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日本児童英語教育学会 
(The Japan Association for the Study of Teaching English to Children) 

中国四国支部 Newsletter 
No.20 （2009年秋号） 

 

 
第 27回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
 2009 年 5 月 17 日（日），第 27 回中国四
国支部研究大会が「これから始まる『小学

校外国語活動』」というテーマのもとに，ひ

ろしま国際センターで開催され，実践報告，

研究発表，実践報告，講演＆ワークショッ

プ，および講演が行われた。以下，当日朝

から夕刻まで開催された研究大会の模様を，

支部役員による「参加レポート」の形で掲

載する。 
 

◇ ◇ ◇ 
 
実践報告 
 「異文化体験を楽しむ英語活動の実践」 

山崎朋子 
 （府中町立府中南小学校特別非常勤講師） 
               
 府中南小学校の３，４年生は，英語活動

を始めてまだ 1 年目である。昨年度は英語
活動に 10時間が与えられ，その中で初期の
２時間を使い，異文化体験を楽しむ 
“Halloween” を題材として活動が企画され
た。山崎先生はこの活動について実践報告

をされた。児童達を英語世界の入り口へ導

き，異文化に興味を持たせ，異文化体験を

なんとしてでも楽しませるという先生の意

気込みと児童達への愛情を実感させられる

ご発表内容であった。 
 小学校での英語活動を体験する児童達は，

１年目は期待と共に緊張も大きい。その分，

上手く発話しなくてはという焦りとプレッ

シャーが見られる。それらの現象を注意深

く観察された山崎先生は，敢えて初期の段

階にこの企画を実行された。 
 なぜ，この時期に？丁度２時間の授業を

終えた頃は，英語活動を楽しみにしている

児童も多く，英語面，文化面に関して意欲

も高まりつつある時期でもある。この時期

にもう一歩踏み込んで，児童達自身が殻を

破り，リラックスしながら楽しく自己表現

する機会を与えることの効果は絶大だ。早

い時期に児童達の緊張を緩和させること，

異文化に対する興味を刺激し，さらにこれ

から続く英語活動に楽しい期待を抱くこと

で，英語活動に取り組む動機付けにもなる。 
 具体的な学習の展開は，1時限目で warm 
upをしながら，2時限目の本番に備える。 
①挨拶：今日のめあてと Halloween の意味
についての説明，②歌：Halloween Song ，
③絵本：Clifford's Halloween を使って，関
連新出単語の確認と発音練習，④ゲーム： 

“Who are you?” ゲームで，リレー。“Who are 
you? I'm a witch.”，⑤アクティビティ：４種
類の shapes を導入しながら Halloween Bag
を作る。 
 ２時限目は，いよいよ本番である。その

内容は，①挨拶：今日のめあてとフラッシ

ュカードによる１時限目の単語の復習，②

新出単語：フラッシュカードを使って色の

発音練習，③歌：Halloween Song を輪にな
って歌いながら，プレゼント交換の要領で

準備した衣装を回す，④ゲーム：実際に衣

装を身につけ，学習した色や Halloween 関
連単語を使ってフルーツバスケットゲーム，

⑤Halloween Party：仮装したまま職員室と校
長室へ Trick or treatの訪問。衣装について
は，歌で最後に自分に回ってきたものが身

につけることを予め児童達に説明しておく。

これらの衣装を各自で準備するとなると負

担になるので，学校側と交渉し予算を貰い，

百均などで出来るだけ安価に人数分準備す

る。それらは他学年に，そして来年度にも

使える。 
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 先生方の協力のもと，いつもと違う異文

化体験にさぞ児童達はわくわくしながら楽

しんだであろう様子が目に浮かぶ。先生方

が一緒に楽しんで会話の相手になってくれ

たということも，児童達にとっては嬉しい

貴重な体験だったに違いない。貰った飴は

その日の給食時に食べるという決まりを設

け，節度あるパーティーを満喫できたよう

だ。 
 英語教室では馴染みの Halloween イベン
トであるが，こういった文化体験型のイベ

ントを小学校で実践するには，綿密な計画

に相当な準備とかなりのエネルギーを要す

る。さらに制約も多いことであろう。今回

は Halloween であったが，宗教色が強すぎ
ないかなど題材を決めるにあたって難しい

面も多いと思う。府中南小学校の場合，山

崎先生の熱意と綿密な計画と準備に実行力，

さらに校長先生をはじめとする教職員の

方々の理解と協力があったからこそ，成し

遂げた英語活動である。山崎先生は，ちょ

っとしたアイデアで言葉と文化への体験的

理解を育む英語活動を実践できるとおっし

ゃっている。殆どの公立小学校で英語活動

が実践されている今，指導者の責任は重大

だ。英語でコミュニケーションを図ること

の楽しさを体験させ，中学からの英語へう

まく橋渡しができるか，あるいは中学英語

に向き合う前に英語アレルギーを作ってし

まうのか。小学校だけでなく民間の教室に

携わる者としても，責任の重大さを自覚し

て子供たちと向き合っていきたい，いや，

そうしなければならないと強く実感した。 
中根千春（Fun Can英語教室）                      

 
◇ ◇ ◇ 

 
研究発表 
「外国語活動における ALT の役割と課題  
―国際理解教育・異文化コミュニケーション

の視点から―」 
大谷みどり（島根大学） 

 
 小学校における外国語（英語）活動にお

いて ALTと学級担任教諭とのティーム・テ
ィーチング体制をとっている学校は多いと

思われる。しかしながら，ALT と十分な打
ち合わせの時間が取れず，結果的に ALTと

十分なコミュニケーションも取れていない

など悩みを抱えている先生も少なくないの

ではないだろうか。 
 大谷先生は JET プログラム創成期にアメ
リカにおいて数年にわたり出発前オリエン

テーション講師を担当され，また JET 青年
の面接を担当されたご経験をお持ちである。

さらにはALTと JTLの中間期研修において
ご講演されるなど，ALT との関わりにおい
て多くの経験をお持ちである。そのご経験

に基づいて，外国語活動における ALTの役
割やALTとの良好な関係を築く方法などに
ついてお話しいただいた。 
 昭和 62年に始まった JETプログラムであ
るが，開始当初は 4 カ国から 848 名の参加
者であったのが，平成 14年には 40カ国 6273
名の参加者を得るまでに成長し，同じく平

成 14 年には小学校専属 ALT が創設される
に至った。このように日本の英語教育はも

ちろんのこと，近年では小学校外国語活動

においても重要な役割を果たすALTである
が，授業内における日本人教師との役割分

担やコミュニケーションという点において

課題もあることが指摘された。 
 その主要課題として挙げられたのが打ち

合わせ時間の不足やコミュニケーション不

足のために，結果的に ALTが覚える孤立感
である。考えてみれば ALTを「たまに来校
するお客様」として遠慮がちに接した経験

があるという先生も少なくないのではない

だろうか。あるいは ALTの先生とのことば
の壁から十分に要望を伝えられず，結局と

りあえず発音練習だけをお願いするという

状況も実際には起こっているかもしれない。 
そこで，このような状況を打開し，「外国文

化への興味喚起」や「ALT との意思疎通へ
の意欲向上」などティーム・ティーチング

がもたらす利点を十分に享受するためには

どのような理解と作業が必要であるかが大

谷先生から示された。まず，JET プログラ
ム資料による ALTの役割が紹介された。普
段「こんなことまで ALTの先生に頼んでよ
いのだろうか？」と不安を感じておられる

先生もいらっしゃるかもしれないが，ALT
の業務には小学校における外国語会話等の

補助業務の他に「外国語教材作成の補助」

や「外国語担当指導主事や外国語担当教員

等に対する語学に関する情報の提供（言葉
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の使い方，発音の仕方等）」も含まれるとの

ことであった。ただし，来日間もない ALT
は彼ら自身が自らの業務を十分に把握して

いない場合もあるため，ティーム・ティー

チングを共に行う小学校教員の方から ALT
に求めることをしっかり提示し，お互いの

理解が得られるよう努めていく必要がある

と思われる。また，より良い授業を作って

いくためには，「どんな授業をしたいのか」，

「ALT と学級担任はそれぞれどんなことが
できるのか」等をお互いに良く理解して授

業に臨むことが重要であり，できるだけ早

い段階でALTとの打ち合わせの機会を設け
ることが重要であることが示された。 
 大谷先生のご発表を拝聴し，ALT は「授
業を任せきりに出来るゲスト『主授業者』」

でないのはもちろんであるが，「できるだけ

労をかけてはならない遠慮すべきお客様」

でもないのだということを痛感した。共に

1つの授業を作り上げる teamのメンバーと
して，互いの役割分担を明確にし，それを

きっちりとALTに伝える努力こそが学級担
任に求められることであり，それがティー

ム・ティーチングの魅力を発揮できる授業

を作ることにつながるのだと強く感じた。 
松宮奈賀子（広島経済大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
講演&ワークショップ 
「音読の英語学習：ザ・もっと（MOT）アプロ
ーチ！」 

三熊祥文（広島文教女子大学） 
 

 タイトルの通り，音声の重要性に焦点を

あて音読を駆使した英語学習法について，

ワークショップを取り入れた講演であっ

た。参加者が全員，楽しく声を出し，ワー

クショップが盛り上がったことからも，音

読することの効果を実感することができ

た。 
 三熊先生は「スピーキングがすべての基

本である」とし，音声的な観点から語の選

択，語順を意識することが大事であると述

べられ，リズムに焦点を当てた音読法を紹

介された。標題にあるＭＯＴアプローチに

ついて，M=Moho 第二言語習得論の観点，
外・内発的動機などの観点から理論づけ，

お手本を模倣することは特に低年齢の学習

者にとっては重要であると論じられた。O
＝Ondokuでは，リズムに焦点をあて，ラッ
プスピーチ，スピードスピーチなどを通し

て声に出して読む楽しさを味わうことがで

きた。T=Tachigeiko では，バラエティに富
んだ「立ち稽古」活動が紹介され，聴き手

を意識したコミュニケーションの取り方に

ついて学ぶことができた。 
 平成 23 年の新学習指導要領の全面実施
に向け，今年から移行期間に入っており，

多くの学校では，5・6年生が英語ノートを
用いた授業が始まっている。小学校外国語

活動の目標は「外国語を通じて，言語や文

化について体験的に理解を深め，積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度の

育成を図り，外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しませながら，コミュニケーショ

ン能力の素地を養う」となっている。特に

外国語の音声や基本的な表現に慣れさせる

ために，M＝Mohou や，絵カードを O＝
Ondokuしたりしながら，体験的な活動を通
して外国語に親しませるためにＴ＝

Tachigeiko を取り入れることで，コミュニ
ケーションを体験的に学ぶことができるで

あろう。 
 小学校においては教師がコミュニケーシ

ョンを楽しむお手本であることが，外国語

活動の成功のカギを握っていると思われ

る。これまで中学校・高等学校で少なくと

も 6年間，大学を含め 10年近く英語を学び
ながら，英語が口から出てこないという経

験をもち，多くの小学校教員が英語に苦手

意識を持っている。このようなワークショ

ップを積み重ねることで，クラスルームイ

ングリッシュを使うことへの抵抗を取り除

けるのではないかと期待が膨らんだ。 
西谷惠美子（府中町立府中東小学校） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
講演 
年間指導計画作成と『英語ノート』の活用に

ついて 
國方太司（大阪成蹊大学） 

 
 國方先生は，新学習指導要領「外国語活

動」に示されている目標，内容に応じた年
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間指導計画作成，また『英語ノート』を利

用しながら進める外国語活動の留意点，そ

して小・中連携のあり方について，大変興

味深いお話をされた。 
 まず，新学習指導要領における「外国語

活動」について，Why（目標），What（内容），
How（方法），Who （指導者）の 4 つの観
点から説明された。小学校では，「外国語を

通じて，言語や文化について体験的に理解

を深め，積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度の育成を図り，外国語の音

声や基本的な表現に慣れ親しませながらコ

ミュニケーション能力の素地を養う」こと

が目標であるが，『中学校学習指導要領』で

は体験的という言葉がない。小学生の外国

語活動はまず体験すること，体験的な活動

を通して，日本と外国の言語や文化を理解

し，英語に慣れ親しむことが大切であると

のお話があった。また『英語ノート』につ

いては，当日，教育出版さんによる展示販

売があり，手元において先生のお話を聞け

たため，具体的な点まで理解することがで

きた。 
 『英語ノート』は５，６年用それぞれ９

レッスンから構成され，Lesson１を 3時間，
Lesson 2から 9を各 4時間で扱い，年間 35
時間の英語活動に使用するというものであ

るが，実際は１レッスンに５～６時間使っ

た方がよいとのことであった。また，英語

は家で復習できないので，わからないこと

による英語嫌いを作らないためにも，わか

るまで時間をかけて始動すべきだとのお話

もあった。 
 『英語ノート』の作りとしては，リスニ

ングクイズ，キーワードゲーム，チャンツ，

インタビューゲーム，自己紹介等の活動を

通して，英語の音声，表現に慣れ親しみ，

コミュニケーションを体験するようになっ

ている。また，第２巻の最後では “I want to 
be a teacher.” と将来の夢を紹介するように
なっているが，ノートを全部こなすのが目

的ではないので，どこを使うかはそれぞれ

の学校の先生が判断することになる。 
 外国語活動においては，英語がおもしろ

そうだと思わせるきっかけを教師が作り，

「わかった」「言えた」という学習の成功体

験から「もう少し勉強してみたい」「もう少

し自分のことを言ってみたい」と関心が高

まり，「通じた」「使えた」という達成感へ

つなげていくことが大切である。特に大事

なのは教師の働きかけである。小学生はで

きないことは好きになれない。耳で覚える

ことのできる簡単で短い表現を，単なる繰

り返しではなく，意味を伴ったリズム練習

を通じて繰り返すことが必要となる。やっ

てみたいと思うことは，リピートと言わな

くても子どもは言ってみる。指導者は児童

に合わせた教材を準備して『英語ノート』

を活用することが大切である。 
 小中の連携については，まず小中同一校

区連絡会を開き，次に小中同一校区内での

授業参観，さらに小中同一校区内での授業

参加，そして最終段階では，小中合同英語

研修会へと連携を深めていくことが望まし

い。堺市ではすでに小中で年１回授業を参

観し合っているそうだ。 
 中学校の先生が小学校での外国語活動の

内容を知ることで，小学校で学習はしたが

音声面であいまいなところを，中学校段階

での指導において文字によって気づかせ定

着させることができる。また中学校では文

法を体系的に理解させるほか，つづり字と

発音の関係を指導する等，中学校で小学校

での英語活動の経験を活かした授業にする

必要がある。しかし現実は中学校の先生方

の小学校英語への関心がまだ弱く，小学校

の先生方との意識のギャップがまだ存在す

るとのことであった。 
 中学生に英語を教える立場にいる私にと

って，先生のご講演は耳が痛いところもあ

り，また同時に大変ためになるものであっ

た。来年度，小学校英語活動を経験した中

学生にどう対応し，授業を進めていくか，

私たちは考えていかなければならないとの

思いを強くした。 
恵良上枝（公文式教室） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
中国四国支部 活動報告 

 
 5 月 17 日（日）に開催された第 26 回支
部研究大会において支部総会が開催された。

次第は以下のとおりである。 
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○議題 
1.  2008年度活動報告 
2.  2008年度会計報告 
3.  2009年度事業計画 
4.  2009年度予算案 
 
○諸連絡 
1.  学会案内 
2.  その他 
 
2008年度の活動報告がなされた後，支部事
務局長より 2008 年度の会計報告がなされ
た。会計監査担当者より監査報告を受け，

出席していた会員より承認された。 
 中国四国支部では支部研究大会の他に，

児童英語指導法研究部会，およびワークシ

ョップを開催している。 
 今年度の児童英語指導法研究部会の活動

日程は以下のとおりである。なお，今年度

ワークショップの開催予定については現段

階では未定となっている。 
 
2) 児童英語指導法研究部会 
 
第１回 2009年4月2日（木） 
テーマ：「Show&Tell自作教材」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第２回 2009年 5月 29日（金） 
テーマ：「絵本」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第３回 2009年 6月 25日（木） 
テーマ：「異文化体験を楽しむ英語活動

の実践」 
講師：山崎朋子（府中町立府中南小学校

特別非常勤講師） 
第４回 2009年 7月 9日（木） 
テーマ：「学年別１時間の流れ」 
講師：西尾亜紀子（Bear’s English House） 
第５回 2009年8月20日（木） 
テーマ：「子供英語公開授業」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第６回 2009年9月10日（木） 
テーマ：「児童英語指導法」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第７回 2009年10月7日（水） 
テーマ：「英語指導法について」 
講師：國本和恵（子供英語） 

 
研究部会を以下の予定で開催いたします。

参加費は無料です。非会員の方の参加を歓

迎します。 
 
第８回 2009年11月8日（日） 
テーマ：「『実りある人生 A Fruitful Life』に
ついて」 
講師：鶴田マリ（広島ＹＭＣＡ外語学院名

誉学院長） 
 
参加費：無料 
場所：広島県安芸郡府中町八幡 
 英語教室 子供英語 
参加費：無料 
参加申し込み：國本 (bisa@urban.ne.jp) まで
メールでお申し込みください。 
最寄りバス停：広電バス府中線，永田行き/
府中ニュータウン行き 浜田２丁目バス停

（会場までは徒歩１分） 
 
※中国四国支部児童英語指導法研究部会は，

小学校英語と児童英語の指導法について，

テーマに沿って指導法を参加者が持ち寄り，

それを共有することを目的に活動していま

す。 
 

◇ ◇ ◇ 
 

第 28回支部研究大会のご案内 
 

大会テーマ 
「小学校外国語活動 始動に向けて」 

 
10:00 受付開始 

 
午前の部   

司会 吉山 京子 
（徳島県松茂町立松茂小学校） 

10:20‐10:30 開会の挨拶 
國本和恵 

（JASTEC中国四国支部・支部長 子供英語） 
10:30‐11:10 研究発表 
「『言葉の教育』としての外国語活動のデザ

イン(2)」 
山森 直人  （鳴門教育大学） 

11:10‐12:00 実践報告 
「メディアを活用した小学校英語活動の展
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開 ―学校放送番組の活用を中心に―」 
神崎 貴宏 （小松島市立千代小学校） 

 
12:00‐13:10 昼休み 
 
午後の部  

 司会 西谷 恵美子 
（広島県府中町立府中東小学校） 

13:10‐13:50 研究発表 
「中核教員研修と校内研修をつなぐ英語活

動カリキュラムマネジメント」 
池田 勝久  （静岡県浜松市立北浜 
小学校・鳴門教育大学大学院） 

13:50‐14:00 休憩 
14:00‐15:30 講演＆ワークショップ 
「子どもの学習能力に適(かな)う英語活動
の在り方」 

久埜 百合（中部学院大学） 
15:30‐15:40 休憩 
15:40‐16:00 全体討議 
16:00‐16:10 閉会の挨拶 

マーク・フェネリー（四国大学） 
-------------------------------------------------------- 
※ 研究大会参加費： 一般 1,000円，学生

500円（JASTEC会員は無料，賛助会員
は３名まで無料） 

※ 研究大会の参加予約は必要ありません。
当日，会場の受付までお越しください。 

※ 中国四国支部では 2010年 5月に広島市
で開催を予定しております次年度第１

回研究大会の発表者を募集しておりま

す。詳しくは以下の事務局にお問い合

わせください。 
 
JASTEC中国四国支部事務局 
731-0192広島市安佐南区祇園 5-37-1  
広島経済大学  松宮奈賀子研究室内  
 TEL& FAX: 082-871-1585（直通） 
 E-mail: n.matsu1321@hue.ac.jp 
 Home Page: http://ace1.yasuda-u.ac.jp/ 
          ~jastec/chushi 

------------------------------------------------------- 
 
編集後記 
  平成 23 年度より全国の小学校で外国
語活動が導入されますが，私の本務校があ

る広島市は教育特区の指定を受け，平成 22
年度より広島市独自のカリキュラムのもと，

小学校で英語が教科として導入されます。

この導入をスムーズに行うため，広島市は

平成 19 年度から今年度まで３年にわたり，
現職の小学校の先生対象に４日間の研修を

行いました。私もこの研修に講師として参

加することができ，小学校の先生方と接す

るチャンスを得ました。まず第一の印象で

すが，受講生の皆さんの動機付け，また吸

収力の高さには目をみはるものがありまし

た。初日の開講式では皆さん，たいてい不

安げな様子なのですが，最終日には多くの

ことを学び終わったあと特有の晴れ晴れと

した表情を皆さんしておられました。発音

クリニックや実際に授業を担当してみるこ

とで，自分にとっての課題が何であったの

かが分かり，ぼんやりとした不安は軽減さ

れたのではないかと思います。 
 私が講師として参加した発音クリニック

でも，先生方の生き生きとした反応は私自

身にとっても教えることの根源的な喜びを

思い出させてくれるものでした。きっと受

講された先生方も「ことばにふれる」こと

の喜びを堪能されたのではないでしょう

か？この喜び，驚きを小学生とも分かち合

えることができれば小学校英語の前途に希

望はあると言えましょう。 
 教育に限らず，これまでとは違うことを

やるのは多大な労力を必要とします。また

それに伴う心配も多いことでしょう。ただ，

歴史的なスパンでみてみれば，教育は時代

の流れを受け，その姿を常に変え続けてき

ました。教育に携わる者はその中で絶えず

創意工夫をしながら，児童・生徒にとって

最善と思われる指導を行ってきたはずです。

小学校の先生方も英語という新たな世界を

目の前にして，充実した「ことばの教育」

を展開していただきたいと考えています。

JASTEC も先生方を応援し，豊かな「こと
ばの教育」の実現のために努力を続けてま

いる所存です。 
 (H) 

------------------------------------------------------- 
JASTEC中国四国支部 Newsletter No.20 
2009年 10月 9日発行 (編集 平本哲嗣) 
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（付記） 
JASTEC中国四国支部役員 
（2009年 10月現在） 

＊ [ ]内は全国本部役員名 
 

顧問                     五十嵐二郎 
（広島大学名誉教授） 

顧問                        鶴田マリ 
（広島 YMCA外語学院名誉学院長） 

支部長[理事]・広島ワークショップ担当  
國本和恵 

（子供英語） 
支部事務局長[運営委員]       松宮奈賀子 

（広島経済大学） 
幹事[理事]・鳥取ワークショップ担当   

川口康子 
（鳥取短期大学）          

幹事[理事]            築道和明 
（広島大学） 

幹事[理事]                金森強 
（松山大学） 

幹事[運営委員]     松岡博信 
 （安田女子大学） 

幹事[運営委員] ・ニューズレター担当 
平本哲嗣 

（安田女子大学） 
幹事[運営委員]             西谷恵美子 

 （府中町立府中東小学校） 
幹事[運営委員]・徳島ワークショップ担当 

吉山京子 
（松茂町立松茂小学校） 

研究員・会計監査          中根千春 
（Fun Can 英語教室） 

研究員・会計担当              恵良上枝 
（公文式教室） 

研究員                       鉄森令子 
（大日本ランゲージクラブ） 

研究員              マーク・フェネリー 
 （四国大学） 

研究員                  大谷みどり 
（島根大学） 

研究員       名合智子 
（中国短期大学） 

研究員・会計監査      西尾亜紀子 
（Bear's English House） 

 
計 18名 


