
76 　AUGUST 2007

NHKでは2000年度から学校放送番組『えい
ごリアン』を放送しており，英語学習におけ
るメディアへの期待も探った。

本稿では，「小学校5年生担任教師調査」の
結果を中心に，小学校英語と教師が置かれて
いる状況やメディアの利用実態をとらえつつ，
放送に何が求められているのか，小学校英語
の教材としての可能性について考察を試みる。

  2. 小学校英語・授業の概況

小学校の学習指導要領には，総合的な学習
の時間における英語学習・活動について，次
のように記されている。

国際理解に関する学習の一環としての外国語
会話等を行うときは，学校の実態等に応じ，児
童が外国語に触れたり，外国の生活や文化など
に慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわ
しい体験的な学習が行われるようにすること。4）

これによると，小学校英語は，国際理解や，
英語を通したコミュニケーションの楽しさを

  1. はじめに

2006年3月，文部科学大臣の諮問機関であ
る中央教育審議会の教育課程部会・外国語専
門部会は，小学校における英語学習について
の提言をまとめた。この中で，小学校英語は，
成績を数値化して評価しない「総合的な学習
の時間」や道徳などと同じ扱いにして，5年
生から平均週1回程度の授業を行うのが適当
だとされている 1）。2002年度に導入された総
合的な学習の時間の中で取り組みが始まった
小学校英語について，高学年における必修化
が求められたのである。

NHK放送文化研究所が実施している「学校
放送利用状況調査」は，学校教育現場のメディ
ア環境や利用実態を調べる全国調査である 2）。
2006年度の調査では，各学校のメディア状況
とともに，「必修化の提言」という大きな動き
がみられた小学校英語についても注目した。
調査結果をみると，2006年度，いずれかの学
年で英語学習や英語活動を行ったクラスがあ
る小学校の割合は90.9%に上った 3）。

また，「学校放送利用状況調査」に合わせ
て，調査対象となった小学校の，特定の学年
の教師個人に対するメディア利用調査も実施
しているが，今回は対象を5年生の学級担任
教師に定め，こちらも英語学習の現状につい
て取り上げた。小学校英語の導入に先駆けて，

デジタル時代の教育とメディア③

小学校・英語学習の現況とメディア利用
～2006年度NHK学校放送利用状況調査から～

                     渡辺誓司

総数 抽 出 比 標本数 有効回答 有効回答率
22,785 1/21 1,085 646 59.5％

調査期間： 2006 年 9 月 1 日（金）～ 12 月 1 日（金）
調査方法： 郵送法，督促 2 回
調査対象：  「平成 18 年度全国学校総覧」（原書房刊）

に掲載されている全国の小学校（休校は
除く）から系統抽出した小学校の 5 年生
の担任教師 1 名

表1　調査の概要

有効回答数（率）

有効回答の内訳は，男性教師 362 名（56.0%），女性教師 284 名（44.0%），年代別
の比率は，20 代 11.8%，30 代 28.0%，40 代 43.8%，50 代 16.1% であった。
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体験することに軸足が置かれていることがわ
かる。また，全国一律のカリキュラムではな
く，各学校の裁量や実情に合わせて授業を行
うことになる。今回の「小学校5年生担任教
師調査」においても，全体の83.9%の教師の
担任クラス（542クラス）で，英語学習や英語
活動が行われていたが，その実施状況は多様
であった。以下，本稿では，2006年度何ら
かの英語学習が行われていると回答のあった
542クラスを「英語学習実施クラス」と呼ぶ。

◆授業担当者

英語学習実施クラスの授業担当者で，最
も多かったのは外国語指導助手（ALT）であ
る（図1）。実施クラスの9割近くに上る。

ALT（Assistant Language Teacher）は，
1987年に開始されたJETプログラム 5）に基
づき，全国各地の教育委員会あるいは学校
に配置され，国際交流や外国語教育を支援
する。2006年度は，アメリカ，イギリス，
カナダなどから5,057人の参加があった 6）（こ
の中には，2000年に創設された小学校専属
のALT137人も含まれている）。

学級担任自身が担当する割合も英語学習
実施クラスの半数を超えているが，学級担
任のみが担当するよりも，ALTと共同で授
業を行っている場合の方が多い。

また，小学校で英語指導を専門に行う日本
人の教員とともに，英語に堪能な地域の人も
担当していることがわかる。総合的な学習の
時間の一環としての位置づけからも，地域の
人材が活用されているものと思われる。

これに対して，36.9%の教師が，英語学習は
ALTのみが担当していると回答している。つ
まり，担任のクラスの英語学習を直接指導して
いない教師が一定数存在しているということで
ある。小学校において英語指導の資格を持っ
ている教師の割合は，5年生担任教師全体の
2.8％とごくわずかであり，教師自身も英語学
習の指導に対して戸惑いや不安があるようだ。

ただし，授業研究や教材研究についての関
心をみると，英語学習を担当している教師でも，
国語や算数のような教科と比べるとその関心
は必ずしも高いとはいえない（表2，p78）。

◆年間授業時間数

2006年度，英語学習実施クラスでは，年間
平均15.7時間（45分を1単位時間とする）の英語
学習が行われている。しかし，年間11時間以
下（授業が月に1回以下）の回答が4割を超える
一方で，23時間以上（月に2回以上）もおよそ2
割を占めている（図2，P78）。授業時間数をみ
ると，取り組みに濃淡があることがうかがえる。

また，年間授業時間数と授業担当者の関係

自由回答から
　「各学校に取り組みが任されている現在の状況
では，子どもたちにどこまでの力をつけさせる
か，全国の学校，担当の教師で差が大きいと思う」
　「子どもたちに興味や関心を持たせることができ
ても，英語が専門でない担任が英語学習を進める
ということで本当によいのか不安である」
　「学級担任として授業に積極的に関わることも
必要だと思うが，つい ALT に任せてしまう」

図1　小学校5年生 英語学習実施クラスの授業担当者 （複数回答）
（100％＝英語学習実施クラス　n＝542）（％）

英語に堪能な地域の人

英語指導担当教員

その他

学級担任とALTが
共同で担当

学級担任のみが担当

ALTのみが担当

学級担任

外国語指導助手（ALT） 87.8

54.2

7.0

6.1

3.7

47.6

4.2

36.9
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では，ALTのみが担当している場合よりも，
学級担任も授業を担当している場合の方が時
間数が多くなる傾向にある（図3）。平均授業
時間数を比べても，学級担任も担当している
場合の18.4時間に対して，担当がALTのみ
の場合は11.3時間である。

今回の調査では，小学校の英語学習にALT
が大きく関わっている現状がみえてきたが，地
域や学校によって，配置されるALTの人数や
授業の頻度に差があるようだ。必修化によって，
たとえば授業時間数が増えた場合，学級担任

が中心となって，あるいは学級担任だけで授業
を担当する場面も多くなるかもしれない。

◆利用教材

英語学習で何らかの教材が利用されている
割合は，英語学習実施クラスの76.9%だった
（図4）。利用が多いのは，市販のテキストや
絵カード，各学校で作成したテキストやワー
クシートなどの活字系の教材である。教育委
員会が作成したテキストも利用があった。

授業の担当者別にみると，学級担任が英語
を担当している場合は，ほぼ全員の教師が何
らかの教材を利用しているが，ALTのみの担

英語学習実施クラス
（n=542）

学級担任担当
（n=294）

ALT のみ担当
（n=200）

1 国語　　　43.5 国語　　　41.8 国語　　　46.0 

2 算数　　　40.2 算数　　　41.2 算数　　　41.0 

3 総合　　　27.7 総合　　　25.9 総合　　　30.5 

4 社会　　　26.4 社会　　　24.1 社会　　　28.0 
5 体育　　　20.7 体育　　　22.8 体育　　　18.5 

6 理科　　　16.2
英語学習　18.4
・活動        　  学級経営　17.0 

7 学級経営　15.1 情報教育　17.3 理科　　　13.5 
8 情報教育　14.4 理科　　　17.0 道徳　　　11.0 

9 英語学習　13.1
・活動        　  学級経営　14.3 特別支援教育 10.5

 / 情報教育 
10 特別支援教育 10.5 道徳　      10.9 

11 道徳　　　10.3 特別支援教育   9.9 音楽   　　  7.5 
 / 図画工作

12 図画工作　 6.1 特別活動　  5.8 

13 特別活動　 5.4 音楽   　　  4.8 
 / 図画工作

英語学習　  6.5
・活動         　  

14 音楽　　    5.7 生活指導     6.0 
15
・
16

家庭科       4.1 
 / 生活指導   

家庭科　　  3.7 家庭科　　  4.5 
生活指導　  2.7 特別活動　  4.0 

表 2　授業研究・教材研究の関心教科・領域
（回答は16 項目中 3 項目までの複数回答）

注 1「総合」は「総合的な学習の時間」を指し，ここでは「英語学習・活動」を含まない。
注 2「学級担任担当」には，学級担任のみが担当する場合と，ALTや英語専門の担当

教員，英語に堪能な地域の人などと共同で担当する場合を含み，学級担任が何ら
かの形で英語学習を担当している場合を指す。以下の図についても同様である。

図 2　小学校 5 年生 英語学習の年間授業時間数

図 3　小学校 5 年生 英語学習実施クラスにおける
        年間授業時間数別にみた授業担当者の比率

図 4　小学校 5年生 英語学習において利用経験のある教材

英語学習実施
クラス
ｎ＝542

（％）

1～3時間

7.0 34.5 20.7

4～11時間 12～22時間

17.5 18.5

23～35時間 70時間以上
0.4

36～69時間
1.5 時間数について

無回答

（％）
ALTのみ担当 学級担任担当 その他

12～22時間
（ｎ＝112）

23時間以上
（ｎ＝105）

英語学習
実施クラス
（n＝542）

4～11時間
（ｎ＝187）

1～3時間
（ｎ＝38）

注 「23時間以上（n＝105）」には，23～35時間の学校（n＝95），36～69時
間の学校（n＝8），70時間以上の学校（n＝2）が含まれる。

73.7 15.8 10.5

43.3 47.6 9.1

31.3 62.5 6.2

18.1 70.5 11.4

36.9 45.5 17.6

（％）
英語学習実施クラス

（n＝542）

２担当の先生自身が作成した
　テキストやワークシート

３テレビ番組

４ビデオ・DVD教材

５ラジオ番組

８その他

６CD・MDなどの音声教材

７パソコン教材や
   インターネット上の教材

１市販のテキスト，絵本や
　絵カード

注）「学級担任担当」については，表 2・注 2 を参照のこと

何らかの教材利用経験あり
（1～8のいずれかに回答あり）

47.4

37.1

13.1

18.5

0.6

23.6

9.2

6.5

76.9

62.9
30.5

48.3
22.0

18.0
6.5

26.9
9.0

0.7
0.5

31.0

　学級担任担当
　（n＝294）
　ALTのみ担当
　（n＝200）

14.5

15.0
3.0

8.2

96.3
55.5

5.0

(%)
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当の場合の教材利用は55.5%にとどまる。活字
系，テレビ・ビデオ系，パソコン・インターネッ
ト系，音声系のどのメディアの教材についても，
ALTのみの担当より，学級担任が担当してい
る場合の方が利用が多い。ALTの場合，教材
を介するよりも，会話やコミュニケーションな
ど児童との直接的なふれあいが授業の中心と
なるが，英語指導資格を持たない学級担任の
場合，各種教材を利用することで，多角的に
授業を組み立てているものと思われる。

  3. 小学校英語と学校放送番組利用

小学校の総合的な学習の時間の英語教材と
してNHKが放送している学校放送番組『えい
ごリアン』（http://www.nhk.or.jp/eigorian/）
シリーズには，コミュニケーション力を育てる

『えいごリアン3』（3年生向け），日常的な英語
表現に慣れ親しむ『えいごリアン4』（4年生向
け），英語活動を通して異文化理解を促す『スー
パーえいごリアン』（5・6年生向け）の3番組
がある 7）。番組は学年で分かれているが，総
合的な学習の時間向けということもあって，必
ずしも学年に合わせて番組を利用しなければ
ならないというわけではなく，学校現場では，
学習課題や各学校のカリキュラムに合わせて
それぞれに利用されている。そこで，本稿では，

『えいごリアン』3番組のいずれかの認知や利
用の状況について分析を行った。

（1）『えいごリアン』の認知と利用
小学校5年生の担任教師全員に，2006年度

に放送されている5年生向けのNHK学校放送
番組の認知についてたずねたところ，最も多く
の教師に知られている番組は『えいごリアン』
だった（図5）。半数を超える教師が「知ってい
る」と回答している。2000年の放送開始以降，
英語学習の教材として，『えいごリアン』の認
知が教師の間に広まっていることがわかる。

『えいごリアン』は，テレビ番組の放送とと
もに，教材を利用できるホームページがイン
ターネット上で公開されているほか，ビデオ
教材やDVD教材も市販されている。英語学習
教材として多様なメディア利用が可能である。
2006年度に学級担任として英語学習を担当し
た教師のうち，授業中にいずれかのメディア

自由回答から
　「教師の不安をなくす教材や，コンプレックス
を感じさせない教材開発を望む」
　「聴覚から表現に親しむ活動が大事。ALT の協
力が必要だが，それができない時はテレビを利用」
　「ALT による会話中心の学習や，外国の文化に
直接触れる体験を重視したい」
　「ALT とともに活用できる，絵本や絵カードの
充実を望む」

『スーパーえいごリアン』

図5　小学校5年生担任教師に認知されている学校放送番組（上位5番組）
（100%=5 年生担任全教師 n=646）

（％）

注　『えいごリアン』は『えいごリアン 3』『えいごリアン 4』『スーパーえいごリアン』
３番組のいずれかについて認知がある教師の割合である。

　　 5・6 年生向けの『スーパーえいごリアン』について認知がある割合は 48.5％である。

おこめ
（3～6年総合的な学習の時間）

日本とことん見聞録
（5年社会）

道徳ドキュメント
（5・6年道徳）

理科5年　ふしぎワールド

えいごリアン 51.9

47.8

39.6

37.9

32.5
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で『えいごリアン』を利用した経験のある教師
は31.6%であった。

また，英語学習実施クラスにおいて，授業
中の『えいごリアン』の利用をメディア別に比
較したところ，利用経験が多かったのはテレ
ビ番組だった（図6）。授業におけるホームペー
ジ利用経験のある教師が少なかったのは，小
学校の普通教室のインターネット接続パソコ
ン普及率が35.3%にとどまっており，学校現
場のパソコン環境の整備が十分に進んでいな
いことなども影響していると考えられる 8）。

『えいごリアン』は，外国人の生の英語の発
音に触れることができることや，音声教材には
ないよさとして，身ぶりや表情などから視覚的
にコミュニケーションの楽しさが伝わることへ
の評価が高い。自由記述の結果からもわかるよ
うに，ネイティブ・スピーカーの発音を手軽に
聞かせることができる教材だといえる。

（2）『えいごリアン』の利用状況
図7は，『えいごリアン』をいずれかのメディ

アで利用している割合を，授業時間数で比較
したものである。年間23時間以上，つまり月
に2回以上英語学習を行っている場合の利用
が多く，時間数が増えるにつれて『えいごリ
アン』の利用も増えていることがわかる。授
業数が年間数時間程度ならば，イベント的に
ALTが来校することもあるかもしれないが，
授業時間数が多く，たとえば学級担任のみで
授業を担当するような場合などは『えいごリア
ン』が利用されているものと推察される。

それは，『えいごリアン』の利用を英語学習
の担当者別に比較した図8からもみてとれる。
ALTのみが英語学習を担当している場合，『え
いごリアン』の利用は1割程度にとどまるが，

図 6　 『えいごリアン』 メディア別にみた認知と利用   
（100%= 英語学習実施クラスn=542）

自由回答から～『えいごリアン』について
　「同じ表現を何度も繰り返しているので，子ど
もたちが覚えやすく，定着もよいようだ」
　「自分ができない英語での発音や発声の指導に利用」
　「具体的な場面での尋ね方や話し方が，映像を
とおして理解できるのがとてもよい」

図 7　小学校 5 年生  英語学習年間授業時間数別にみた 
  『えいごリアン』（テレビ番組 /番組ホームページ/ビデオ・DVD 教材のいずれか）利用経験の比率

図 8　小学校 5 年生 英語学習担当者別にみた 
  『えいごリアン』（テレビ番組 /番組ホームページ/ビデオ・DVD 教材のいずれか）利用経験の比率

『えいごリアン』の，テレビ番組，番組ホームページ，ビデオ・DVD教材のいずれ
かを授業で利用した経験のある教師の割合は31.6％である。

＊「ビデオ・DVD教材」については，「自分で視聴利用あり」の項目を設けていない。

（％）

テレビ番組

ビデオ・DVD
教材＊

番組
ホームページ

授業利用
経験あり

自分で
視聴利用あり

存在は知っていたが
視聴経験なし

存在を知らなかった
無回答

19.6

8.1

11.4 27.7 60.3

0.6

27.1 60.3

1.13.3

30.1 33.8 15.9

0.7

注　「23時間以上（n＝105）」には，23～35時間の学校（n＝95），36～69時間の学校
（n＝8），70時間以上の学校（n＝2）を含む。

（％）

4～11時間
（n＝187）

1～3時間
（n＝38）

12～22時間
（n＝112）

23時間以上
（n＝105）

英語学習実施クラス（n＝542）平均
22.7

38.1

25.0

16.6

5.3

（％）

注　n が小さいため，※の値は参考値
　　「学級担任」は，表 2・注 2 の「学級担任担当」と同意。

英語に堪能な地域の人
（n＝38）

ALTのみが担当
（n＝200）

学級担任
（n＝294）

英語指導担当教員
（n＝33）

外国語指導助手（ALT）
（n＝476）

33.3※

26.3※

11.5
22.7

31.6

22.1

英語学習実施クラス（n＝542）平均
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学級担任が担当している場合は，ALTのみの
担当の場合よりもよく利用されていることが
わかる。

今回の調査の自由回答では，ALTの人数
や指導時間の増加，指導レベルの向上など，
ALTの充実を求める声とともに，英語指導
資格を持っていないにもかかわらず授業を行
うことや，統一のカリキュラムがないことに
対する教師たちの不安が多くみられた。

これに対し，放送番組を基に授業開発研究
を進めている実例もある。筆者が取材した埼
玉県内の複数の小学校では，1年間に放送さ
れている20本の『えいごリアン』から，各回の
ねらいや内容，取り上げられている会話など
を抽出し，学級担任全員が検討を加えた上で，
年間35時間の独自の授業カリキュラムを作成
していた。その中には，『えいごリアン』を視聴
する時間もあれば，ALTが参加する授業も組
み込まれていた。このような事例なども，学級
担任が主体となって英語学習に取り組む際の
参考になると思われる。

  4. 英語学習番組への期待

小学校の英語学習において求められている
教材とはどのようなものだろうか。テレビ番組

について，図9に挙げた項目を示してたずねた
ところ，5年生担任教師全体で最も多かったの
は，「歌やことば遊び，ゲームを取り入れ，聴
覚から表現に親しむ番組」だった。「異文化に
対する関心を高める番組」「他者とのコミュニ
ケーション能力を向上させる番組」といった，
学習指導要領に記されている，英語学習の指
導目標に沿った番組に対する期待も高かった。
このように，テレビの英語学習番組に対して何

自由回答から～『えいごリアン』について
　「年間3回の授業なので，ALTに毎回来てもらっ
てふれあうだけで十分。番組を見ている余裕はない」
　「小学校英語は，英語に直接触れる体験が大切だ
と思うので，『えいごリアン』の活用はピンとこない」
　「ALTが授業計画を立てており指導を任せている
ので，『えいごリアン』の利用については関心がない」
　「ALT と学級担任との授業がいちばんだと思う
が，それができない時に，『えいごリアン』の果
たす役割は大きい」

図 9　英語学習・活動における テレビ番組への期待
（％）

5年生担任教師全体
（n＝646）

75.5

61.5

54.1

47.5

37.4

28.0

34.7

28.5

33.0

24.5

23.5

15.5

18.0

13.5

11.6

11.5

11.2

6.0

9.2

7.5

0.7

0.3

3.7

9.0

95.9

88.5

48.6

35.5

歌やことば遊び，ゲームを
取り入れ，聴覚から表現に
親しむ番組

さまざまな国の習慣など，
異文化に対する関心を高め
るような番組

会話だけでなく，他者との
さまざまなコミュニケーション
能力を向上させる番組

授業の中で利用できる
テキストやワークシートと
一体化している番組

映像クリップとして利用できる
短いスキットで構成されている番組

番組視聴後の英語活動や国際理解活動の
アイデアがテキストやホームページで
紹介されている番組

ネイティブスピーカーだけでなく
さまざまな国の人の英語に
触れる機会がある番組

11 その他

毎日続けて視聴することで
さまざまな英語表現に親しんでいくような
ワンポイントレッスン的な短い番組

年間通した番組のカリキュラムが
テキストやホームページで
年度初めに示されている番組

日本人が苦手とする発音や聞き取りの
繰り返し学習に重点をおく番組
（ネイティブの発音に触れる）

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注）「学級担任担当」については表 2・注 2 を参照のこと。

テレビには
特に期待することはない

テレビ番組に対する期待がある
（１～11のいずれかに回答あり）

番組利用情報への期待がある
（5・6・9のいずれかに回答あり）

67.5

47.5

33.1

31.6

27.4

19.2

15.0

11.8

8.5

8.2

0.6

6.2

89.6

40.9

　学級担任担当
　（n＝294）
　ALTのみ担当
　（n＝200）
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らかの期待を持っている教師は9割を占めた。
学級担任が英語学習を担当している場合と

ALTのみが担当している場合とを比較する
と，期待する回答が多かった項目は両者とも
同じだが，すべての項目において，前者の方
が高い期待を寄せている。ALTのみの担当の
場合は，発音や聞き取り，コミュニケーション
など，ALTによる直接体験が得られるのであ
ればそちらを重視したいということであろう。

今回の調査では，ALTによる直接体験に
対する教師たちの評価は高く，生の英語に触
れさせたいという思いがうかがえた。しかし，
ALTが希望のスケジュールや頻度で教室を
訪問するような環境にある小学校は限られて
いる。そこで，教室にある身近なメディアと
して，ネイティブ・スピーカーの登場するテ
レビ番組が期待されているのかもしれない。

小学校の教育課程における英語学習の位置
づけや，ALTの人数や配置との関係もあるが，
学級担任自身が英語学習を担当する機会が増
えれば，テレビ番組だけでなく，ビデオ教材
やDVD教材，さらにパソコンやインターネッ
トなどICT（情報コミュニケーション技術）の
利用も含めて，英語学習を支援する教材への
需要はさらに高まるのではないだろうか。

  5.まとめ

これまで，小学校英語については，賛成・
反対それぞれの立場から意見が出され，さま
ざまなかたちで議論が行われてきた。英語学
習は，すでに9割に上る小学校で行われてい
る。しかし，今回の調査から浮かび上がって
きたのは，授業時間数や担当者を始め，取り
組みに差がみられる現状である。

実際のところ，小学校の学級担任は，多く
の教科や，英語学習以外にも総合的な学習の
時間を担当している。さらに学級経営や心の
教育，安全への配慮など，さまざまな教育課
題にも取り組んでいる。英語指導資格を持た
ない一般の小学校教師にとって，質的に十分
な英語学習を担当できるかといえば，確かな
自信を持ちにくい環境にあると思われる。教
師たちは，迷いや不安を感じながらも，子ど
もたちを育てる英語学習に取り組んでいるよ
うだ。

このような状況の中で，学校放送番組『え
いごリアン』の認知度は，理科や社会などの
教科番組を上回り最も高かった。これは，英
語学習の教材としての認識が，教師の間に定
着しつつあることを示している。学校の実情
に合わせて，放送などさまざまなメディアの

『えいごリアン』を利用した英語学習が行わ
れることで，多様な実践例が蓄積されていく
であろう 9）。

英語学習番組に対する期待は多くの教師か
ら寄せられているが，今後は，メディアを利
用することによってこそ実現できる英語学
習のかたちを，メディアが示すことも求めら
れるのではないだろうか。各学校で行われて
いる英語学習の優れた実践を知りたいとい

自由回答から
　「授業の中でも導入することができる英語の歌
や英語ゲームの紹介があるともっと楽しいのでは」
　「数・色・花・あいさつなどテーマ別の番組やビデ
オがあれば，テーマに合わせて年間計画が立てられる」
　「『えいごリアン』は同じ表現の繰り返しで子ど
もたちが覚えやすいのはいいが，テレビの後に続
いて発音する場面を多くしてほしい」
　「英語学習をしても，実際に英語を使う機会が
ない子どもがほとんどなので，学習そのものへの
意欲が高まるような番組を望みたい」
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う声も自由記述に見受けられた。たとえば，
NHKが放送している『わくわく授業～わた
しの教え方』では全国各地の学校で行われて
いる魅力的な授業を紹介しているが，これま
でに小学校の英語学習の事例も取り上げてい
る。このように教師の参考となるような実践
事例を広く提供していくこともメディアの役
割のひとつであろう。

小学校英語は，すでに1990年代後半から
アジアの非英語圏の国々でも相次いで取り入
れられているが，1997年に小学校3年生から
の必修化を始めた韓国では 10），特にメディア
を利用した英語学習の取り組みが進められて
いる。2007年4月には，EBS（Educational 
Broadcasting System，教育放送公社）が英
語教育専門チャンネル（EBS English）を開局
し，毎日18時間の放送を行っている 11）。小学
生向けの英語学習番組も学年別に放送されて
おり，研究校に指定された小学校では，授業
における効果的な利用を検討する取り組みも
始まっている 12）。韓国の小学校の英語学習は
主に韓国人の学級担任が担当していることを
考えると，韓国のメディア利用の事例は，日
本の小学校英語におけるメディアの役割を考
える上でも参考になると思われる。

小学校英語に対して，放送を始めとする多
様なメディアが，それぞれの特性を生かした
アプローチを試みることで魅力ある教材が生
まれ，学校現場においてより多彩な教育活動
が育まれることを期待したい。

（わたなべ せいじ）

注：
1） 中央教育審議会・教育課程部会（第 39 回・第 3

期第 25 回・2006 年 3 月 31 日）配布資料
2） 2006 年度の調査結果については，これまでに

以下のような報告を行っている
渡辺誓司・小平さち子「学校教育現場のデジタ
ル化とメディア利用の展開」NHK 放送文化研
究所編『放送研究と調査』2007 年 5 月号所収
小平さち子「幼稚園・保育所におけるメディア
利用の現況と今後の展望」『放送研究と調査』
2007 年 6 月号所収

3） 2006 年度に英語学習を行っている小学校の比
率は，1・2 年生で 7 割，総合的な学習の時間
が始まる 3 年生以上になると 8 割を超える。多
くの小学校では，すでに低学年から何らかの英
語学習が行われている

4） 文部科学省『小学校学習指導要領』第 1 章総則 
第 3 総合的な学習の時間の取扱い（5）による

5） 地方公共団体（都道府県，政令指定都市，市
町村など）が，総務省，外務省および文部科
学省の下に実施している「語学指導等を行う
外国青年招致事業（The Japan Exchange and 
Teaching  Programme）」を指す。地域レベル
での外国語教育と国際交流の促進を支援するこ
とによって，国際化を推進することを目的とし
ている

6） 総務省の報道資料「平成 18 年度 JET プログラ
ム」（2006 年 7 月 20 日）による。ALT の活動
は中学校・高等学校が中心だが，小学校専属の
ALT でなくても，小学校で活動する場合があ
る。また，JET プログラムによる ALT 以外に，
全国の市町村が独自に採用した外国語指導助手
が小学校に配置されている例もある

7） 2007 年 4 月から，新たな英語学習番組として『え
いごでしゃべらないとJr.』の放送が開始された

8） 渡辺誓司・小平さち子，前掲参照
9）『えいごリアン』を利用した授業研究報告例 :

・ 赤堀正宜（2006）「統合的コミュニケーショ
ンによる小学校英語教育－桐蔭学園小学部の
試み」『第 13 回日本教育メディア学会年次大
会発表論文集』pp.58-61.

・  全国放送教育会連盟（2006）『第57回放送教育研
究会全国大会北海道札幌大会研究紀要』

10）中央教育審議会・教育課程部会外国語専門部会
（第 9 回・2005 年 11 月 11 日）配布資料による

11） EBS English（http://www.ebse.co.kr/）は，幼
児から小学生・中学生・高校生のそれぞれを対象
とする英語学習番組や，教師向け，保護者向けに
英語教育をテーマにした番組の放送を行っている 

12）韓国・仁川広域市教育庁の報道資料（2007 年 4 
月 27 日）による


