
 

 

 

 

 

夏休みとはいえ、お忙しい日々を過ごされたこととお察しいたします。も

ちろん英語に触れる機会はほとんどなかったはず。さて、２学期がスタート

し、外国語の授業も再開しました。引き続き巡回指導でおじゃまいたします。

よろしくお願いいたします。 

１学期は先生方の前向きな取組で、 

「日直への挨拶の指示 Who’s 日直さん Today?」「日本語での課題提示」 

「単語練習の進行」「ALTとのモデル会話」「児童の指名」 

「リスニング、動画視聴のヒント」「アルファベットの指導」 

「ALT の説明の補足(ヒントやリピート)」「気づきや発見を促す投げかけ」

などの役割を担当していただき、年間計画に沿った活発な外国語の授業が

行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期の見通しとして…一単元(UNIT)を担任Ｔ１でやってみませんか？ 
これまでのＡＬＴとのＴＴや参観を通して、先生方には外国語の授業の流れをつかんでいただけたこ

とと思います。そこで提案ですが、２学期には一単元(UNIT)を担任（または担当者）がＴ１で行ってみ

るのはどうでしょうか。題して「外国語Ｔ１チャレンジ！」です。 

 

◇ねらい  

 ・外国語の授業実践を通して、担任（または担当者）の外国語指導力、英語力の向上につなげる。 

◇実施時期と単元 

 ・裏面「外国語Ｔ１チャレンジ計画(案)」をベースに、担任（または担当者）、ＡＬＴ、巡回教員で

相談して実施する。その際、他の先生方にも参観していただけるようにお知らせする。 

◇進め方 

 ①巡回教員がＴ１として行う外国語のモデル授業をＡＬＴと一緒に行う。 

 ②研修として指導する時期と単元を決定する。 

 ③ＡＬＴが単元指導計画例、指導案例、絵カード、その他の教材を紹介、提供する。 

④担任（または担当者）、ＡＬＴ、巡回教員で授業の打ち合わせと準備を行う。 

 ⑤授業をＡＬＴとのＴＴで実施し、放課後にふり返り、次回の打ち合わせと準備を行う。 

 

 発音や表現の指導はＡＬＴをフル活用して、「授業の進行」「デジタル教材の活用」「活動の説明」「取

り組み方のアドバイス」が主な役目です。日本語で説明する＜英語でやってみせる、がポイントです！ 

!(^^)!   (>_<)    (^O^)                       令和元年(H31)巡回指導通信 

令和元年 8月 27日（火） 

第 ７ 号 

～「まさにこれだ」「さあ、いよいよだ」「これはチャンスだ」～     発行者 田 村 浩 文 

英語でも言えますよ⑥ 

「大きな声で話して。」 

→Speak up, (please). 

Speak louder. 



ALTとの TT授業の進め方（案）～基本パターン②（日本人教師が T1の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １コマの授業の中で、ALTを活用できるチャンスは                                                   

                                      こんなにも。どれも状況に応じてですが、 

発音指導と会話のモデルがおすすめです！ 

 

 一般的な活動の流れ ALTの活用場面 

Warming up 

（始めの挨拶） 

①始めの挨拶 

 

②既習表現を使用する帯活動 

 

 

③新表現や単語の紹介 

→めあての確認 

 

①挨拶から、調子、天気、曜日、日付 

等の児童とのやりとりをおまかせ 

②歌、チャンツ、ゲーム、スモール・ 

トーク（ミニ英会話）等を、使用表 

現を指定してお願いする 

③Ｔ１との英語でのやりとり見せ、児 

 童の気づきを促す 

Activity 

（本時の活動） 

④単語やフレーズの練習 

 

⑤理解の確認、リスニング 

 

⑥コミュニケーション活動や 

 ゲームの準備 

 

⑦コミュニケーション活動や 

 ゲームの実施 

 

⑧活動中間での振り返りや 

 成果の全体での共有 

 

④正しい発音で練習を行ってもらう 

（複数回行う中でＴ１と分担する） 

⑤デジタル教材の音声を使わない時

は、台本を読み上げてもらう 

⑥Ｔ１との英語でのやりとりで活動

の進め方やルールを示す 

 （児童全員⇔ALT でも練習） 

⑦ALT と話すとポイント・アップ、又

は先生方と必ず一度は話すなど、児

童と直接話す機会を設ける 

⑧指名した児童と会話をしてもらう 

Looking back 

（本時の振り返り） 

⑨振り返り、評価 

→終わりの挨拶 

⑨児童のがんばりに簡単な英語でコ 

メント、アドバイスをもらう 

 →英語での挨拶 

 

ALT と子どもたちのやりと

りをできる限り多く 

生徒が理解できていなくとも、できるだ

け ALT の英語を訳さず、ヒントを出す 

※理解に必要な単語を強調してリピートした

り、ジェスチャーをつけたりして理解を促す。 
発音練習は ALT の本物の音

で行うことを優先 ALT と会話する姿を見せ、英語を

学ぶ姿のお手本になる 

日本人教師 T1 でも、時には前もって ALT にお願

いして、ゲームや活動を用意して来てもらう 



ALTとの TT授業の進め方（案）～基本パターン① 

一般的な活動の流れ HRT（担任・担当教師）の役割 ALTの役割 

- Warming up - 

①始めの挨拶 

 

②帯活動 

 Ａ：スモール・トーク 

 Ｂ：フォニックス 

③課題・めあての確認 

 

 

①日直による号令と挨拶の指示 

 (Who’s on duty today?) 

②本時の帯活動（ＡかＢ）を児童に

伝える 

 

③本時のイントロダクション→ 

課題・めあての提示（他教科と同

様に板書） 

 

①調子、天気、曜日、日付等のHRT

や児童とのやりとり 

②スモール・トーク、又はフォニッ

クス（2～3文字ずつ）を実施 

 

③HRTとのイントロダクション 

 

- Activity - 

④単語やフレーズの練習 

 

⑤理解の確認、リスニング 

 

⑥コミュニケーション活動

やゲームの準備 

 

⑦コミュニケーション活動

やゲームの実施 

 

⑧活動中間での振り返りや

成果の全体での共有   

→活動後半へ 

 

④児童の支援、又は一緒に発音する 

 

⑤デジタル教材の操作・解答の確認 

 

⑥活動のモデルやルール提示の補

助（児童への補足説明） 

 

⑦児童の支援、児童と直接話す機会

をもつ（評価に向けた記録） 

 

⑧児童やペアの指名、中間振り返り

（児童の気づきやポイントを板書） 

 →活動後半へ 

 

④単語やフレーズの練習をする 

 

⑤リスニングのイントロダクショ

ン（ヒント、台本の読み上げ） 

⑥担任との英語でのやりとりで活

動の進め方やルールを示す 

 

⑦コミュニケーション活動の実施 

 

 

⑧活動についてのアドバイス 

 

 →活動後半へ 

- Looking back - 

⑨振り返り、評価 

 

 

→終わりの挨拶 

 

⑨児童のがんばりにコメント、アド

バイスをし、ALT にも振る 

（振り返りシートの活用） 

 →挨拶の指示 

 

⑨児童のがんばりに簡単な英語で

コメント、アドバイスをする 

 

 →英語での挨拶 

 

【担任（担当教師）の主な役割】 

・授業の始め、終わりの挨拶の指示 

・授業の課題（めあて）の提示 

 ・児童やペアの指名 

 ・ALT とのやりとりによるイントロダクション、モデル提示の補助 

・デジタル教材の操作等 

・プリント配布、児童用絵カードの作成や保管の指示 

・授業全体のガイド役、活動の補足説明、学習者の手本 

・児童の観察、支援、評価（記録）、中間振り返りとまとめ（振り返りシートの活用） 

※授業準備を ALT と協力、分担して行い、学校として教材のストックをしていくことも必要です。 

 

 



HOW TO TEACH ENGLISH LESSONS IN TEAM TEACHING ～ SAMPLE① 

PROCEDURE HRT’S ACTIVITIES ALT’S ACTIVITIES 

- Warming up - 

①Greeting and Daily 

Conversation 

 

②Skill Up Time 

 Ａ：Small Talk 

 Ｂ：Phonics 

③Knowing Today’s Goal 

 

 

①Instruction for beginning and 

greeting 

 (Who’s on duty today?) 

②Instruction for Skill Up Time 

 

 

③Introduction of Today’s Goal 

  with ALT 

(*showing it on the blackboard) 

 

①Daily conversation with 

students and HRT (condition, 

weather, day, date…etc) 

②Small Talk or Phonics 

  (*alternately) 

 

③Introduction of Today’s Goal 

  with HRT 

 

- Activity - 

④Words and Phrases 

 

⑤Listening 

Comprehension 

 

⑥Preparation for 

Activities or Games 

 

⑦Activities or Games 1 

 

 

⑧Middle Assessment  

→Activities and Game 2 

 

 

④Helping students 

 

⑤Operating digital contents and 

showing answers of listening 

quizzes 

⑥Showing model dialogs or how  

to do activities with ALT 

 

⑦Helping students and talking 

with some of them for 

assessment 

⑧Sharing questions and  

examples with students 

 →Talking with students again 

 

④Practice of words and phrases 

 

⑤Introduction of listening quizzes 

(*giving hints or reading   

scripts) 

⑥Showing model dialogs or how  

to do activities with HRT 

 

⑦Conducting activities 

 

 

⑧Giving advice (*to make 

activities better) 

 →Conducting activities again 

- Looking back - 

⑨Reflection and 

Self-evaluation 

 

→Saying Goodbye 

 

⑨Giving comments about the 

whole lesson 

 (*Instruction for reflection) 

 →Instruction for ending 

 

⑨Giving comments about the 

whole lesson 

 

 →Saying Goodbye 

 

【HRT’S ROLES】 

・Instruction for beginning and ending classes  

・Showing Today’s Goal 

・Calling on students 

 ・Interaction with ALT for introducing new expressions or showing models 

・Operating digital contents 

・Handing students handouts / Instructing students on the use of students’ picture cards 

・Conducting the whole lesson / Giving a supplementary expression / Showing a model of learning English 

・Observating, helping and assessing students / Instruction for reflection 

※It’s necessary to cooperate with ALT in preparing for teaching materials and stock them. 


