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高校卒業段階までを通じた「外国語教育の抜本的強化」

文部科学省

を鮮明に打ち出した。小学校段階について見れば、現
行の５・６年では「聞く・話す」を中心とした「外国
語活動」（年間 35 単位時間）が実施されているところ、

小学校外国語教育の
早期化・教科化に向けて新教材案提示

これに「読む・書く」を加えた４領域をバランスよく
指導するために「教科型の外国語教育」（年間 70 単位
時間） を導入。従来の「外国語活動」を 3・4 年に下

ろし、早い段階から外国語の音声や表現に慣れ親しま
文科省は、1 月 30 日、有識者会議「小学校の新た
な外国語教育における補助教材の検証及び新教材の

せ、高学年での教科型学習へと円滑につなげていくこ
とを提言している。

開発に関する検討委員会」（主査：松川禮子・岐阜県教

本答申を受けて本年 3 月までに新小学校学習指導

育委員会教育長）に対して、小学校における外国語教

要領が告示、その全面実施は平成 32（2020） 年度と

育で使用する新教材のイメージ案を提示した。

予定されているが、特に外国語教育については全面実

外国語（英語） 教育改革は、かねてより政府の最

施を待たず、平成 30（2018） 年度から各校で先行実

重要課題の一つに位置付けられてきた。第 2 期教育

施が可能となるよう、現行の５・６年で使用されてい

振興基本計画（平成 25 年 6 月閣議決定） では、国際共

る『Hi, friends!』等教材の検証を行いながら急ピッチ

通語としての英語力の向上について、成果指標とと

で新教材の開発が進行中だ。

もに小・中・高を通じた改革像を提示。具体的には、

30 日の有識者会議で文科省は初めて新教材のラフ

中学卒業段階で英検 3 級程度以上、高校卒業段階で

案や年間指導計画の案を委員に提示。大筋了承された。

準 2 級～ 2 級程度以上を達成した生徒の割合を 50％

例えば、身の回りのアルファベットの存在に気付くと

とするという目標を掲げ、
「聞くこと・話すこと・読

いう 4 年の単元では、街並みを描いた絵の中からア

むこと・書くこと」の 4 技能を測定する全国学力調

ルファベットを見つけ合う活動が盛り込まれている。

査導入も含め、戦略的な英語教育改革を推進してい

文科省では、新小学校学習指導要領の告示後、平成

くとしている。
こうした流れの中で昨年 12 月 21 日の中教審答申
（「きょういくプレス 28 号」既報）は、小学校中学年から

29（2017）年度中に新教材を作成・配布し、移行期間
に当たる平成 30・31 年度における学校現場での活用
を促す計画だ。
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