることとなり，それらを十分に生かす中学校英語教育がこれまで以上に求めら

れることとなる。2011 年の外国語活動必修化以降，英語教育における小中連携に関連した研究にはカ

リキュラムや指導法に焦点を当てたもの（板垣・鈴木，2015；岩崎・作井，2018；喜多・福井，2017；

志村・山下他，2015；染谷，2016），中学教員の意識を調査したもの（長沼・小泉,  2012 ; 萬屋・志

村他 2013），などがあげられる。しかし児童が小学校英語教育で身につけた英語力そのものに焦点を

当てそれらが中学入門期にどのように推移していくか, あるいはどのように土台となっているのかに

ついて縦断的に変化を追って調査した研究は多くはない。その理由として小学校英語教育で身につけ

た力は測ることが難しくまたそれらはいかようにも変容し（湯川，2015），1 年後 2 年後には別の変数

が生徒の英語力に影響を与えることも考えられる（湯川・小山・杉本，2012）ことより何をいつ，ど

のように測れば良いのか，加えて小学校で受けてきた英語教育の中身が学校によってばらつきがある

ために調査しづらいといった方法論での困難さがあげられる。 

筆者は長年ある私立小学校で英語専科として携わっており，小学校英語を通して英語を使う成功体

験を積んできた児童が中学以降もその延長線上で英語学習を進めてほしいという強い思いでこれまで

実践と継続性をつなげたいと考えてきた。幸い，2018 年度小学 6 年生が 1 クラス 7 名という少人数ク

ラスで小学校英語教育で身につけてほしい力を 1 人 1 人観察することが可能であったこと，さらにそ

の全員が同じ中学に進級し尚且つ中学の英語教員と小学校英語教育に関して情報共有できる環境にあ

ったことより小学校で身につけた英語に関する様々な知識や技能が中学入門期にどのように推移して

いくのかについて探索的に調査することとした。 

 

2．先行研究   

 

2.1 小学校英語の成果とその特徴 

小学校英語教育の成果に関しコミュニケーション能力に特化してまとめたものとして湯川（2015）

が詳しい。湯川は比較的参加者の多い研究を中心に小学校英語教育の成果について概観し一般的に育

っているであろうと思われるリスニング力，およびスピーキング力についてまとめている。それによ

ると小学校英語教育を受けてきた児童は小学校卒業時までに児童英検（現在は英検 Jr.と名称を変更）

の BRONZE あるいはそれと同等レベルの平易なリスニングテストであればほぼ正解する力を身につ

けており，産出能力に関しては個人や学習言語項目に差はあるものの英語話者と初対面で会話をする

際におじけず数分間会話を楽しむ力を身につけている。一方学習指導要領（文部科学省，2008）で文

字指導が推進されてこなかったことを考えると当然ではあるが文字を読んだり書いたりできる児童は

少ない。湯川は海外での実証研究の結果から得た知見を土台に日本の状況にあてはまる成果の要因を

あげたうえでその特徴として「2002 年以降総合学習の時間内で実施され 2011 年以降は領域の中で実

施されてきた英語教育は，言語能力面での学習目標が規定された教育活動でないため言語的な成果が

どこまで上がっていることを期待していいのかわかりにくく小学校で培った能力は日の目を見にく

い」「（略）ただその能力はあまりにもささやかな力なので中学以降の英語コミュニケーション力の高

低を予測するほどのものではないが，中学以降の，インプットとアウトプットの多い，習得を促す英

語授業を受けるための準備として非常に貴重なものであると考えられる。」とまとめている。 



 
 
 一方文字知識に関する成果については，読み書きの指導が行われることになっている 2020 年の外国

語教科化に向けて指導方法や効果についてあちこちで報告や議論がなされてきている。フォニックス

（音と文字の関連知識の指導）を取りいれる学校もまだまだ少ないがその扱い，指導方法や効果につ

いても議論が繰り返されており，最近の研究では深澤（2018）がボトムアップ（フォニックスなど音

と文字の関係を分析的に学ぶ手法）とトップダウン（背景知識などを使いながら読む手法）をミック

スしたバランストアプローチ（鈴木・門田 2012）を取り入れた指導内容とその効果を報告している。

アレン玉井は日本の小学生英語学習者を対象とした文字指導に関する研究を通し「リーディング能力

の発達のためにアルファベットの文字認識と音韻認識能力の確保がいかに大切であるかは第一言語に

おいては広く認められているところであり（Ehri, Nune, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh, & Shanahan, 

2001; Adams, 1990 など参照），また日本人を対象とした研究においても 同様の結果を得ている

（Allen-Tamai, 2000）」（アレン，2011）とし，さらにそれには音声言語学習の確保が不可決であること

を繰り返し強調している。アレン（2012）は公立小学校におけるアルファベット，音韻認識，および

フォニックス指導の方法と効果についてまとめ，文字言語の発達には音声言語の発達が不可欠である

（Whiteburst&Chirstopher, 2002）ことをうけ，ストーリーテリング使用による音声学習の確保を土台と

したリテラシー教育の実践（アレン 2011, 2012）を通して「フォニックスやアルファベット読み指導

などのボトムアップ的な指導だけでは音読能力を育成するにも限界があるため文章を読ませるという

トップダウン的な指導で補強する必要がある」（アレン，2011，2019）と主張している。 

 

2.2 小中連携に関する先行研究 

 現在小学校英語教は教科ではないため小学校で触れた英語の定着は求められておらず中学と比較し

てもはっきりとしたカリキュラム上の区別はない。小学校卒業時の英語運用能力は一般的には前項で

紹介したとおりであるがこれをどう接続すべきか多くの現場で様々な実践，検証がなされてきている。

小中連携に関する調査には異なるアプローチを持つ小中学校の英語教育カリキュラム，教科書，指導

法などの分析，実践報告，提言に関するもの，小学校英語教育を経験してきた生徒について中学教員

がどう感じているといった教員の意識調査などがある。志村・山下・臼田（2015）は小中で使用され

ている教科書の活動をタスク性と動機付けという観点から分析しそれぞれの課題を指摘したうえで教

材のリンク，系統だったカリキュラムに基づく教材作成が小中連携につながるのではないかとなげか

けている。喜多（2017）は小学校外国語活動の学習成果として「学習意欲が高まると認められてはい

るものの学習内容が発展的に生かされていない」とし，小学校外国語学習の実態を踏まえた円滑な小

中接続を図る効果的な授業実践を報告している。特に文字指導に関し小学校での指導方法をリサイク

ルしその効果を報告しているが一方で中学スタート時点に見られる個人差にどう対応するか細やかな

指導を行う必要があることを課題として報告している。岩崎（2018）は中学の検定教科書初課の内容

について，技能別に目標と扱い方を分析し，中学教科書における初課では小学校の外国語活動に基軸

をおいたものばかりであり「中学での学習特徴である『分析的に処理する学び』に向けてもう少しス

ムーズに移行できるように研究開発していくことが重要である」としている。小学校英語の成果に特

化した最近の小中連携関連の研究には板垣・鈴木（2015）や染谷（2016）がある。板垣・鈴木（2015）

は小学校英語教育の成果としての言語知識を認知心理学と第二言語習得理論の観点から論考しそれら



 
 
を直感的なものであるとした上でそのような知識を中学で伸ばすためのてだてと工夫が必要であると

している。染谷（2016）は小学校 6 年終了時と中学 1 年終了時の情意面と聴解力の関連について調査

し，その結果小学校 6 年終了時に聴解力の高い児童は「英語授業好感」「英語文化興味」「英語自己効

力」（難易度，内容理解や積極性についての自己評価）が高く，その力は中 1 終了時にも持続すること

がわかったと報告している。一方教員の意識調査の結果として中学教員は入学してきた生徒について

「英語の音声に慣れ親しんでいる」「英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度が育成さ

れている」「読む・書く，文法などの能力は低い」などと感じていることが報告されており（長沼・小

泉，2012；萬屋・志村・中村，2013; 文部科学省，2015），これらは日常的に多くの中学教員からも聞

かれる内容である。 

 

3. K 小学校の英語指導内容と中学との接続  

 

 K 小学校では 1 年生より年間約 25 回前後の英語学習を専科教員 2 名から 3 名が担当してきている。

全学年英語によるオーラル中心の授業をオリジナルカリキュラムに基づき実施し，3 年生時よりフォ

ニックスを取り入れた文字指導も行なっている。バランストアプローチを取り入れ文字のメタ知識を

使って読める喜びを体験できるよう 5 年生以降は簡単な原稿を見ながら発表する活動を年に数回実施

している。また 6 年時には小学校英語学習の集大成として 2 つのイヴェントを行なっている。1 つは 2

人 1 組で行う 2 年生児童に向けた平均 80words 程度の絵本 1の読み聞かせである。もう 1 つは英語話

者を学校に招き 2 人 1 組となり 3 分間楽しく英語でおしゃべりをする Let’s Talk2である。表 1 は 6

年時で扱う内容をまとめたものであるが聞くことのリスニングチャレンジを除けば 4 年生以降は内容

差はあるがほぼ同じような流れで進めており2018年度の6年生は1-6年の英語授業を筆者が担当した。 

表 1. Ｋ小学校 6 年時英語授業内容 

 
主な内容（学年をまたいでスパイラルに繰

り返し指導するものも含む） 
進め方，児童の様子 

聞くこと 

・ 英語で授業（指示英語や調整した
teacher talk3，教師のsmall talk） 

・ リスニングチャレンジ（まとまりの
ある英語を音声のみで聞きメモをと
る練習） 

・ 絵本読み聞かせ 

・ できる限り最初に音声のみで聞かせ補助
的に視覚教材を使用 

・ 生徒同士で日本語での確認，「あー（なる
ほどね）」という反応，笑いや友達同士の
やりとりを通し内容を理解している。（少
人数のため児童が一人でも理解していな
いと授業は進まない） 

話すこと 

・ 基本的な Q&A 集練習（What 名詞 do 
you like? What’s your 
favorite___? When’s your 
birthday? Where do you want to go? 
What time do you usually go to bed?
など合計40以上） 

・ 単元に合わせた発表（下記読むこと
に記載） 

・ 友達や担任の先生とQ&Aやりとりを楽し
む。Me, too. Really? など簡単な相槌も
使うことができる。6年時にはplus one
として I like___ but I don’t like 
___. / I also like___. / Because it’s 
___.などをいう練習をした。児童はイラ
ストと文字で書かれたプリントを見なが
ら練習をしてきた。 

・ 英語話者とのLet’s talk 

読むこと 

・ ボトムアップ（フォニックス）とト
ップダウン（絵本の 1 部または全部
を全員で音読, 単元に合わせ原稿作
成と読み）の組み合わせによる文字
指導 

・ 2年生への絵本読み聞かせ 

・ 音の足し算で3文字単語を読む 
・ 絵本をスライドで示し文字を読む 
・ 発表原稿を書き（空所に自分の書きたい

ことを英語で書き原稿を見て発表する。 



 
 
児童がわかるような英語を選択し視覚教材を使用しつつ，生徒とのインタラクションを交えて授業を

進め，内容によっては日本語でひと言ふた言説明を加えることもあるが基本的に児童は授業を通して

多くの英語のインプットを受ける。このような授業スタイルに加えほぼ毎回実施している絵本読み聞

かせを通し児童は，「英語を聞き続ける」「多少わからない単語があってもあらゆるてがかりを頼りに

集中して聞く」という態度を身につけていると筆者は感じている（授業そのものが，児童がわからな

ければわかる英語で進めるという流れであるため，児童がどれくらい理解したかを調査するという対

象でないことよりここでは筆者が観察した感想でしか表すことはできない）。 

K小学校は私立校であり児童のほとんどが系列の中学校に進学することより2018年度は中学部の英

語教員1名と小学校英語カリキュラム，授業での教材（主にプレゼンテーションスライド）を共有し

てきた。この中学英語教員は2018年度中業見学に2度来られ，さらに筆者と3度カリキュラムに関す

る課題について話す場を，その他電話やe-mailを通しできるだけ情報共有する機会を持った。その際

児童について「こんなにも聞いたり話したりできるのか！と思った。中学でも是非この力を生かせる

ような授業をやっていきたい」とおっしゃられ，「英語による授業実施」「教科書の新単元導入の際に

インタラクションを交えて絵本風に読み聞かせる手法」「小学校で実施していたリスニングチャレン

ジ」の3つを小中連携の試みとして取り入れられた。このことは上記の湯川（2015）の「（略）中学以

降の，インプットとアウトプットの多い，習得を促す英語授業を受けるための準備として非常に貴重

なものであると考えられる。」というまとめをそっくり受ける形となり，そのような実践をとおして生

徒の英語力がどのように推移するのかを探る機会となった。 

 

4. 研究課題   

 
研究課題1: 英語を聞いて理解する力は小学校英語教育でどの程度身につき，それはどう推移するのか。    

研究課題2: 小学校英語教育で身につく英語で話す力の特徴はどのようなものか，それらは中学入門期

にどう変化するのか。 

研究課題3: 文字指導を受けてきた生徒の3文字単語を音声化する力は中学入門期にどのように推移す 

るのか。 

研究課題4: 文字指導を受けてきた生徒は中学入門期に文章を初見でどの程度音声化できるのか。 

 

5. 研究方法   

 

5.1 参加者  

本研究における参加者は京都市内 K 小学校在籍 6 年生（2019 年 2 月）児童 7 名のうち家族に英語母

語話者を持つ生徒 1 名を除く 6 名と同児童が中学入学後に彼らの英語授業を担当する中学英語教員 1

名である。生徒 6 名のうち 1 名は学校外で英語学習をすすめている。 

 

5.2 調査方法  

 研究課題1-4に答えるために小6時と中1時に収集したデータを表2にまとめた。 



 
 
表2. 小学校英語教育を受けた児童・生徒の英語力に関するデータ 

 小6時のデータ 中1時のデータ 

①英語を聞いて理解する力 
教員のsmall talkを聞く児童の様子 
英検5級リスニング（第3部） 

英語による授業（教科書絵本風
読み聞かせ）の感想 
英検4級リスニング（第1部） 
教員への聞き取り 

②英語で話そうとする力 Let’s talk結果 
Let’s talk結果 
教員への聞き取り 

③3文字単語を音声化する力 
1文字1音テスト 
3文字単語テスト 

3文字単語テスト 

④英語の文章を読む力 
授業内で取り組んだ発表原稿読みの特徴 
低学年への絵本読み聞かせ感想 

文章初見読みテスト 

 

 本研究では①英語を聞いて理解する力②英語で話そうとする力③3 文字単語を音声化する力④英語

の文章を読む力のそれぞれが小学校時からどのように推移していくのかを探るために以下の8つのデ

ータ（④に関しては小学校では練習を重ねた原稿読みや児童の絵本読みに関する実態，中学では初見

で英語の文章を読む力のテスト結果）を使用した。④に関し小6時と中1時では質の違うデータでは

あるが本研究では学習者を捉える 3 つの視点として田中他（2018）があげる「能力・知識・技能，心

情・動機・認識，行動パターン」をもとに得られたデータ結果より関連を探ることとした。 

 

（１） 授業録画（2018年 9月から2019年 2月） 

小6時の①④に関する児童の実情を把握するために上記期間小学校での授業録画より英語で

進める授業を受けている児童の様子，原稿を読む流れで行なった”My summer vacation”（授

業回数2回）発表時の児童の様子より特徴的な現象及び実践者の気づきを抽出した。 

（２） 1文字1音・3文字単語テスト（2019年 2月小６時と2019年 6月中1時） 

③の力を測定するために1文字1音テスト（小6時のみ1項目1点26点），3文字単語既習

語10項目未知語10項目（表3）個別テスト（1項目1点20点小6中1時実施）を行い全て

録音した。中学の入門期に小学校で使用したフォニックス教材をリサイクルし，書くことと

ミックスした指導（教員が/b/と言って生徒が小文字の b と書く。など）を 5 回実施しても

らった後に同じテストを実施した。生徒にはどのように読んでいるのかを語ってもらった。 

 

表3. 文字単語テスト 

 

 

 

（３） リスニングテスト（2019年 2月小6時と2019年 6月中1時） 

小6時に英検5級（第3部1項目1点10点）中1時に英検4級を実施した。（第1部1項目

1点10点）いずれも解答用紙に文字はなく絵を見て答えるものがふさわしいと判断し問題数

をそろえるためこの2種類のテストを選んだ。 

（４） 小6時2月に行った2年生児童への絵本読み聞かせに関するアンケート（表4）結果 

 

既習 ten, dog, cat, gum, red, hot, net, fox, pig, sad 
未知語 dum, buz, toc, gop, hab, fik, les, jil, cav, wem  



 
 

表4.2年生児童への絵本読み聞かせ感想 

 

 

 

 

 
 

1-5 全く思わない－とてもそう思う 
 

（５） 文章初見読みテスト（2019年 6月） 

中1時（２）のテストに引き続き個別に図1の文章を初見で音読，さらにどのように読んで

いるのか生徒に語ってもらいすべて録音した。繰り返しのある単語はカウントせず音声化で

きた単語を 1 点とし合計 35 点とした。意味が通じると判断できる場合, 又読み直して正し

く音声化できた場合は1点とした。 

   

 

 
図1. 文章初見読みテスト 

 

（６） 中学入門期における「教科書絵本風読み聞かせ」（Lesson2-Lesson5）についてのアンケート

（表5）の結果 

      表5. 中学時教科書絵本風読み聞かせアンケート 

 

 
  

       
 
1-5全く思わない－とてもそう思う 
 

（７） 中学教員へのインタビュー（2019年 6月）より研究課題に関連する内容を抽出した。 

     
 表6. 中学教員へのインタビュー内容 

 

 

 

 

（８） Let’s talkの様子（2019年 2月小6時と2019年 9月中1時） 

2人1組となり初対面の英語話者と3分間英語でおしゃべりをする様子を2箇所で録画した。

さらに生徒の感想から情意面の推移を探った。 

 

 

Q1 2年生への絵本読み聞かせは楽しかったです。 

Q2 2年生が一生懸命聞いてくれたと思います。 

Q3 間をあけたりイントネーションに気をつけて読みました。 

Q4 2年生への読み聞かせのためにたくさん練習しました。 

Q5 2年生の子たちはお話を理解できたと思います。 

Q6 読み聞かせをして読める文字が増えたと思います。 

Q7 英語の文字を読むことは楽しいです。 

Q8 英語の文字をもっと読めるようになりたいです。 

Q9 英語の本を一冊読めるようになれてうれしかったです。 

I use the Web every day. I go to a lot of different websites. My favorite website is this. I 
can chat online with my friends. I also visit music websites. I like to read about my 
favorite pop singers and listen to their new songs. 

Q1 内容を理解できた。 
Q2 最後まで聞き続けることができた。 

Q3 知らない単語があっても話に集中できた。 
Q4 内容を理解するのに中学で習った文法知識が役に立った。 

Q1 小学校英語教育の成果について感じること。 

Q2 生徒の英語を聞く力についてどう感じているか。 
Q3 生徒の英語を話す力についてどう感じているか。 

Q4 生徒の文字を読む力についてどう感じているか。 



 
 
5.3 分析 

 研究課題 1「英語を聞いて理解する力は小学校英語教育でどの程度身につき，それはどう推移する

のか」に答えるためにデータ（１）より指導者の話すsmall talk（約7分）を聞いている児童の反応

を（あ）質問に首を振って反応（い） 内容について驚いたり同意したり驚きを示す（う）知っている

単語や関連する単語（英語に限定しない）を声に出す（え）友達と確認の4つの項目に分けその回数

を数え児童の様子をまとめた。さらに客観的リスニング力を示すためにデータ（３）の英検リスニン

グテスト結果を，中1時で実施されている英語による授業について生徒がどう感じているかを把握す

るためにデータ（６）のアンケート結果を，データ（７）指導者へのインタビューより関連事項を抽

出し小6時から中1時入門期にかけて英語を聞く力がどのように伸びる可能性があるのかを探った。

研究課題 2「小学校英語教育で身につく英語で話す力の特徴はどのようなものか，それらは中学入門

期にどう変化するのか」についてはデータ（８）のLet’s talkの様子を湯川・高梨・小山（2009）

で使用されたパフォーマンス評価に基づき評価した。この評価表はBackman &Palmerの言語能力モデ

ルをもとに子どもの英語学習者にあてはまる観点より「発音」「語彙文法」「集中力」「表現力」「会話

統制力」の5つの観点から評価をしている。（詳しくはテスト構築と評価表が掲載された湯川他（2009）

の第 5 章を参照されたい。）その結果の記述統計を観察した上で，Wilcoxon の符号付き順位検定にか

け，さらに（７）の中学教員へのインタビュー結果より，どのように伸びる可能性があるのかをまと

めた。研究課題 3「文字指導を受けてきた児童の 3 文字単語を音声化する力は中学入門期にどのよう

に推移するのか」についてはデータ（２）の小6時に実施した1文字1音テストの結果，および小６

時中1時に実施した3文字単語テストの記述統計結果を観察しWilcoxonの符号付き順位検定によりそ

の推移をみた。研究課題 4「文字指導を受けてきた生徒は中学入門期に文章を初見でどの程度音声化

できるのか」についてはデータ（５）の文章初見読みテスト結果を概観しデータ（１）の録画より小

6 時授業で観察できた児童の原稿読みの様子よりその特徴とデータ（４）の絵本読み聞かせに関する

児童の感想を合わせて関連を探った。小学校時で扱った原稿は短いものであったこと，さらに仕上げ

た内容により児童によっては読む必要がない（暗記をしてしまっている）状態であることも考えられ

るが児童は原稿なしではすべての文を口頭で言うことはできなかったため「文字をなんらかの頼りに

している」ということを「読んでいる」と解釈しその様子より児童の特徴を記述した。 

 

6．結果  
 

6.1 英語を聞いて理解する力は小学校英語学習でどの程度身につき，それはどう推移す

るのか。（研究課題1） 

表7はデータ（１）より小6時夏休み明けの授業で，世界の夏休みについてスライドを使用しなが

ら7分程度話している場面の一部（筆者の話す流れに児童が応答している箇所を＊，右側に生徒の発

話を書き出した）である。さらに児童の反応を項目別に表8 （Bは欠席のためデータにはない） にま

とめた。C.F は筆者の英語による問いかけに話の内容がわかったことをうかがわせる様子（首を縦に

ふって「そうそう」という素振り，「え？」と驚く素振りなど）を頻繁に見せていた。Aは日頃からあ

まり感情を外には出さずこの授業では4つの項目にあてはまる行動はほとんど観察できなかったが授



 
 
業中は常にスライド，教員の方を見ながら聞いている様子が観察された。生徒の人数が7人であるこ

と（録画当日Bは欠席，英語話者を家族に持つ生徒は除外のため分析は5人分），モニターを見やすい

位置に机椅子を移動していることより全員が常に教員の表情やジェスチャー，スライドを見ながら理

解を確認できる行動をしていることが確認できたが E は時折集中力がとぎれている様子であった。C

は学校外で英語学習を進めている。 

 

表7. 授業録画データより児童の様子の一部 

 

        表8.児童が内容理解した様子（教員のsmall talkを聞いて） 

 A C D E F 
（あ）質問に首を振って反応 1 4 3 1 5 
（い）内容について驚いたり同意したりする 0 7 3 2 4 
（う）知っている単語や関連する内容を声に出す 0 4 0 0 1 
（え）友達と確認 0 2 2 4 2 
トータル回数 1 17 8 7 12 

 

次に小6時と中1時に行なったリスニングテストの結果を表9に示す。5級3部の問題は英文を3つ

聞いて絵の内容に合うものを選ぶものである。やりとりがあるわけではなく1文の中に未知語があれ

ば児童は答えられない。小6時ではA,Bが平均を下回ってはいるものの全員7割以上正解している。

正解率の低い問題はお皿を持っている女の子の絵を見てYoko has some plates in her hands.という

文を選ばなければならない問題であった。児童にとってはplatesという単語が未知語であったことが

正解率の低い原因だろう。4 級 1 部は絵を見て対話と応答を聞き最も適切な応答を聞こえてくる 3 つ

の文から選んで答えるものである。つまりやりとりを聞き続けて答える必要がある問題である。この

テストではB,D,Eが平均を下回っている。小学校時の授業の様子では理解している様子（反応）があ

まり確認できなかったAは中1時のリスニングテストでは平均を超え8割正解している。小学校時の

授業観察で集中が途切れている様子が観察された E は平均以下であった。C,F は小学校授業時に英語

教師の話した内容（実際は生徒の反応と合わせて
もう少し会話的なものである。） 

児童の様子 

I’m going to introduce …summer in Canada. Do 
you know where Canada is?  
＊1...（略）…Summer vacation in Canada usually 
starts in June and finishes in August.＊2 
Let’s see July…temperatures in Canada 
…about 26… 27 degree. …＊3 They have… 
two- month summer vacation… ＊4 （略）They go 
camping and… do you know canoeing?＊5 

＊1全員: Yes! （カナダどこかわかる？という問
いに）指で世界地図を示す。 
＊2 E&F:June? D:えっ6月？ 
＊3 C: Cool!（温度について。このあとスライド
で気温のグラフを見せる） 
＊4 C: One month.（自分たちのことを言うよう
に指で友達や自分をさして） 
＊5 D&F: Noと首を振る。 
＊5 E:カヌー？あー（こぐジェスチャーをする） 

Next…. Finland. Do you know where Finland is?
＊7…What are these?（ブルーベリーの写真を見
せて）＊8 Yes, blueberries! In March, or maybe 
April, do you sometimes go strawberry picking? 
＊9 In Finland thy go…＊10 
That’s right ! and … They love Sauna.＊11 
That’s right. People in Finland go to sauna 
with family members, friends and business 
partners.＊12 

＊7 D&E: No （他の生徒首を振る） 
 C:フィンランド？？（日本語で） 
＊8 Blueberry! 
＊9 C,D,E,F: あーうんうん。イチゴ狩りのこと？ 
＊10 C,D,E:Blueberry picking! 
＊11 全員：サウナ？ 
＊12全員:えー（笑ってお互いの顔を見合う） 



 
 
を聞いて幾度となく反応を示しており両テストでスコアも高い。 

 

表9. 英検リスニング5級第3部と4級第1部の結果 

 

 

            

   

 

 

 

 

 
図 2. 中学授業での教科書の絵本風読み聞かせに関するアンケート結果（1-5 全く思わない-とてもそう思
う，L=lesson を表している。各 lesson では L2:留学生と始めたった会話，L4:留学生とプレゼントを交換
する際の会話，L5:イソップ物語よりアリとキリギリスが内容であった。 

 

 図 2はデータ（６）中学での教科書絵本風読み聞かせに関するアンケート結果のうち小学校英語で

培った力に関連あると思われる項目（Q1-Q3）の結果を示している。小学校授業時に英語を理解する様

子が頻繁に確認でき両リスニングテストスコアが高かったC,Fは中学授業のL2-L5においても内容理

解ができ，最後まで聞き続けることができ，知らない単語があっても集中できたと答えている。全体

的に否定的な回答（どちらとも言えないも含む）はA，Bに多く見られ特にBはL4に関し全てに「ど

ちらとも言えない」と回答をしている。Bは英検4級では平均を大幅に下回っている。Bは小学校時授

業中も時折両手を横にあげ，わからないという仕草を見せることが多かったことより聞くことに対し

て苦手意識があり，中学にあがってもその不安は拭いきれていないのかも知れない。小学校時に理解

している様子があまり観察できなかったAは中1時の英検4級リスニングテストでクラスの平均を上

回り英語で行われた授業に関しL2-L5全てにおいて「知らない単語があっても集中できた」と答えて

いるところが大変興味深い。4 級の問題は 5 級の問題のように知らない単語であれば答えられないと

いうものでなくほんの2ターンではあるがやりとりのある英語を聞き正しい英文を選ぶという問題で

あることより，ひょっとしたらAは聞き続けて正解することができたのかも知れない。一方小6時の

授業観察で集中が途切れている様子が確認できたEに関しては「最後まで聞き続けられた」「知らない

単語があっても集中できた」という質問に対し授業回数を重ねるごとにその回答が否定的になってい

るところが気になる。もちろんこれらのデータのみでは生徒が本当に聞き続けて内容を理解したのか

そもそも正しく内容を理解したかも確認をしていないためにスコアがどう関連するかについて断定す

ることはできないが少なくとも聞き続けることができたと感じている生徒とそうでない生徒がいるこ

とは今後の授業内容を考える上で何らかの示唆を与えているだろう。中学教員からは全体として「生

徒の聞く力はものすごくついていると思う。」「英語で話しかけても動じず当たり前のように英語で返

してくることがある。」「英語を聞いて英語をそのまま理解しようとしている気がする」という回答を

得ている。B については「自信のある時とない時の差が大きく，理解していることに関しては積極的

 A B C D E F M SD 
小6時英検5級 7 7 10 8 8 8 8.00 1.06 
中1時英検4級 8 4 9 6 7 10 7.33 2.16 



 
 
に英語で発話をする姿勢も見られる」とのことで内容によって理解度に差が出るの可能性もある。総

じて中学入門期には内容を考慮した上でインタラクションを交えた英語による授業が可能であること

が確認できたと言えるのではないだろうか。 

 

6.2 小学校英語学習で身につく英語で話す力の特徴はどのようなものか，それらは中学

入門期にどう変化するのか。 

 表 10 は小 6 時と中 1 時に実施した Let’s talk の評価の結果より各項目平均と標準偏差を，図 3

は小6時と中1時の合計点比較を示している。全体的に平均が1.5ポイント上がりばらつきも少なく

なっており中 1 時点で有意に力がついていることが確認された（p<.02）。発音に関しては小 6 時中 1

時とも平均８割を獲得していることより本研究に参加した生徒は小学校英語教育で英語独特の音を聞

き分け産出することができるようになりその力は中学入門期でもほぼ持続していると言える。語彙文

法に関する力は小6時では質問に答える際に単語だけというケースが見られたが中1時ではほとんど

の生徒が文法的に正しい文で答えておりばらつきも小6時と比較すると小さくなっている。小6時に

なんとなくこう言うのかな？と覚えていた質問文も中1時ではほぼ完璧に言えておりゲストが生徒か

らの質問を理解できずに Pardon?などともう一度言うように求めるといった光景は全くなかった。集

中力に関しては小学校時，目の前に座っている話し相手に対してよほどの事情がない限り相手の話を

聞こうとしている姿は確認できたが話がわからなくなった時に少し会話を諦めてしまうといった場面

もあった。しかし中1時にはそういった場面は見られず全員が満点であった。中学生になり個人個人

の学習に対するメタ能力，普段の学級での指導（人に対する基本的な礼儀，生活指導など）がこのよ

うな結果に結びついたのだろう。表現力に関しては小6時にはすでに自分の言いたいことをなんとか

伝えることのできているレベルであったと言えその力は中学入門期にも持続していることがうかがえ

る。会話統制力の項目は5項目の中で語彙文法項目を上回りもっとも伸びている項目でありばらつき

も少ない。小6時になんとなくうまく言えずに目をそらしたり笑いながらその場をしのいだりした様

子は中1ではほとんど見られず生徒たちは自分の使える英語に限界があってもペアでなんとかして相

手と，しかもとても自然に楽しそうに会話をしている様子が確認できた。 

 表10. Let’s talk 結果（N=6）各項目4点合計20点満点 

 

 

 

 

 

図3. Let’s talk小6中１比較 

 

6.3 文字指導を受けてきた生徒の3文字単語を音読する力は中学入門期にどのように推

移するのか 

 表11は 1文字1音テスト（26点満点。小6時のみ）及び3文字単語テストの結果である。小6中

1時の間に有意な差は見られなかった（p>.05）。小 6時 2月時点での既習語については全員が 9割以

 小6 中1 

 M SD M SD 

発音 3.67 .52 3.83 .41 

語彙文法 3.00 .89 3.83 .41 

集中力 3.67 .52 4 0 

表現力 3.67 .52 3.67 .52 

会話統制力 3 .89 3.67 .52 

合計 16.83 2.22 18.33 1.87 



 
 
上正解したが未知語についてはA,B,Dが平均以下であった。当然ではあるが1文字1音テストスコア

の高い生徒は3文字未知語テストスコアも高い。A,B,Dは 1文字1音テストのスコアが低いことより1

文字に対応する音を覚え，なおかつその知識をうまく使えていないことが原因と言えるであろう。一

方中1時6月のテスト結果を見ると既習単語については全員が正しく音声化できており未知語につい

ても9割以上の正解率である。中1時のテストの際に単語をどのように読んでいるか生徒に聞いてみ

たところ飛躍的な伸びを見せたD（図3）は「文字と音の関係を思い出し，足し算をしている」「授業

で書くことで音を一緒に覚えた」と話していたことより中学入門期で正確に書く指導を行う際に小学

校で取り入れていたフォニックスをリサイクルすることによる効果があったと思われる。どの生徒も

中1の調査時点では1文字1音はほぼ覚えられており音の足し算をかなり意識していることが確認で

きた。CとFは小学生当時より3文字単語の音声化は完璧にできており，どのように読んでいるのか？

という質問に対しても答えに困るようであった。つまりこの2人の児童はどうやって読んでいるかと

いう自覚がなくすでに英語の文字を「読めてしまう」というレベルに到達していると言える。 

表11. 3文字単語結果 

 

 

 

 

図3. 未知語比較 

 

 

6.4 文字指導を受けてきた生徒は中学入門期に文章を初見でどの程度音読できるのか？ 

  次に中1時に実施した文章初見読みの結果及び関連する小学校時のデータと合わせてまとめる。表

12図4は文章初見読みのスコア結果と所要時間を示している。スコアの高いCとFは所要時間がかな

り短い。A,B,Dは比較的時間を要しているがDは8割以上のスコアを獲得している。Dはインタビュー

で「前の単語との関連を考える。」「つながりがおかしくないか考えて読む」と答えていたことから，

意味を考えてじっくり全体を見て読もうとしているため時間がかかったと思われる。文字を読むとい

うことは文字を音声化することと意味理解することの2種類あるが本研究では小学校英語教育の成果

をさぐるため意味理解に関しては調査対象としていないためこのデータ結果より必ずしも文字音声化

する力がある場合は所要時間も短いとは言えない結果となった。 

表12. 文章初見読みスコア結果と所要時間（秒） 

 

 

 

図4. 文章初見読みスコア 

次に録画データ（１）より小6時の原稿を利用した発表の様子， データ（４）より2年生児童への

絵本読み聞かせについての感想と文章初見読み結果との関連を探る。表13は小6時の授業内で行なっ

た各自の夏休みについての発表に関する記録である。夏休み発表原稿では3文字単語を読む際の音の

足し算は応用できない単語（ate, sawなど）がありA,C,Dが正確に読めていなかった。また内容によ

  A B C D E F M SD 
1文字1音 （26） 6 年 19 21 26 17 25 24 22.0 3.58 
既習 （10） 6 年 10 9 10 9 9 10 9.50 0.55 
 中 1 10 10 10 10 10 10 10 0 
未知語（10） 6 年 6 7 10 4 9 10 7.67 2.42 
 中 1 9 9 10 10 9 10 9.50 0.55 
合計（20） 6 年 16 16 20 13 18 20 17.17 2.71 
 中 1 19 19 20 20 19 20 19.59 0.55 

 A B C D E F M SD 

スコア（35） 26 24 35 29 24 33 28.50 4.68 

所用時間（秒） 100 158 25 91 68 49 81.83 46.30 



 
 
ってI went to を I want to と音声化したり（D）, I went to the sea/beach.などのtheを読む場

合と読まない場合があった（D）。またI had a を I have aと読んでいる（E）様子より彼らは口頭練

習を繰り返し何となく頭の中にある音声を想起し，文字の一部を頼りに「読んでいる」と考えらえる。

A や D は自分の発表のために書いた独自の情報（aquarium, shaved ice）という単語を正確に読んで

いた。B,F は書いた文字を完璧に音読できていた。各自が書いた原稿に差はあるが目的を持った読み

の活動に比較的前向きに取り組む姿勢が見られた。児童は完全に文字を読んでいるわけではなくこれ

らは小学校でまとまりのある文章を読む特徴と言えるかもしれない。 

My summer vacation. I went to ___. It was （interesting, great, challenging, fun, cool exciting
から選ぶ。）I saw___. I ate ___. I had a good time. Thank you for listening. 
 
表13. 小学校6年時夏休み原稿読み 

 各原稿でのエラー（  ） 児童の様子 

A 
I went to ○○Aquarium. It was fun. I saw a dolphin show. I （ate） 
rice balls. I had a good time. 

ate は自信なさげに小さな声で違う読
み方をしていた。全体的にリズムイント
ネーションもよく聞きやすい。自分の書
いた単語を正しく読めていた。 

B 
I went to camping. It was fun. I ate curry. I saw the sea. I 
had a good time. 

少しポーズがあったがすべて正確に音
声化できた。 

C 
I went to ○○hot spring. It was great. I went to a buffet 
restaurant. I （saw） swimming pools. I had a good time. 

sawがわからずローマ字で「サウ」と発
音した。 

D 
I （went） to the sea. It was （a） fun. I saw （the） beach. 
I （ate） shaved ice. I had a good time. 

want toとなっていた。（他の単元でのI 
want to go to ___.と混同？）It was fun
のところに a を挿入。 ate が読めず小
声で発音していた。。 

E 
I went to shopping. It was fun. I ate curry and steak. I （had） 
a good time. 

I have aとなっていた。 

F 
I went to ○○.  It was great。I saw △△. I drank Tapioka drink. 
I had a good time. 

書いたものを正しく音声化していた。 

 

表14図4はデータ（４）より小6時の2月に2年生児童に向けて行った絵本の読み聞かせに関するア

ンケートの結果を示している。児童はこの取り組みに対して概ね肯定的な感想をもっていた。Q2,Q4,Q5

に対しては全員が肯定的な回答をしており2年生児童にとって意義のある時間になるように取り組み，

やりがいを感じていたようである。C,D,F は全ての質問に肯定的な回答をしていた。小 6 時 3 文字単

語未知語で苦戦していたDは絵本読み聞かせでは熱心に取り組み（Q3, Q4）結果として2年生への読

み聞かせにやりがいを感じ（Q1,Q2,Q5）さらに英語の文字を読むことに意欲を持った（Q6.Q7,Q8.Q9）

ことが確認できた。否定的な回答をしているのはA,B,Eで特にAは最も多く否定的な回答をしていた。

Aは読み聞かせ活動については楽しく取り組めたと感じ（Q1），全体的にある種の達成感を感じてはい

る（Q2，Q5に対してとてもそう思うと回答）が，読むことに対しては肯定的な捉え方をしておらず（Q3, 

Q6, Q7，Q8 に対して 2 のそう思わないと回答），小 6 時より字を読むことに抵抗感があったことが伺

える。A,B とも 6年時では1文字 1音および3文字単語読みにまだ不安の残るレベルであったものの

絵本の読み聞かせに関してはやりがいを感じているところは非常に興味深い。E は普段の授業では常

に積極的に取り組む様子が見られていたが英語の文字を読むことは楽しいとは思っていないと回答し

ていた。調査対象人数も少なく関連データも必ずしもどの力がどのように土台となっていると言い切

るにはかなり無理はあるものの小 6時での文字を読む 2つの活動と中 1時の初見読み結果を見ると D



 
 
は小6時原稿読みでは全ての文字を正しく音声化しているわけではなかったが2年生への絵本読み聞

かせ後，英語で書かれた文字を読むことを肯定的に捉え自由記述でも「英語の文字を読むのはたのし

い。もっと他の本を読めるようになりたい」と書いており，小6時になんとなく読んでいた（それで

も一生懸命に読んでいた）ものに対し達成感ややりがい（原稿読み，2 年生への絵本読み聞かせ）を

通し読むことに興味を持ち，音と文字のルールの知識を応用して確実に正しく読めることを実感して

いるのではないだろうか。一方6年時に行なった2年生児童への絵本読み聞かせの感想で読むことに

対して否定的な回答をしていたA,B,Eが文章読みテストは平均以下のスコアであることからやはり文

字を読むことに対する抵抗感がありそれが中学でも続いている可能性は否定できない。特に原稿読み

や2年生への読み聞かせに対して達成感ややりがいを感じつつも読むことに対して「楽しくない」と

回答したEは入門期でも読みに対しては自信がないのかもしれない。 

 
  表14. 小6時2年生への読み聞かせアンケート結果 

 
 
 
 

 

 

 

図4. 小6時2年生への絵本読み聞かせアンケート結果 

                                                               

 

7．考察  

 

本研究では文字指導を含めた小学校英語教育の成果のうち「聞く力」「話す力」「文字を音声化する力」

が中学入門期にどのように推移するかについて小6時及び中1時における異なる種類のデータを使用

して生徒の実態を探った。小学校英語教育の成果は数値化することは難しくその調査方法にも様々な

制約があることより本研究は少人数クラスを対象としてできる限り収集できるデータをもとに生徒の

実態を探った一例であるために一般化することは難しい。しかしながら中学入門期の力が小学校で学

んだ事と全く関連がないとは言い切れない実情が確認された。研究課題1についてはオーラル中心で

インタラクションのある授業を受けてきた児童は中学入門期でも引き続きインタラクションを伴った

英語による授業を受けることが可能であることが確認できた。中学以降の英語による授業について「わ

からない単語があっても集中して聞き続けた」と答えている生徒がリスニングテストで平均以上のス

コアを取得している点は大変興味深くこのような力こそ小学校英語教育の成果と捉え今後計量的な実

証研究が待たれる。また中学入門期で扱うインプットは生徒が自信を持てるような内容を授業で扱う

ことも小学校英語教育の成果をうまく伸ばす工夫であることが示唆された。次に研究課題2について

はLet’s talkの結果を小6時と中1時とで比較したところ言語面において中1時では正しい文法を

意識して話す姿勢が見られ，小学校の際に「何となく覚えていた状態」と，中1時での「正確に覚え

て使おうとする」違いが明らかになった。中1時のLet’s talk終了後に生徒に書いてもらった自由

 肯定的な回
答（人） 

否定的な回
答（人） 

Q1 5 1 
Q2 6 0 
Q3 4 1 
Q4 6 0 
Q5 6 0 
Q6 5 1 
Q7 4 2 
Q8 5 1 
Q9 5 1 



 
 
記述にほぼ全員が「楽しかった」「小学校の時より通じたと思う/話せたと思う」と書いていたことよ

り生徒は英語を話す事に対して肯定的な態度を持ち続けており，この「通じた」を増やしていくこと

が小学校英語教育の土台となっていくのではないだろうか。若干ではあるが中1時のLet’s talkで

は発音面で文字に頼るとカタカナの影響がでる様子が確認され今後の中学でのスピーキング練習の課

題として残った。一方事前に考えておく質問文について生徒の一人が「中学生らしい少し難しい質問

を考えた」と書いていたことより小中レベルを単純に比較はできない調査方法の問題も浮き彫りにな

った。研究課題3については，中学教員より4月中旬「入学後10回程度の授業（フォニックスは実施

せず）ではまだ文字を音声化することに自信のない様子が見られる」という事情を聞き，その後の授

業で文字を書く指導に小学校時のフォニックス教材を取り入れてもらったことで生徒はほぼ完璧に 1

文字1音の関係と音の足し算を理解できこの力は文章初見読みでもその応用が確認できた。このこと

より中学入門期に中学の学びにあった文字と音の指導の効果を期待することができるだろう。研究課

題4について初見英語読みテストで比較的正しく音声化できていた生徒は小6時の絵本読み聞かせに

関して「1 冊の絵本が読めるようになったこと」，「読める単語が増えたことへの喜び」，「さらにもっ

と他のものも読んでみたい」という感想を書いていたことより小学校時点ですでに文字学習を肯定的

にとらえその意欲が中学入門期にも持続したのではないだろうか。一方初見読みスコアがあまり高く

なかった 3 人も絵本読み聞かせに関しては「2 年生は聞いている時にちがうところを見ている子がい

なかったのでよかった」，「2 年生がよく聞いてくれてやる気がでた」，「何人かが終わったあとに拍手

をしてくれてよかった。」，「一生懸命聞いてくれて嬉しかった。」とこの活動に対してかなりやりがい

を感じていた。小学校での英語教育を通し児童はオーラルを中心に「伝えること」を体験しながらそ

の楽しさを学んでいることを考えると文字を読むこと自体はそれほど楽しいとは感じていない児童で

も2年生に絵本読み聞かせをすることを通して「伝えることの楽しさ」を感じ取っていたのではない

だろうか。そうだとすればひょっとしたらこのやりがいを文字学習と連動させることで読むことに対

して意欲的に取り組む生徒を育てることができるのではないだろうか。小学校英語教育で身につける

ことのできる力をどのように活かすかさらなる研究を期待したい。 

 

注 

 
１．ロングマンの「Story Street Level 2」の中からペアで好きな本を選んで授業 2 回で練習した。 

２.  湯川・高梨・小山（2009）が考案した小学生対象のスピーキングテスト 

３.  Teacher talk adjustment とは学習者に対して教師が話す調整された英語を示 Wong-Fillmore（1985） 

はその特徴をあげている。 
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