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英語学習のためのマルチメディア教材開発研究部 研究報告（概要） 

 

  研究主題 

   「英語学びノート」を活用した効果的な指導法の工夫 

 

  概要説明 

  所沢市では、小学校３～５年生を対象に、ＤＶＤ版「英語学びノート」の配布を計画し

現在、その制作に取り組んでいる。この取り組みを受けて、本研究部では、その制作から

配布、活用までを研究範囲に入れている。学校現場でのその活用と児童の反応をＤＶＤ制

作者に伝えながら、「英語学びノート」を活用した効果的な指導法の工夫を研究主題として

研究の推進に尽力している。 

 

 

  本研究の＜キーワード＞ 

   国際社会における英語力   小学校英語活動   小・中学校の連携 

  自ら進んで学ぶ  楽しみながら  マルチメディア  英語学びノート  所沢 

 

 

Ⅰ 研究主題 

 「英語学びノート」を活用した効果的な指導法の工夫 

 

Ⅱ 主題設定の理由 

 ２１世紀を迎えた現在、小学校教育への英語活動の導入が検討されている。母語の習得期と

いう観点から、賛否両論の議論が交わされているものの、国際語としての英語力の必要性等か

らも、国民からの小学校教育への英語学習の導入の要望も高まっているようである。 

 平成１８年３月１７日付けの文部科学省初等中等教育局「英語が使える日本人」の育成－文

部科学省の英語教育への取組み－には、行動計画－７つのポイント－が掲げられ、小学校の英

会話活動の重要性が示されている。 

 

 行動計画－７つのポイント－  １．英語の授業の改善 

                ２．英語教員の指導力向上及び指導体制の充実 

                ３．英語学習へのモティベーションの向上 

                ４．入学選抜等における評価の改善 

                ５．小学校の英会話活動の支援 

                ６．国語力の向上 

                ７．実践的研究の推進 

 また、広範囲なリサーチで定評のある Benesse 教育情報サイトでは、小学校英語教育に関す



るアンケート結果が紹介されており、保護者の声の一端をうかがい知ることができる。 

 例えば、「将来的に、小学校の英語教育が義務化されることをどのように思いますか。」とい

う質問に対しては、 

 

  賛成  小学校入学前の保護者 ７５％ 

      小学校低学年の保護者 ７９％ 

      小学校中学年の保護者 ７６％ 

      小学校高学年の保護者 ７１％ 

       中学生以上の保護者 ６４％ 

                総計 ７４％ 

 

という結果が、また、「小学校の英語教育によって、お子さまがどうなることを期待しますか。」

という質問には次のような結果が公表されている。 

 

    外国人と抵抗なく接することができる ６３％ 

          外国に興味・関心を持つ  ５３％ 

             英語が好きになる  ５１％ 

         外国の文化や習慣に触れる  ３６％ 

           簡単な英会話ができる  ３２％ 

            英語で挨拶ができる  １６％ 

        英単語や簡単な文章が読める    ９％ 

          アルファベットが書ける    ６％ 

   中学へ行ってからの英語の成績が上がる    ５％ 

        英単語や簡単な文章が書ける    ３％ 

                  その他    ２％ 

 

 （どう考える「小学校英語」！？賛成派・反対派の意見：ベネッセ教育研究開発セン

ターより抜粋） 

  

こうした現状を鑑み、所沢市では、小学校３～５年生を対象に、ＤＶＤ版「英語学びノート」

の配布を計画し、現在、その制作に取り組んでいる。その目的は、英語に触れ、慣れ親しむた

めの取りかかりになることと中学校で始まる英語学習への架け橋になればというものである。 

  本研究部は、小・中学校の連携を重視し、小学校教諭５名と中学校英語科教諭１名で編成さ

れている。小学校の学年ごとの特色や中学校での英語学習の現状等の情報交換から、小学校英

語学習の課題や中学校英語教師からの小学校への願い等さまざまな視点から研究が進められた。

ＤＶＤ版「英語学びノート」に関しても、制作から、配布、活用までを視野に入れている。学

校現場と制作者の連携に留意して、「英語学びノート」を活用した効果的な指導法の工夫の研究

を推進していきたいとの理由から本研究を主題設定した。 

 



Ⅲ 研究方法及び内容 
 １ 「英語学びノート」について 
 「英語学びノート」は、国語・算数の「学びノート」にひきつづいて作られた、所沢市独自

の学習ノートである。これまでの国語・算数がドリル形式の書き込み型であったのに対して、

「英語学びノート」は、聞くことを中心にした音声による学習教材である。ここでは、「英語学

びノート」の３つの特徴を紹介する。 
 

(1)所沢をテーマにして作られていること 

「英語学びノート」は所沢市独自の

学習ノートであることから、英語を学

びながら所沢市を知り、所沢市を愛す

る心を育成するよう作られている。 

外国に行けば、出身の国・土地・文

化について必ず尋ねられる。自分の街、

国について話せることは、自分自身に

ついて話せるのと同様の重みを持つ。

どれほど英語が堪能でも、自分の街を

知らなかったり紹介できなかったりす

るのでは、不十分なのである。自分の

街を知ることは、これから国際社会で

生きていく児童にとって、大変重要な

ことであろう。 

所沢の地図から、行き先を選んで進む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのようなことから、「英語学びノ

ート」は、英語を聞きながら同時に所

沢のことも学ぶよう作られている。 
初の画面で所沢の地図が示され、

その中には、各小学校、所沢駅、航空

公園、教育センター、トトロの森、い

きものふれあいの里センターなど、所

沢に関係する施設、事柄が数多く含ま

れている。これらをクリックすること

によって、地図に親しむばかりでな

く、所沢の文化、施設・設備などを知

ることができるのである。 
また、「教育センター」という部屋

では児童が常日頃慣れ親しんでいる

AET が登場し、「音楽室」という部屋

では AET が全員で楽しそうに歌を歌

ってくれ、野菜畑では校長先生が野菜

の紹介をしてくれる。所沢市を知るだ

けでなく、身近な人の登場によって、

親しみを持って学習を進めることが

できるよう工夫されているのである。

 
 



(2)英検 5 級に対応した約 600 語が含まれていること 

  「英語学びノート」を作るに当たり、製作者は英検５級程度の単語を目指して作られ

ている。約 600 語を入れるために、さまざまな工夫がなされており、何度も聞いている

うちに、英検 5 級程度の単語を聞き取ることができるようになる。具体的には、野菜、

教室、虫、鳥、草花、乗り物、お店の名前など、小学校英語でも取り扱っているような

単語がまんべんなく入っており、楽しみながら学習できるようになっている。 

「英検 5 級程度の単語」と「所沢」という組み合わせによって構成されていることか

ら、教科書的な単語ばかりでなく、日常に使う単語や、大人も知らないような虫・鳥の

名前なども数多く紹介され、生活に生かせるようになっている。写真や絵をふんだんに

使い、学習できるよう工夫されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トトロの森には、虫の名前などがたくさん    虫や鳥の名前には、発音だけでな

くスペルも紹介される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いきものふれあいの里センター」では、      駅には乗り物がいっぱい 

虫や鳥の名前が数多く出ている。 

 

(3)子どもが楽しんで学習できるようなゲーム性に富んだものであること 

通常の英語の教材は、聞くことだけでなく話すことにも重点が置かれている。しかし、

「英語学びノート」は、まずは英語を聞き、耳を慣らすことが重視されている。話され

ている英語を繰り返したり覚えたりするのではなく、楽しんで聞きながら英語に親しむ

ことが目的なのである。 



教室には、クリックするところが多い

対象学年が３･４･５年生というこ

とから、どの子も自由に開くことがで

き、楽しく遊ぶことができるよう、ゲ

ーム性に富み、映像や写真がふんだん

に取り入れられている。ゲーム的過ぎ

るものでもなく、学習ばかりを重視し

すぎるものでもなく、楽しみながら英

語に親しむことができるよう作られ

ているのである。 

具体的には、「教室」という部屋に

行ってみるとさまざまな言葉を探し

出してクリックするようになってい

る。マウスでカーソルを動かしてみな

いと、どこにどんな言葉が隠れている

かがわからない。そのため、児童は、

楽しんで探しながら英語を何度も聞

くことができる。   

こ
れ
が
ト
コ
ト
コ
ち
ゃ
ん

さらに、全ての部屋へ「トコトコち

ゃん」という共通のキャラクターと共

に訪れることができるようになって

おり、所沢に対してさらに興味を持て

るように作られている。 

 

 

     

    

また、図書室では、所沢の昔話も

紹介されている。 
昔話の言葉や文法はかなり難し

い。そのため、物語を読む前に、

英語だけで聞く、日本語を見ながら

聞くという２つから選択できるよ

うになっている。日本語を見ながら

聞くを選択すれば、字幕を見ながら

英語を聞くことができるのである。

また、単語を調べる を選択する

と、物語の中に出てくる単語の発

音、つづり、意味を確認することも

できる。単語を確認した後、再度物

語を聞けば、必ず新たな英単語を 1
つでも多く聞きとることができる

であろう。  
このように、「英語学びノート」

は、子どもたちが楽しみながら、着

実に英語を学習できるよう工夫さ

れているのである。 
 

 

 

 

 

 

日本語の字幕を出すかどうかを選択できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単語だけを調べた後、再度挑戦も可能 

 



２ 「学びノート」を使用してみてのアンケート集計結果と考察 
   初年度版の効果的な活用のために、実際に市内の３つの小学校の３、４、５年生と英語

クラブの子ども達に、この DVD を試行してみた。対象児たちがこの DVD を使用して一

人遊びする様子を観察し、また、活動後のアンケートをとり、学んだ後の感想や子ども達

の反応をみた。これらのことにより、子ども達の関心や興味の様子、操作方法の簡単さ、

子ども達にとって使われている英語のレベルなどの実態をつかみ、より効果的な使用方法

を研究することができると考えたからである。 
【小学生モニターアンケート】 

Tokorozawa English Adventure  小学生モニターアンケート 
☆あなたは…〔    年生〕  （男子 女子） 
☆ 今日の英語の学習はどうでしたか？ みなさんの意見を聞かせてください。 
１、 全体的に楽しかったですか。 
 ア とても楽しかった イ 楽しかった 
 ウ あまり楽しくなかった エ ぜんぜん楽しくなかった。 
２、 気に入ったところに、○をつけて下さい。(何個つけても OK です) 
 ア タイトル(トコトコが 初に出てくるところ)  イ 地図（所沢の大きな地図） 
 ウ 学校 エ 教室（文ぼう具） オ 音楽室（AET の歌） カ 図書室（紙しばい）

 キ 野菜畑（トマトなど）  ク こうくう公園  ケ その他（      ） 
３、 使われている英語はよくわかりましたか。 
 ア よくわかった イ だいたいわかった  

ウ あまりわからなかった エ ぜんぜんわからなかった 
４、 英語は聞きやすかったですか。 
 ア とても聞きやすい イ 聞きやすい  ウ あまり聞きやすくない  
 エ 聞きにくい 
５、 音楽はどうですか。 
 ア とてもよい  イ よい  ウ あまりよくない  エ よくない 
６、 絵や登場人物はどうでしたか。 
 ア とてもよい  イ よい  ウ あまりよくない  エ よくない 
７、 英語は好きですか。 

ア だいすき  イ すき  ウ あまりすきではない  エ すきではない 
８、 パソコンの使い方はむずかしかったですか。 
 ア たいへんかんたんだった  イ かんたんだった  ウ 少しむずかしかった   

 エ とてもむずかしかった 
９、 1 人で、あとでやれそうですか。 
 ア  やれそう  イ やれそうではない 
１０、 さいごに、思ったことを、何でも書いてください。 
   こんなものを入れてほしい、こんなアイディアはどうかなど、なんでも OK です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【アンケート結果と考察】 

１全体的に楽しかったですか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

とても楽しかった 楽しかった あまり楽しくなかった 全然楽しくなかった

全然楽しくなかった 0% 0% 0% 0%

あまり楽しくなかった 0% 4% 8% 0%

楽しかった 20% 66% 46% 43%

とても楽しかった 80% 30% 46% 57%

3年生 4年生 5年生 クラブ

 

・ どの学年の児童にも「全然楽しくなかった」という回答はなかった。大多数の児童が DVD
に興味を示していた。3 年生の回答を見ると、英語活動は学年が若いほど興味関心が高いと

考えられる。 

２気に入ったところに○をつけて下さい

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

タイトル 地図 学校 教室 音楽室 図書室 野菜畑 航空公園 その他

その他 14 3 5 2

航空公園 0 9 7 2

野菜畑 5 1 4 4

図書室 7 17 6 2

音楽室 4 8 1 1

教室 3 2 7 3

学校 13 14 7 2

3年生 4年生 5年生 クラブ

  
・全体としては、学校、図書室など身近なものに興味・関心があるようである。 

その他では、「理科室」「ちょうの森」「いきものふれあいの里センター」等があがった。 



３使われている英語はよくわかりましたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

よくわかった だいたいわかった あまりわからなかった 全然わからなかった

全然わからなかった 15% 7% 5% 0%

あまりわからなかった 22% 25% 10% 0%

だいたいわかった 38% 55% 64% 29%

よくわかった 25% 13% 21% 71%

3年生 4年生 5年生 クラブ

 

・ ５年生の「よくわかった」「だいたいよくわかった」を合計すると、８５％の児童がＤＶＤ

に使われている英語を自分では理解できていたと捉えている。学年が下がるにつれて理解

度も下がっている。 
 

４英語は聞きやすかったですか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

とても聞きやすかった 聞きやすい あまり聞きやすくない 聞きにくい

聞きにくい 13% 11% 4% 0

あまり聞きやすくない 41% 30% 32% 14%

聞きやすい 30% 48% 46% 29%

とても聞きやすかった 16% 11% 18% 57%

3年生 4年生 5年生 クラブ

 

・3 年生から 5 年生までをみると約 4 割の児童が聞くことに何らかの不満が見られる。使われ

ている英語が難解なのか、機械環境によるものかは不明である。 
 
 



５音楽はどうですか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

とてもよい よい あまりよくない よくない

よくない 8% 6% 0% 0%

あまりよくない 11% 8% 14% 0%

よい 39% 50% 68% 43%

とてもよい 42% 28% 18% 57%

3年生 4年生 5年生 クラブ

 
・ 記述回答の中に「聞こえやすくしてほしい」「人の声と音を大きくしてほしい」という音声

に関係するものがあった。音声についての「よくない」「あまりよくない」は、学校のパソ

コンにスピーカーやイヤホンがついていなかったことも考えられる。 
 

６絵や登場人物はどうでしたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年生

4年生

5年生

クラブ

とてもよい よい あまりよくない よくない

よくない 3% 0% 0% 0%

あまりよくない 8% 14% 19% 0%

よい 33% 47% 44% 14%

とてもよい 56% 39% 18% 86%

3年生 4年生 5年生 クラブ

 

・どの学年も７５％以上の児童が「とてもよい」または「よい」と回答しており、絵や登場人

物に対して好印象を持っていることが分かる。 
・学年が下がるほど、絵や登場人物をよりよいと感じている。 




