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マイネーム・プロジェクト 

―「自立した学習者」と「将来につながる外語学習」を目指した小学校の実践―  

 

阿部  志乃  

 

1. はじめに 

 

グローバル化が進む世の中において、児童が将来何語に興味を持ち学習していく

のか、その選択肢は幅広い言語において考えることが必要である。様々な言語に触

れる体験は、外語 1に対する興味や関心を持つことにつながる。その経験は、その後

の外語学習において主体的な選択と行動をもたらし、学習態度の育成にもつながる

と考える。ただ、小学校では外語能力も未熟であり、児童に国際協働活動の機会を

与えることは容易ではない。そこで本稿では、国際協働プロジェクトを小学生でも取り

組めるようにアレンジし、小学校の「総合的な学習の時間」で行う探求学習のプロセス

と、英語の授業とを統合した実践「マイネーム・プロジェクト」を報告する。具体的には、

「文字とは何か」という問いに対して、児童が自分の考えを持ち、古代から現代までの

様々な文字に触れ、外語を使った調べ学習のおもしろさを体験する。その後、作品を

制作し、その作品を国際的なフォーラムに投稿する。そのフォーラムには、言語や文

化が異なる世界中の子どもが取り組んだ作品も投稿される。最後に、その作品の鑑

賞を行う。本稿では、このプロジェクトに取り組んだ 4 年生の学習の様子と、その過程

での気づきを報告する。 

 

2. 実践の背景  

 

2020 年度より施行される次期学習指導要領によって、日本の外語教育には様々

な抜本的変化がもたらされる。その中でも、小学校高学年における「外国語」の教科

化、小学校中学年における「外国語活動」の導入に注目が集まっており、小学校か

                                                        
1 本稿では、今まで「外国語」と表記されていた言語は、英語を含めて国に限定された言語では
ないという考えから「外語」という表記を用いる。文科省から発表された文章に使われている用語を

意味する場合はそのまま「外国語」と表記する。吉島茂氏の「外語は foreign language を古典語

にまで遡って解釈し直すなら、狭義の第一言語と言える home language や heritage language を

区別し、一方で foreign language の一種として臨時的に使用に供される additional language をも

総括して呼ぶに適している」という考えに基づく。  
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ら中学校・高等学校へとつながる 10 年間という教育課程の中で「外国語教育」につ

いて考える必要性が高まっている。筆者は以前から、学習者の生涯にわたる外語学

習を下支えするためには、教育の入り口の小学校において英語の語学スキルだけを

鍛えるのではなく、長期の学習にも耐えうる学習方法の指導や、動機付けを大切に

した教育が行われるべきではないかと考えてきた。それが「自立した学習者」を目指す

教育である。これは、早い段階での語学の達人を目指すのではなく、中学・高校・大

学・社会人になっても自ら外国（語）に接しようと思う人間、自分の力で外語の学習を

進めることができる人間を目指すものである。自立学習は、学習指導要領で述べられ

ている「主体的に学ぶ態度」の育成に関わるものである。この自立学習を小学生でも

進めることができる有効な方法の一つがプロジェクト学習 2であり、「外国語」の授業を

他教科横断的、探究的、そして協働的学習にすることが可能だと考えている。  

また、日本の「外国語」の授業で扱われている言語は英語が主流だが、将来何語

に興味を持ち、学習を進めていくのかを決めるのは児童本人であり、学校や教員が

決めることではない。従って、多くの児童にとって「初めて接する外語の一つ 」として

英語を捉え、「外語学習の入り口」としての英語を通して、他の言語にも広がるような

学習を目指すことが大切である。そのためには、外語そのものを学ぶことに重点を置

くのではなく、外語に触れることを通して、世界にはたくさんの文字や言語があること

を知り、将来につながる外語への興味を持つこと、「外語の学び方の基本」を英語を

通して身につけることが、学校教育において、特に小学校では重視されるべきである

と考える。 

さらに、ステレオタイプや偏見をまだはっきりと持っていない児童期に様々な言語に

接することは、言語や文化に対する公平性を身につけ、母語を含めた言語の学びに

おいて、今まで気がつかなかった新たな観点を増やすことにつながると考えている。

児童の素直な視点と感覚で様々な言語に触れる活動を、この時期に是非とも体験さ

せたいと考えた。しかし、複数の交流校と直接活動を行うには、日本の小学生は時

間的にも英語のレベル的にも困難がある。そこで、いつでも自由に作品を投稿する形

で参加できる国際協働プロジェクトをアレンジすることで、小学校中学年でも自主的

に活動し参加できるプロジェクトを計画した。  

 

                                                        
2 3〜5人のグループを作り、課題や問題に対して協働で問題解決、意志決定、情報探索を一定

期間自立的に行い、制作物もしくは発表を目的としたプロジェクトを通して学ぶ学習形態。  

https://www.bie.org/about/what_pbl [accessed 24 October 2018]．  
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3. 実践の概要  

 

3.1 プロジェクト学習を進めるための英語教育  

 

筆者が勤務する横須賀学院小学校は、1950 年開校の小中高一貫の学校である。

創立以来小学 1 年生から英語の授業を行っており、2012 年から高学年を中心に段

階的に英語の授業時間数を増やし、2015 年度から全学年で週 3 時間の英語の授

業を行っている。「自立した学習者」の育成を目指し、「外語を実際に使う体験」と「そ

の活動を支えるための学習」の 2 つを重視した指導を行なっている。  

児童の主体的な活動を支えるための計画的な学習として、1・2 年生では 45 分授

業を分割し、授業の半分を英語、残りの半分を国語として、毎日 25 分間の英語の授

業を実施している。初めは、国語の文字指導と連携し、鉛筆の運筆練習から指導す

る。次に、シンセティック・フォニックス 3での指導を通して、文字には音があることを体

で感じながら、音をつなげる練習、言葉を聞いて音を分解する練習を行う。この練習

は、自分で英語に取り組もうとする際に読み・書きのサポートになる。その後、他教科

で学んだことを題材とし、自分の考えをもとに実験をしたり作品を作ったりしながら、英

語の文字、語、句、文と少しずつ練習していく。全ての活動をペアまたはグループで

行う。これらは、3 年生から始まるプロジェクト学習をできるだけ児童自身の力で進め

るための準備ではあるが、小学生の間に完結するものではない。能力的には不十分

ながらも、自分の意思で英語を使ってみようとする気持ちを育み、使用体験を増やす

ことを目指している。 

3 年生では、初めての国際協働活動となる「トラベルテディ・プロジェクト 4」を 1 年間

かけて行う。この後に実施する「マイネーム・プロジェクト」は 4年生の前期で行うプロジ

ェクト学習で、2014 年から現在まで毎年継続して行っている。  

 

3.2 マイネーム・プロジェクトについて 

 

「マイネーム・プロジェクト」は、iEARN5が提供する “My Name Around The World”

                                                        
3 https://www.jollylearning.co.uk/jolly-phonics/   [accessed 4 November 2018].  
4 ぬいぐるみを留学生に見立てて国外の学校と交換し、ぬいぐるみの目を通して現地での生活を
疑似体験する国際交流プロジェクト。交流校は毎年違い、非英語圏の学校とも実施している。  
5 140 カ国以上にある 3 万以上の学校や団体からなるグローバルな NPO 教育ネットワーク。  
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という国際協働プロジェクトを基にしている。今までに世界の 45 の国や地域から参加

があり、名前を紹介する作品の投稿がフォーラムで行われている。iEARN ではこのプ

ロジェクトについて “Students research, find and send information about own name. 

Students can create different visualizations of name: posters, handicraft, drawing …”

と説明している。これを踏まえ、プロジェクトのゴールを「自分の名前を題材にオリジナ

ルカードを作り、フォーラムを通して世界に発表する」と定めた。名前について調べ、

英語でカードを作って終わりではなく、世界に一つだけのオリジナル・ネームカード作

りに対して、日本から参加していることがわかるような工夫、日本語以外の言語を使

用している人たちに対してどのようなカードを作るか、児童が自ら意識を持って取り組

むことができないかと考えた。この意識を高めるために、名前を構成する文字に注目

させる活動を入れ、次の 5 つの目標を設定した。 

① 文字の持つ機能と働きを考える。 

② 世界の言語と文字の多様性を知る。 

③ 比較を通して日本語の特徴に気づく。 

④ 相手を意識した作品作りをする。 

⑤ 名前は誰にとっても特別だという事を海外の作品を通して感じる。 

また、プロジェクトの中で定着を目指して練習する学習スキルは次のものを想定した。  

 外国の文字を読む、書く。  

 和英・英和辞書の使い方を復習、練習する。  

 英語の名前の書き方のルールを復習する。  

 振り返り・情報のまとめ方を練習する。  

 本を使った調べ学習を行う。  

 参考・引用文献の記録方法を練習する。  

 グループ活動（話し合い・役割分担）を行う。  

 発表の仕方、発表のための準備を工夫し、練習する。  

これらを踏まえて 4 つのユニット：「文字って何だろう。絵との違いは？（3 時間）」、「名

前って何だろう。もし名前がなかったら？（3 時間）」、「グループでテーマを決めた調

べ学習（3 時間）」、「自分の名前カードを作り発表（3 時間）」を計画した。 

 

4. プロジェクトの流れと子どもの気づき 

 

4.1 文字ってなんだろう。絵との違いは？ 
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児童に文字を意識させるため「文字かどうか分からないものを見て、自分はどう思

うか。」という活動からスタートした。グループ毎に「タルタリアのタブレット（Tartarian 

Tablet）6」の実物写真をじっくり観察し（図 1）、これは自然にできたものかを考えた。

すると、全てのグループで「これは誰かがわざと作ったものだ。」と回答した。もし人工

物だとしたら、何を表したかったのか、これは何なのか、刻まれたものは文字か絵かを

グループで考え、その仮説を発表しクラスで共有することにした。  

 

【調べ学習（1・2 時間目）】 

文字か絵かを判断するために本を使って調べたが、教員から本の指示は出さない

ようにした。児童が自分の力で、調べ学習に役立つ本を手に取ることができるようにな

るのも大切な学習である。様々な本を手に取る中で、文字の図鑑や歴史の本の中に

タブレットの模様とよく似たものを見つけ始めた。最初は手当たり次第に本を開いてい

たが、「古代の文字」というテーマで本を探すようになり、児童のメモには「フェニキア

文字」「原シナイ文字」という言葉が出てくるようになった。本で調べた情報は「自分た

ちの仮説を強めるための応援団」と名付け、応援団は多いほど仮説は強くなることを

説明し、引用・参考文献の記録のつけ方を指導した。小学生は、一度見つけたペー

ジを再び探すことに時間がかかる。本を記録することは「次の活動の時、本を見つけ

るのに役に立つ」という実感があり、指導後は多くの児童が自主的に参考文献の記

録を行なった。 

 

【仮説発表会とまとめ学習（3 時間目）】 

                                                        
6 1961 年にルーマニアで見つかった遺物で、直径 3 センチの小さな円形をしており、片面に模様

のようなものが刻まれている。放射性炭素年代測定法で紀元前 4000年以前のものであると測定。  

図 1 タルタリアのタブレット  
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仮説発表会では、「地図」「料理のレシピ」「動物の飼育方法」「家の設計図」「旅

人のパスポート」「カレンダー」など様々なアイデアが出て、全てのグループが「これは

文字である」と判断した。文字だと推測した理由は、「似たような文字が本で見つかっ

た。」、「絵は見たら意味がわかるはずだが、これは意味がわからないので、絵として使

っていない。」、「並び方に何かルールがあると思う。」という意見が出た。ここで、現時

点での最古の文字は紀元前 3000 年くらいとされており、このタルタリアのタブレットは

それよりも 1000 年以上前のものであること、もしこれが文字だとしたら人類史が塗り替

えられる可能性があることを伝えると、子どもたちは非常に興奮した様子であった。授

業の後も調べ続けたい、という児童も多くいた。このタブレットについては現在でも詳

しいことは分かっていない。つまり、児童の仮説が、実は将来の研究の発展につなが

る可能性もある。年齢に関係無く、研究したいという魅力や面白さが、古代の遺物に

はある。 

ユニットの最後に「絵と文字の違い」について考えをまとめた。「絵には決まった音

がない。字には音がある。」「絵は描いた人によって違うけど、文字は誰が書いても同

じ形になる。」「文字は勉強すれば書ける、絵は勉強しなくても描ける。」「文字は決ま

りがある。絵はない。何に見えるかは人次第。」「字は国で決まっている、絵はその人

の自由に描く。」「各国で文字は違うが、絵が違うわけではない。」という考えが出て、

多くの児童は文字と絵の違いについて特徴を捉えつつ考えることができた。  

 

4.2 名前って何だろう。もし名前がなかったら？ 

 

遺物に残された名前は、その人物の名前の「音」を記録する記号である。意味しか

表さない絵文字と違い、「文字は音を持つ記号」という特徴を、小学生でも実感でき

るのではないかと考えた。  

 

【調べ学習（4･5 時間目）】 

まず、National Geographic で公開されている資料 7の中で、文字が出現する前の

時代にヨーロッパ各地の洞窟に残された手形壁画を見せ、自由に感想を述べさせた。

児童の最初の印象は「怖い。」という感想であったが、じっくり観察をするうちに、「手

形では子どもか大人かは大きさで何となくわかるけど、女か男かはわからない。」「何ら

                                                        
7 https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2015/08/19/whos -the-first-person- 

in-history-whose-name-we-know/ [accessed 31 October 2018].  
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かの理由があってここに自分のマークとして手形を残したのかもしれない。」など様々

な意見が出てきた。しかし、詳細は謎のままである。「文字がまだなかった時代、自分

を残すつもりで手形をつけたが、今となっては誰なのか全くの謎である。」「今では再

現できない名前がたくさんあったはずだ。」という推測は、児童にとってショックだった

ようだ。世界で一番古い名前は何か、National Geographic では  “The Kushim 

tablet8”を最古の名前の候補として紹介しているが、学者間での論争が今でも続いて

いる。Kushim という人物について書かれた日本語の本はなく、小学生では調べ学習

が難しいため、児童書でも記述が多いエジプト王の遺物を取り上げることにした。  

「ナルメル王のパレット（Narmer Palette）9」の観察では、児童はすぐに名前らしきも

のを見つけた。理由を尋ねると、「明らかに周りの絵と関係ない絵が使われている。」

「毎回同じ組合せで並んでいる。」「記号みたいで絵そのものに意味がない。」という

意見であった。児童の方から「本を使って調べたい。」という要望があり、グループで

自由に調べさせた。このナルメル王のパレットは、児童対象の本 10でも紹介されている

ので、小学生でも本から詳しい情報を得ることができる。「魚（ナマズ）」と「工具の鑿」

が名前を表していること、エジプトを統一した王であること、そして名前の読み方が「ナ

ルメル」であることを本から見つけ出し、「名前を見つけた！」と興奮していた。発見し

たことをグループ毎に発表し、クラス全体で共有した。  

児童は絵が記号として使われ、音を表しているヒエログリフに気がついた。そこで、

ヒエログリフで書かれた名前が誰なのか、グループで調べるクイズにした（図 2）。英国

                                                        
8 イラクで発見されたメソポタミアの遺物で、紀元前 3300 年とされる。粘土板に丸や括弧、麦の穂

などの絵、会計士の Kushim とされるサインが刻まれている。  
9 1898 年エジプトのヒエラコンポリスのホルス神殿で発見された奉納品の 1 つで化粧用のパレット

とされる。両面のレリーフには、ナルメル王のヒエログリフと、王による国家統一を描いている。  
10 かこさとし（1990）『ピラミッド―その歴史と科学』  偕成社 .  

図 2 ヒエログリフ 
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の教材「ヒエログリフ−アルファベット対応表 11」を利用して名前の解読を行った。  

表のおかげでヒエログリフをアルファベットに変換できたものの、文字の順序がわか

らない。ヒエログリフの解読には文字配置の法則が必要だと分かり、再び様々な本を

使って調べた。動物の顔の向きなどの法則に従い並べ直したアルファベットを、既習

のフォニックスの知識を利用して音にして読んだ時、「アレキサンダーじゃない？」、

「聞いたことがある！」と歓声が上がった。古代に残された文字が、音として現代に蘇

る体験である。また、文字の使い方や並べ方には法則があることも体験することができ

た。 

児童自身の名前の由来や込められた意味を知ることも、ネームカード作りで必要

である。自分の名前について、宿題ではなく自主的に調べるためには、児童自身が

家族への取材の必要性を感じなくてはならない。そこで、自分の名前について調べる

時間も設定した。今までの経験から、児童は自分の名前も本を使って調べようとした。

しかし、使われている漢字の意味は調べられるが、名前の由来や理由は本や辞書に

はもちろん載っていない。「家族に聞きたい。」「家で調べて確かめたい。」という意見

が出て、各自家族へ取材をし、得た情報をワークシートにまとめた。 

 

【まとめ学習（6 時間目）】 

ユニットの最後に「名前とは何か」について考えをまとめた。「名前とは、自分や他

人を呼ぶときに使うもの。」「自分が自分だと証明できるもの。その人の印。」「その人

の大切なもの。一生そう呼ばれることば。」「一人ひとりが持っている大切なもの。」など

様々な意見が出た中で、「昔の人や未来の人とつながる言葉。」という意見も出て、

文字を通して時代を超えて伝えられることがあることを、児童が実感を伴って体験す

ることができた。さらに「親がそのように育ってほしいと思いついたもの。」「名前は 1 人

1 つ、世界で 1 つしかない。」「一人ひとり違う願いが込められている。」「みんな名前に

思いがある。」「初めての家族からの贈り物。」といった意見もあり、家族への取材を通

して、自分の名前について家族の想いや願いを知る機会にもつながった。  

 

4.3 グループでテーマを決めた調べ学習  

 

【調べ学習（7・8 時間目）】 

                                                        
11 https://www.twinkl.co.uk/resource/t2 -h-4796-egyptians-hieroglyphs-word-mat [accessed 24 

October 2018].  
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ここまでの活動で、児童は本を通して様々な文字や言語に触れている。そこで、各

グループでテーマを決めて調べ、わかったことをクラスで発表する活動を設定した。児

童自身で自由に選択したテーマの方が、調べ学習にも熱心に取り組むと感じている。

取り組むテーマは毎年異なるが、これまでに「自分の名前を様々な文字で書く」、「世

界には何種類の言語があるか」、「知っている国がどんな文字と言語を使っているか」、

「日本語の御先祖を探す」、という活動があった。  

 

【活動発表（9 時間目）】 

今年度は、「ドイツ語、フランス語、イタリア語で書いた自分たちの名前は、英語と

同じ」ことを発見したグループの発表が盛り上がった。児童の多くが、ドイツ語やフラン

ス語などはラテン文字ではない独自の文字を使っていると思っており、自分たちが知

っている英語と同じアルファベットを使っている事に驚いていた。また、「日本語は世

界で一番文字の種類が多い」という発表では、SNS やメールなどで使う「顔文字」を

日本語の文字の一つとして捉えているのが教員にとって印象的であった。「ひらがな、

カタカナ、漢字、ローマ字、数字、顔文字を使い分けている日本人」という発表で、日

常使用している言語について改めて見直す機会が生まれた。  

 

4.4 自分の名前カードを作り発表  

 

【ネームカード作成・発表会（10~12 時間目）】 

これまで調べた情報、振り返り、ワークシートは、児童一人ひとりが持つ Lap Book 12

に全てまとめられている。この Lap Book を基に、自分の名前を題材にしたネームカー

ドを作り、iEARN の国際フォーラムに投稿することを伝え、ネームカードの作成を行っ

た。調べ学習で見つけたお気に入りの文字の使用、日本語や漢字の紹介、名前の

意味を表す絵、富士山や寿司など日本をイメージしたイラストを描き込む作品も多か

った（図 3）。また、日本語がわからない相手でも読んでくれることを期待し、考えた結

果、絵の説明などで英語を使用する児童が多かった。  

最後に完成したカードをクラスで発表し、振り返りを行った。「名前を日本らしく紹

介したかったので、筆ペンを使った。」「千代紙で折り紙を作ったので、日本らしくきれ

                                                        
12 一つのテーマについて学んだことをミニブックやワークシート、図表、グラフにして紙のファイルに
貼り付けていき、学習に関わる全ての情報が 1 つにまとめられている活動の記録ファイル。筆者の

勤務校では 2 年生から Lap Book 作りの練習を始めている。  
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いになった。」「今まで調べた色々な文字を使って名前を書いた。その言葉がわかる

人が読んでくれたら嬉しい。」「名前について調べたのが楽しかった。自分が知らない

生まれた時の話を聞いた。」など意見が出た。「作った作品を国外に向けて発表する」

という目標を与えることで、日本語が通じない他者を意識した作品作りにつなげること

ができた。 

4.5 海外の作品を鑑賞  

 

全てのユニットが終了した後に、フォーラムに投稿された海外の作品を鑑賞した。

児童は相手の名前を発音することに楽しさを感じていた。ラテン文字を使った作品は

何とか読もうとするが、使っていない作品は読み方がわからず相手の名前を発音でき

ない。「この名前は何と読むのだろう。」と残念がっていたが、調べ学習で使用した本

に同じ文字があったことを思いだし、キリル文字を全員で解読し、ウクライナ出身の保

護者に確認のため名前を読んでもらう場面もあった。今までに聞いたことがないような

名前もあり、「一度聞いても覚えられない。」「名前が長くてビックリした。」という意見が

出た。「地域によって人気の名前があるのか。」「自分の名前を正しく読んでくれるだ

ろうか。」という疑問も出たので、これらは今後フォーラムでコメントとして投げかけてい

く予定である。 

 

5. 今後の課題  

 

このプロジェクト学習の最後に行ったルーブリック評価では、自分が作成した Lap 

Book（図 4）について振り返り、コメント欄では全ての児童が「楽しかった」「面白かった」

「協力できた」といった肯定的な感想を書いた。また、自主的に調べ学習を進めたり、

様々な言語で自分の名前を書いたことに誇りを持っている児童もいた。児童の作った

ネームカードと Lap Book は、家庭に持ち帰って保護者からもルーブリック評価とコメ

図 3 子どもの作品  
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ントを受け、再び学校で保存することにしている。児童がどのように学び、学習の結果

どんなことを考えるようになったのか、プロジェクトの過程を記録した Lap Book と最後

に作った作品を通して、学校、児童本人、家庭の三者で共有する仕組みを現在試

行中である。将来的にはペーパーテストではない形で、小学校における外語教育の

評価が行えるのではないかと考えている。そのためには、学習指導要領で述べられて

いる 3つの柱の一つである「学びに向かう力」をあいまいな「態度」と表現するのではな

く、その力について具体的に示す「資質・能力の内容」を明確にする必要がある。さら

に、それを学校と家庭が共に理解することも重要である。これについては今後も研究

と実践を続け、家庭との協力や情報共有を目指していきたい。 

（横須賀学院小学校） 

 

参考文献 

阿部志乃（2018）「小学校英語教育における Lap Book の指導と評価の試み」『言語教

師教育』Vol.5 No.1, JACET 教育問題研究会 , pp.115-129.  

M R Reese. "Do the Tartaria Tablets contain evidence of earliest known writing 

system?". Ancient Origins. 

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/do-tartaria-tablets-contain

-evidence-earliest-known-writing-system-002103 [accessed 24 October 2018].  

Amy Calvert. "Palette of King Narmer". Khan Academy.  

https://www.khanacademy.org/humanities/ancient -art-civilizations/egypt-art/pred

ynastic-old-kingdom/a/palette-of-king-narmer [accessed 24 October 2018].  

  

図 4 児童が作成した Lap Book 
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My Name Project:  

Project-based learning for “Independent learners” and “Lifelong language 

learning” at a Japanese elementary school  

 

Shino ABE 

 

In the era of new globalization, teachers cannot tell which language their 

pupils are interested in learning in the future. To provide pupils with 

opportunities to find their favorite language, they should be exposed to 

various foreign languages during their activities. However, for the majority of 

Japanese people, English is the only foreign language that they learn at 

school. In this practical report, pupils enjoyed researching and creating their 

own name cards while exploring a variety of foreign languages.  This project 

motivates pupils toward learning foreign languages, through fun learning 

experiences that draw their interest and teach them basic self -study skills. 

Through “My Name Project”, the pupils gradually began to think and realize 

the fundamentals of letters, characters, languages and why people use 

written text. 

 


