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令和３年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

   茨城県  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

鹿嶋市立鉢形小学校（外 11校） 鹿嶋市教育委員会 公立 

 

１．特別の教育課程を編成・実施している学校及び自己評価・学校関係者評価の結果公表に

関する情報 

学 校 名 自己評価結果の 

公表ウェブサイト名・URL等 

学校関係者評価結果の 

公表ウェブサイト名・URL等 

鹿嶋市立鉢形小学校 http://www2.sopia.or.jp/hachikko/ http://www2.sopia.or.jp/hachikko/ 

   

２．特別の教育課程の内容 

（１）特別の教育課程の概要 

   これからの時代において必要とされるグローバルな視野を持った人材を早期から育

成するため，小学校第１学年及び第２学年の生活科 20 時間を外国語活動に替えて実施

する。 

  

（２）学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性 

   本市は常陸国一の宮鹿島神宮の門前町として栄え，発展してきた。また，2002年には

FIFA ワールドカップの会場地となり，2020 年には東京オリンピックサッカー競技が開

催された。歴史的伝統とスポーツによる活力あるまちであり，「子どもが元気 香る歴

史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋」を本市総合計画における将来像に掲げている。世界の

人々とのコミュニケーションをとおして，本市の魅力を世界に発信していくことができ

るグローバルな人材育成をより一層推進することが，本市の発展と教育活動の充実に必

要であると考え，教育課程の特別措置申請を行うこととした。 

 

（３）特例の適用開始日 

   ２００７年４月 

   ２０１８年４月 変更 

 

 

（４）取組の期間 

   ２０３０年４月まで 

 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 



（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ○・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

    ○・実施している 

   ・実施していない 

 

  ＜特記事項＞ 

（１）第１学年児童による評価  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 外国語活動の時間は，楽しいですか。 

楽しい どちらかというと

楽しい 

どちらかというと

楽しくない 

楽しくない 

76.9％ 12.9％ 5.1％ 5.1％ 

②  ALTと英語ではなしたりかつどうしたりするのはたのしいですか。 

楽しい どちらかというと

楽しい 

どちらかというと

楽しくない 

楽しくない 

79.5％ 10.2％ 7.7％ 2.6％ 

③ 英語を話せるようになりたいですか。 

話せるようになり

たい 

どちらかというと

話せるようになり

たい 

どちらかというと

話せるようになら

なくてもよい 

話せなくてもよい 

87.2％ 7.7％ 0％ 5.1％ 

④ 外国のことをもっと知りたいですか。 

知りたい どちらかというと

知りたい 

あまり知りたくな

い 

知らなくてよい 

66.7％ 18％ 10.2％ 5.1％ 



（２）第２学年児童による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）教職員による評価 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 外国語活動の時間は，楽しいですか。 

楽しい どちらかというと

楽しい 

どちらかというと

楽しくない 

楽しくない 

51.1％ 32.6％ 14％ 2.3％ 

②  ALTと英語ではなしたりかつどうしたりするのはたのしいですか。 

楽しい どちらかというと

楽しい 

どちらかというと

楽しくない 

楽しくない 

48.9％ 27.9％ 20.9％ 2.3％ 

③ 英語を話せるようになりたいですか。 

話せるようになり

たい 

どちらかというと

話せるようになり

たい 

どちらかというと

話せるようになら

なくてもよい 

話せなくてもよい 

67.5％ 11.6％ 18.6％ 2.3％ 

④ 外国のことをもっと知りたいですか。 

知りたい どちらかというと

知りたい 

あまり知りたくな

い 

知らなくてよい 

67.5％ 16.3％ 13.9％ 2.3％ 

① 第１学年からの外国語活動の実施は，積極的にコミュニケーションを図ろうと 

する態度の育成につながっていると思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

83.3％ 16.7％ 0％ 0％ 

② 第１学年からの外国語活動の実施は，英語に慣れ親しむことにつながっている 

と思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

88.9％ 11.1％ 0％ 0％ 

③ 第１学年からの外国語活動の実施によって，外国の文化(生活，習慣，行事等) 

に対する興味・関心が高まっていると思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

83.3％ 16.7％ 0％ 0％ 



 

（４）保護者による評価  

 

 

 

 

 

 

④ 第１学年及び第２学年からの外国語活動に期待することは何ですか。 

                              （自由記述） 

・1.英語という言語に耳を慣れさせること。2.リアクションワードの習得（Me,too. 

など）。3.アルファベットの文字に目を慣れさせること。 

・児童が，楽しく学べる学習内容。 

・英語に慣れ親しみ, 自分で伝えようとする姿勢を育てる。 

・異文化の方とも積極的に関わろうとする力。 

・外国の文化に触れるきっかけ作り。 

・スムーズに英語（外国語）に親しむこと、コミュニケーション能力。 

・英語に親しむ環境が低学年から提供できることは素晴らしい。 

・英語が楽しいものだと感じて、自然と理解が深まる。 

・「わからないから嫌い」とならないよう、まずは簡単な説明や活動をする。 

・英語に慣れて，自分から英語で話しかけてみようとする意欲を高める。 

・コミュニケーションを図り、見方や考え方を英単語や文章にできることや聞くこ 

と話すことに結びつけられる。 

・発音をする機会をたくさんとって、自信をもって、活動できるようにする。 

・英語で簡単な挨拶をしたり、話をしたりすることを楽しむ。 

・外国の文化に親しむことや簡単な会話ができるようになること。 

① 第１学年からの外国語活動の実施は，積極的にコミュニケーションを図ろうと 

する態度の育成につながっていると思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

51.8％ 42.2％ 6％ 0％ 

② 第１学年からの外国語活動の実施は，英語に慣れ親しむことにつながっている 

と思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

62.7％ 28.9％ 7.2％ 1.2％ 

③ 第１学年からの外国語活動の実施によって，外国の文化(生活，習慣，行事等) 

に対する興味・関心が高まっていると思いますか。 

思う どちらかというと

思う 

どちらかというと 

思わない 

思わない 

42.2％ 38.5％ 16.9％ 2.4％ 



 

 

４．実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している学校の教育目標との関係 

【成果】 

・外国語活動では，「英語に慣れ親しむ」「コミュニケーションの素地を養う」をキーワ

ードに，授業力向上に取り組むことができた。 

・昨年度に引き続き，本年度は，Small Talkの確実な実践と言語活動の工夫，異文化理解

を推進できた。 

・Schedule of Meeting for Classesを作成・実践し，HRTと ALTの三者が連携を深め、 

HRTも自信をもって英語で楽しく授業を展開することができている。 

・市内共通のレッスン動画やアントラーズのＴＲＦ動画を活用し、児童の興味・関心を高

め、楽しみながらジェスチャーやゲームを交えた英語の表現やリズム、発達段階に応じ

た指導を心がけたことで、知識・理解を高めることができた。 

・１人 1台端末の活用により、臨時休業中もオンライン学習で外国語活動の授業に取り組

むことができ、外国の文化や表現に触れることができた。 

【課題】 

・外国語活動にどの児童も意欲的に取り組むことができるが、表現することについては、

自信をもって表現できる児童と表現することが難しい児童との二極化が見られる。 

 

 

④ 第１学年及び第２学年からの外国語活動に期待することは何ですか。 

                              （自由記述） 

・外国語や外国人に対する苦手意識や、差別偏見などがなくなると思う。 

・習ってない子でもわかりやすくフォニックスを入れてしっかりやってほしい。 

・楽しく学べる事、コミュニケーション能力の向上、英語に慣れる。 

・アントラーズの教材は家庭でも使いたい。 

・あいさつ、簡単な物の名前を覚えて英語を身近に感じてもらいたい。 

・もっと英語に興味が出るといい。 

・単語よりも会話ができるようになったらいいなと思います。 

・あいさつができたらいい。 

・他にどんな国があるか、興味をもってもらいたい。 

・他の国の文化など興味がわくような内容も取り入れてほしい。 

・英語耳の成長と外国への興味関心が高まる事。そしてコミュニケーション能力が 

上がる事を期待する。 

・様々な人たち(人種、性別、年齢等)とのコミュニケーションを普通にとれるよう 

になること。最終的には世界平和の概念を学ばせたい。 

・仕方のない事ではありますが来年は今年度よりコロナも落ち着きオンラインで 

はなく生の授業で生きた英語に触れ合わせてあげられる世の中になる事を願う。 

・自然と英語が聞き取れ話せるようになって欲しい。 

・英語を覚える事により思考範囲が広がる。 

・もっと英語の授業を増やして外国語に触れること。 



 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

６年生が受検した GTEC Junior では、昨年度と同様の全体のジュニアグレードが３であ

ったが、「話すこと」においてはスコアが７１．４ポイントから７７．６ポイントと向上

した。一方、のスコアにおいては、３ポイント下回った。 

「話すこと」ついては、学校教育目標の「学びがいのある学校」の努力事項に掲げられ

ている「自分の思いや考えを豊かに表現できる授業」「ICTの効果的な活用」の展開を図っ

てきたことで、スキルアップができている。 

また、給食の時間に各学年代表による英語での自己紹介におけるプレゼンテーションや

ALTとのコミュニケーション活動を放送により、「話す力」や「聞く力」の向上、意欲や自

信につなげることができた。 

「聞く力」については、音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を児童

同士で自由に伝え合い、尋ね合う言語活動をする機会を増やし、聞き取った話の内容を相

互に発表するなど「分かる授業」の展開に努め、基礎・基本を確実に身に付けることがで

きるようにする。 

 

５．課題の改善のための取組の方向性 

入学時から外国語活動に取り組んできた現在の６年生を対象とした「英検」では，総合

レベルにおいて「よくできた」という結果を得た。 

  第１学年から外国語活動を実施することにより，ほとんどの児童が一定以上の「聞く

力」と「読む力」を身に付けることができた。引き続き、児童の好きなことや興味・関心

の高いこと、身の回りの様子（身近なものや天気、動作や簡単な自己紹介や質問の仕方な

ど）などの英語での表現活動などに、電子黒板を活用した動画を視聴しながらのクイズや

ジェスチャーゲームなどで繰り返し取り組んでいく。 

一方で、「もう少し」というレベルにある児童に対する言語活用の手立て等が今後必要と

なってくる。学校教育目標の「学びがいのある学校」の努力事項に掲げられている「ICTの

効果的な活用」により関連のある英語のチャンツや音楽等を流し，児童の日常生活を英語

で exposureさせるなどの外国語活動の時間以外の工夫も効果的だと考えている。 

また、「聞く」活動前に「置かれた状況」や「必要な情報」を把握させるなど、プレゼン

テーションや Small Talk に取り組ませていく。具体的には、友達の発表を聞き取る活動

を言語活動に取り入れたりする。また、既習表現を使って話された内容を聞いて、その理

由などについての言語活動にもつなげグレードアップを図る。 

 

 

 

 

 


