
■ 英語に慣れ親しむことができる教室環境の工夫  
滝川市立西小学校                                                              

Point 掲示物の工夫、教室環境の工夫 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・カードを掲示するなど、教室環境を整備することにより、児童が目的意識をもって英語に

慣れ親しむことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動の全ての時間をイングリッシュルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・「Hi, friends! ２」Lesson2「When is your 

birthday?」で、カードを使用して月や日にちの言 

い方や誕生日の尋ね方に慣れ親しむ授業を行うとと 

もに、授業後はカードを掲示し、継続的に活用した。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・使用頻度の高い英語に関する掲示物を掲示しておく 

ことができるため、これまでに学習したことを活用 

して英語を話そうとする意欲が高まった。 

 ・外国語活動に使用する掲示物やカードが配置されて 

いるので、英語に慣れ親しむための教材を教職員が 

共有し、継続的に活用することができた。 【イングリッシュルームの掲示板】 
■ 児童が、英語に十分慣れ親しむことができる言語環境の工夫  

石狩市立八幡小学校 
Point 教室環境の工夫、掲示物の工夫、英語への興味・関心の向上 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・掲示物やワークシート、英語の絵本等を常設し、授業で活用するとともに、休み時間にも

閲覧できるようにするなどして、言語環境の整備を図ることにより、児童が英語に十分慣

れ親しむことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動の全ての時間をイングリッシュルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・「Hi, friends! １」Lesson6「What do you want?」 

で、文字と読み方が一致しているアルファベットの 

掲示物を探す授業を行った。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・挨拶等、基本的な英語の表現を掲示しておくことで、 

  児童は安心して学習し、既習事項を活用しようとす 

る態度が見られた。 

 ・休み時間に、ＡＬＴと交流したり、英語の絵本を閲 

覧したりすることで、児童は英語に積極的に慣れ親 

しむなど、英語に対する興味・関心が高まった。 【外国語活動の授業の様子】 



                        

■ 学級担任がＴ１として授業を進められる環境の工夫                                寿都町立寿都小学校 
Point 掲示物の工夫、教室環境の工夫 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・学級担任によるＴ１の授業で、多様な学習形態で学習することにより、英語に対する児童

の意欲を高めることができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第３～６学年の外国語活動(国の外国語強化地域拠点事業の指定)の 

全ての時間をイングリッシュルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・「Hi, friends! ２」Lesson4「Turn right.」の単元では、手持ち 

のピクチャーカードなどを活用し、案内ゲームをするなど、実際の 

場面を想定した活動を取り入れた授業を行った。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・教室内に掲示しているクラスルーム・イング

リッシュを活用することで、学級担任が英語

で指示を出しながら活動を進めることができ

た。 

 ・グループワークをしたり、自由に歩き回って

活動したりする際に、教室内の机の配置等を

自由に構成できるため、活動の幅が広がった 
【教室内のカード等を 

 用いたクイズ大会】 

■ 日常の学習に活用することができる環境の工夫 
厚真町立厚真中央小学校 

Point 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・日常の学習を通して、子どもたちが英語の歌やチャンツ、簡単な劇などのアクティビティ
を行いながら、英語に慣れ親しむことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第１～４学年の英語活動及び第５、６学年のコミュニケーショ 
ン科(国の教育課程特例校の指定)の全ての時間をイングリッシュ 
ルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例（ＡＬＴの活用） 

 ・季節に関わりのある写真を提示することにより、子どもたちに 
日常の生活場面のイメージをもたせ、ＡＬＴの季節に関わるス 
ピーチを聞いたり、好きな季節を話したりする授業を行った。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・既習の英語に関する掲示物を掲示しておくことができるため、 
これまでに学習したことを活用して英語を話そうとする意欲を 
高めることができた。 

 ・机などの配置を自由に変えることができるため、活動の幅を広 
げることができた。 

 ・授業で使用する掲示物やピクチャーカード、リズムボックス、 
英語の歌のＣＤ、ＤＶＤデッキなどが全て配置されているので、 
必要に応じて活用することができた。 

 ・テレビモニタ、パソコンが常設されているため、「Hi,friends!」 
のデジタル教材を常時使用することができた。 

【外国語活動の授業の様子】 

掲示物の工夫、教室環境の工夫、ＡＬＴの積極的な活用 

【イングリッシュルームの掲示板】 

【机で通路を作り相手に 

場所を伝える活動】 。 



                        

Point 教室環境の工夫 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・活動の目的や内容に合わせて机や椅子などを移動し、多様な学習形態を工夫できるように

することにより、多様なアクティビティを展開できるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動において、２週間に１回程度、イングリッシュルームで実施し

ている。 

●イングリッシュルームでの実践例 

・「Hi, friends! １」Lesson５「What do you like?」の

単元において、多くの友だちと関わり合い、英語に

よるコミュニケーションに慣れ親しむ授業を行っ

た。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・教室環境を整え自由に机や椅子の配置を変えること 

ができるため、活動の幅が広がり、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする姿が多く見られるよう

になるなど、英語で相手に伝えようとする意欲が高

まった。 

■ 体験的な活動を行うことができる環境の工夫  
日高町立厚賀小学校 

【椅子の配置を工夫したコミュニケーション活動】 

Point 掲示物の工夫、教室環境の工夫 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・児童が日常的に様々な英語表現や外国の文化に触れることができるよう、掲示物を工夫す
ることにより、外国語活動や日常の生活場面で英語に慣れ親しむことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動において、２週間に１回程度、イングリッシュルームで実施し
ている。また、休み時間や放課後は全児童が自由 

に掲示物等を見ることができるようにしている。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・「Hi, friends! ２」Lesson5「Let’s go to 
Italy.」の単元において、外国の季節や行事など
に関わる掲示物を活用して、外国の文化への理解
を深める授業を行った。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・外国語活動や休み時間において、掲示物を活用し
て英語の表現や外国の文化に触れる機会を設けた
ことにより、外国の文化への興味・関心が高まっ
た。 

■ 日常的に英語や外国の文化に触れることができる環境の工夫  
日高町立日高小学校 

【外国の季節や行事（ハロウィン）の掲示物】 



                        

■ 放課後英語教室によるイングリッシュルームの活用 
富良野市立扇山小学校 

Point 掲示物の工夫、放課後英語教室の開催、学年に合わせたプログラム 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・英語に親しみながら、積極的に英語を使ってコミュニケーションを図ろうとする意欲と態度

を育てるとともに、世界の国々の文化に興味・関心をもつことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・日常の外国語活動のほか、年間12回程度開催している放課後英語教室「英語ＬＡＮＤ」で活

用している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・放課後英語教室では、英語での自己紹介や名前あてビンゴ 

ゲーム、英語を使ったカードゲームなど、英語を話す活動 

や、アルファベットを読みながら遊ぶプログラムを行って 

いる。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・世界の国々のあいさつの言葉や特徴的な建造物などの絵を 

掲示したことにより、英語等の言語に親しむとともに、世 

界各国の文化への興味・関心が高まった。 

 ・教室より広い部屋で放課後英語教室を実施したことにより、 

多くの児童が参加することができた。 

【「英語ＬＡＮＤ」でのＡＬＴと児童

の英語によるあいさつ】 

■ 体験的なコミュニケーション活動を重視した教室環境の工夫 
北斗市立浜分小学校 

Point 掲示物の工夫、広い教室の有効活用、教員の負担軽減 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・目的に応じた活動を実施し、児童が集中して学習に取り組むことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動の全ての時間をイングリッシュルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・広い空間を活用し、インタビューやゲームなど教室全体を使う活動を行った。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・外国語活動で使用するピクチャーカードや掛図を 

  レッスンごとにまとめたため、教材準備の時間を 

短縮することができた。 

 ・教室よりも広い空間を活用したため、体験的なコ 

ミュニケーション活動を行うことができた。 

・ホワイトボードやプロジェクターを常設したため、 

視覚教材を効果的に活用することができた。 

・既習の英語表現を掲示したため、児童は、これま 

でに学習した内容を活用して意欲的に英語で伝え 

ることができるようになった。 【体験的な活動を取り入れた授業】 



【ハロウィン・パーティの準備】 

               
●イングリッシュルーム設置の目的 
 ・掲示物や教材・教具等を児童がいつでも活用できるよ

うにし、児童が日常的に英語に慣れ親しむことができ
る環境を整えた。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 
 ・全ての英語の授業(国の研究開発学校の指定)で活用す

るとともに、朝の授業前に実施している「Ｓタイム」
において、全校児童が一堂に会し、英語を学ぶ活動に
活用している。 

●イングリッシュルームでの実践例 
・絵本の読み聞かせや英語の歌を歌う活動等の一斉指導 
の場面において、広いスペースを活用し体を動かしな 
がら英語に慣れ親しむ活動を行った。 

・ピクチャーディクショナリー等の資料や英語のポスター等を活用し、英語で手紙やポスタ
ーを作成したり、意味の分からない単語を調べたりする活動を行った。 

・町姉妹都市からの訪問やハロウィン、卒業式等の季節に合わせた英語による展示をし、児
童が授業で学んだことが、実際の生活場面でどのように活用されているのかを実感できる
機会を充実させている。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 
 ・児童が「なぜだろう、どういう意味だろう」と思ったとき、適切な資料をその場で提供す

ることができ、児童の主体的な学びにつながるとともに、その学びを複数の教員で評価す
るなど、ＴＴの指導に生かすことができている。 

■ 児童が自ら英語に触れることができる教室環境の工夫        
北見市立端野小学校 

Point 教室環境の工夫、学習意欲の喚起 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・児童が、自然と英語に触れられるようにすることで、英語への興味や関心を高める。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・外国語活動の学習内容に合わせて、イングリッシュルームを活用している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・休み時間に、児童への読み聞かせを行っている。 

 ・今後は「Hi, friends! ２」Lesson7「We are  

good friends.」で、外国の物語を紹介するときに 

活用する予定である。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・いつでも英語の本を読める環境を整備したことによ 

り、児童はたくさんの英語に触れることができた。 

 ・英語の本を読むことにより、英語の楽しさや不思議 

さに触れることができ、英語に対する興味や関心が 

高まった。 

【教室に並べられている絵本】 

■ 児童の学びを実感させるための環境づくり           
鹿追町立瓜幕小学校 

Point 児童の日常的な英語への慣れ親しみ 



                       
ｐ 

■ 学習環境の充実と広いスペースを生かした効果的な学習形態の工夫 
中標津町立計根別学園 

Point 掲示物の常設、学習形態の工夫、教員の負担軽減 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・外国語活動に関する掲示物を常設し、外国語活動を学習する雰囲気を高めたり、これまで

習った表現を思い出したりできるようにする。 

・広いスペースを生かして、机・椅子を効果的に配置できるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動の全ての時間をイングリッシュルームで実施している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・「Hi, friends! ２」Lesson1「Do you have“a”?」 

で、教室前方で数字やアルファベットを発音した後 

（写真①）、教室後方に移動し、数字を聞いてその 

数と同じ人数で集まったり（写真②）アルファベッ 

トカードを活用した「ゲーム」を行ったりした 

（写真③）。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果 

 ・外国語活動を学習する雰囲気や、慣れ親しんだ表現 

を使おうとする意欲を高めることができた。 

・学習活動のねらいに沿うよう、効率的・効果的に机 

や椅子を配置できた。 

 ・外国語活動で活用するピクチャーカード等が配置さ 

れており、教材準備の時間を短縮できた。 

【広いスペースを効果的に活用した活動】 

写真① 
写真② 写真③ 

■ 外国語に囲まれ、いつでも外国語を学ぶことができる環境づくり 
釧路市立興津小学校 

Point ＩＣＴの設置、掲示物、英語教材、教室環境の工夫、教員の負担軽減 

●イングリッシュルーム設置の目的 

 ・ＩＣＴの設置や教室掲示の工夫、教材の配置により英語に囲まれた環境を作り、児童も教 

員も日常的に英語に触れ英語を学ぶことができるようにする。 

●イングリッシュルーム活用の頻度 

 ・第５、６学年の外国語活動の全ての時間及び休み時間で 

活用している。 

●イングリッシュルームでの実践例 

 ・デジタルコンテンツをインストールしたパソコン及び大 

型モニターを常設し、日常的に授業の導入等で活用した。 

●イングリッシュルームを活用したことによる成果       

・大型モニター等ＩＣＴの設置や、ピクチャーカード等の 

教材を常設しておくことができるため授業の準備の効率 

化が図られた。 

・教材の常設、クラスルーム・イングリッシュの掲示や英語絵本コーナーなどの設置によ

り、児童が英語に親しむ機会や、教員が英語を活用する機会が増えた。 

 ・机の配置等の工夫が行いやすくペアワークやアクティビティの幅が広がった。 

 

【絵本の設置やクラスルーム・イングリッシュの掲示物】 


