
 1 

日本児童英語教育学会 
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No.21 （2010年春号） 

 

 
第 28回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
 2009年 11月 29日（日），第 28回中国四
国支部研究大会が「小学校外国語活動 始

動に向けて」というテーマのもとに，四国

大学で開催され，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。 
 

◇ ◇ ◇ 
 
研究発表 
「『言葉の教育』としての外国語活動のデザ

イン(2) −言語の再創造過程−」 
山森直人 

（鳴門教育大学） 
 
 小学校外国語活動には「英語学習」「国

際理解」といった特徴の他に，「言葉の教

育」といった側面がある。この教育は我々

の生活語である国語で行う限りにおいては，

その指導に意義を見いだせる。しかし，な

ぜあえて英語で「言葉の教育」なのだろう

か。これについてはかなりの人が漠然とし

た理解しかなく，明確な形での定義はでき

ないのではないか。もし，小学校外国語活

動を推進する力がこのような曖昧な理解し

か持ち合わせていないのであれば，これは

極めて危険な兆候であるといえよう。 
 この問いを受け，山森先生は，外国語活

動における「言語に関する能力の育成」を

いかに実現するのかという問題を議論され

た。先生は「言語に関する能力の育成」を

「言葉の教育」の観点から読み解くことで，

その具体的な方向性を模索された。 

 児童の言語発達には，幼児期における親

しい間柄の人間とやりとりする「一次的言

葉」と，学校教育において不特定多数を相

手に使用される「二次的言葉」があるとい

う。学校教育においては後者の指導が主た

る目標となるが，これへの過度の傾倒は言

語使用の「肉声と身体性」が奪われ，言語

が無味乾燥化・脱文脈化し，児童の共同体

が育たない恐れがある。山森先生によると，

この状態は「言語環境の荒廃」といえるの

だという。 
 健全な「言語環境」を確立するためには

「言語の身体性」と「他者との関係性」の

相互作用を維持する必要がある。また，一

次的言語と二次的言語は「前者から後者へ

の発達」ではなく，「前者と後者の統合」

が望ましいとのことであった。小学校外国

語活動においては，英語の利用における他

者とのつながりにおいて「肯定できる自分」

という関係づくりの基盤が醸成されるとい

う。 
 山森先生はさらに言葉環境の分類として

「一次的言葉」を縦軸，「二次的言葉」を

横軸として，４つの対話カテゴリー（身体

的対話，介添的対話，論理的対話，再帰的

対話）を紹介された。これらは活動におけ

る人称の意識が異なる。例えば介添的対話

は一人称的な身体的対話をより他者に開か

れたものにするためなされる営みである。

また論理的対話はいわゆる学校における典

型的な談話様式だが，子どもの言語的行為

はこれにとどまらず，再帰的対話を通じて

他者の視点を取り込むことが可能となって

くる。 
 最後に山森先生は，1) 外国語活動が行わ
れる教室の言語環境の重要性を意識する，

2) 外国語活動と言語環境とを相互補完的
に関連づける，3) 外国語活動を「言葉の教
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育」として他教科・他領域と関連づける，

4) 学習指導要領にある「コミュニケーショ
ン能力の素地」は子ども自身や周囲の人々

の言語環境が豊かになっていく状況である

ととらえるべきだとの指摘をされた。 
 小学校外国語活動ではしばしば賑やかで

児童の発話が多ければ優れた授業であると

の認識が見受けられるが，果たしてそうで

あろうか。我々はコミュニケーションの量

的な面に目を奪われ，ややもすると「言葉

で変わり合う」情況への考察を欠くことが

ないだろうか。小学校英語で目指すべきは，

英語を通じて「自分および他者（の言葉）

をいたわる」ことだと評者は考えている。

山森先生のご発表は「言葉の教育」の今後

進むべき道を照らしたものであり，我々は

先生の主張を丁寧に読み解く必要があると

言えよう。 
平本哲嗣（安田女子大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
実践報告 
「メディアを活用した小学校英語活動の展開 

―学校放送番組の活用を中心に―」 
神崎貴広 

（小松島市立千代小学校） 
 
 神崎先生は「えいごリアン 4」を小学校
外国語活動の中で創造的に活用していく試

みを具体的な実践例に基づき提案された。

なぜ，「えいごリアン」なのか。実は，先生

は徳島県の視聴覚教育部会で中心的な役割

を担っておられ，ある時，学校放送番組に

ついて発表しなければならないということ

になり，学校放送番組と英語活動とをつな

ぐということを思いつかれたそうである。

「えいごリアン 4」の実際を全員で視聴し
た後，神崎先生はその特徴を「登場人物・

キャラクターの魅力」「母語話者の発音」「英

語のみの構成」「英語を母語としない人の登

場」「基本表現の反復」「番組と連動した HP」
の 6 点にまとめられた。また，教師の側の
少しの工夫でゲームや歌などの活動へと視

聴覚機器を使ってつなげることができると

いう点も先生は，具体的な活動を紹介され

ながら説明された。例えば,  “What’s this?”

が基本表現であれば，モノの拡大写真を提

示したり，だまし絵を提示して，“What can 
you see?”と児童に考えさせる，記憶力を試
すゲーム等である。さらに，「えいごリアン」

で用いられた基本表現に基づいて，児童に

劇を創作させるという創造的な活動例も紹

介された。劇化は，その準備に時間がかか

るという欠点はあるが，「大工の棟梁と弟

子」が登場する劇のビデオを視聴した会場

は，笑いであふれていたことからわかるよ

うに，児童の想像力や創造力には測りしれ

ないものがある。その他「えいごリアン」

の CD-ROM に収められているゲームも体

験した。 
 神崎先生は「えいごリアン」を中心にし

て進めた英語活動の成果として，「英語＝楽

しい」という意識が児童に定着したこと，

コミュニケーションへの積極性が培われた

こと，外国や日本の文化についての興味が

深まったこと，の 3 点を挙げられた。発表
の最後には，web上の交流サイト（Japan UK 
Live）を使ったイギリスの小学校との交流
の一端も紹介され，教室という空間が広く

世界につながる英語活動の可能性に言及さ

れて発表を終えられた。 
 「えいごリアン」を英語活動に利用する

ということは，教師に 15分の時間的な（精
神的な？）ゆとりを提供するというメリッ

トを提供するだけでなく，番組の構成を分

析することによって教師自身の英語活動設

計へのヒントも得ることができる可能性が

あることを神崎先生の発表から再認識する

ことができた。 
築道和明（広島大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
研究発表 
「中核教員研修と行内研修をつなぐための

外国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） 

 
池田勝久先生は，「ワークショップ等で授

業のアイディアを学んでも 1 回，2 回の授
業に役立てられるだけで，その場しのぎに
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すぎない。」「市から年間この回数授業をす

ること，と言われてもどのようにやってい

ったらよいか分からない」などの現場の声

を基に，「外国語活動マネジメント問診票」

を独自に開発された。問診票で明らかにさ

れる各学校の実情に応じて，具体的な研修

プランを提案し，各校の課題に応じたワー

クショップを行うことでいかに先生方の意

識改革が得られたかについてご発表いただ

いた。 
研修には国レベル，自治体レベル，現場

レベルの 3 段階の研修があるが，前者 2 つ
と現場レベルの研修には大きな隔たりがあ

ることがまず指摘された。外国語活動導入

に向けて英語ノートや研修ガイドブック，

デジタル教材など様々なものが提供された

が，このように単独の要素が提供されてい

るだけでは十分ではなく，マネジメント全

体が複合的にうまく機能する必要があると

いう。そこで池田先生は「外国語活動マネ

ジメント問診票」を開発されたわけだが，

その問診票から分析結果を類型化すること

により，各タイプに適した研修プランを提

案することができる。例えば，ある小学校

では自治体から共通のカリキュラムを提供

され，ALT の手当ても十分であり，それら
の点に心配はないが，一方で目標設定や各

教員の意識改革に弱点が見られたとする。

そのような学校に対しては，目標設定ワー

クショップや意識改革ワークショップを提

案するのである。それにより外国語活動で

目指す子ども像を改めて各教員の中に内在

化したり，英語に苦手意識を持っている先

生方に学級担任だからこそ出来る外国語活

動があることを理解させたりすることが可

能になることが示された。 
池田先生ご本人の現場での経験と，多く

の先生方の生の声を基にしたご発表は大変

興味深いものであった。特に各校の強みと

弱点を導き出し，各校の実情に応じた校内

研修を提案できるという「問診票」は非常

に有効なツールだと感じた。平成 22年度ま
でに各校で 30 時間程度の行内研修を行う

わけだが，「外国語活動に関する研修ではあ

るけど本校の教員には響いてこない」研修

を行ってはあまりにもったいない。各校が

求めているものに応じた研修とは何かを導

き出せる「外国語活動マネジメント問診票」

の活躍が期待される。 
松宮奈賀子（広島大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
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） 
 
 今回の研究大会では，ワークショップを

望む声が多いと伺っていた。小学校英語の

さまざまなアイディアを，現場の先生方が

求めておられることが推察できる。 
 講演は，久埜先生が初めて英語教育に携

わられた 1950 年代の話に始まり，1990 年
代，小学校での研究開発開始，総合的な学

習の時間における英語活動導入への経緯，

そしてえいごリアン作成にまつわる話へと

続いた。また，なぜ他の言語ではなく英語

なのか，英語活動はこれで良いのか，とい

った疑問に対する先生の見解を話され，そ

の後“Word Book”を用いたワークショップ
へと展開されていった。 
 小学校英語の実情について，先生は次の

ような例を話題にされた。①英語活動では

なぜ机を取っ払って体育座りなのか？（会

場の先生方によると四国ではこの形態は少

なかった）②Do you like～の構文を学習する
際，Do you like ice cream? と機械的に言わ
せても言葉として機能していない。③“big 
voice / eye contact” は大切ではあるが，日常
的に自然であることも重要。④Hello. How 
are you? など毎回同じことを聞くのはいか
がか。See you! と言った先生がその後も教
室にいるのはなぜ？等々，英語活動へのあ

る種の慣れをふり返り，「どのようにすれば

子どもが話したくなるかを考えよう」と言

われた。 
 ワークショップを通して私が学んだこと

は，子どもたちとの豊かなコミュニケーシ

ョンを生み出す教師の姿勢，である。先生
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の授業は，子どもたちが英語を聞くことに

引き込まれてしまい，自ら英語を発話して

しまう，そんな楽しさが溢れている。教室

で扱う構文や語彙は  “Do you have (like)
～?” や “How many～？” など，限られたも
のである。‘英語を教える’という意識から抜
け出し，子どもたちのコミュニケーション

力の素地を育成する，と考えるようになっ

たとき，「子どもの学習能力に適う英語活

動」となるのであろう。 
 会場から「英語が苦手な人の教え方は？」

という質問が出された。「世界には色々な英

語があり，日本人の英語があっても良いで

はないか。ただし市販の音源等を活用し，

割り切ってきれいな音を聞かせてはどう

か。」と回答された。「英語が苦手」とは何

を意味するのだろうか。英語の発音が苦手

なのか，それとも‘コミュニケーション’の手
法が苦手なのではないか，自問をしてみた。 

川口康子（鳥取短期大学） 
 

◇ ◇ ◇ 
 

中国四国支部 2009年度 活動報告 
 

 中国四国支部では 2009年度，２回の支部
研究大会，11回の児童英語指導法研究部会，
１回のワークショップを開催しました。以

下，各活動の内容を報告します。 
 
1) 支部研究大会 
 
・春季支部研究大会 
開催日：2009年 5月 17日（日） 
会場：ひろしま国際センター 
大会テーマ：これから始まる「小学校外国

語活動」 
 
本大会では実践報告，研究発表，講演，ワ

ークショップなど計４件の発表がなされた。 
 
実践報告 
「異文化体験を楽しむ英語活動の実践」 

山 朋子 
（府中町立府中南小学校非常勤講師） 

 
 

研究発表 
「外国語活動におけるALTの役割と課題‐
異文化理解教育・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） 

 
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） 
 
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） 

 
・秋季支部研究大会 
開催日：2009年 11月 29日（日） 
会場：四国大学 
大会テーマ：小学校外国語活動 始動に向

けて 
 
本大会では研究発表，実践報告，講演＆ワ

ークショップなど計４件の発表がなされた。 
 
研究発表 
「『言葉の教育』としての外国語活動のデザ

イン(2) －言語の再創造過程－」 
山森直人（鳴門教育大学） 

 
実践報告 
「メディアを活用した小学校英語活動の展

開 ―学校放送番組の活用を中心に―」 
神崎貴広（小松島市立千代小学校） 

 
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） 

 
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） 
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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：山﨑朋子 

（府中町立府中南小学校非常勤講師） 
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） 
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） 
第９回 2009年12月12日（土） 
テーマ：「英語教育について」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第10回 2010年1月9日（土） 
テーマ：「英語教育について」 
講師：國本和恵（子供英語） 
第11回 2010年2月6日（土） 
テーマ：「英語教育について」 
講師：國本和恵（子供英語） 
 
※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。 
※会場：子供英語（広島県安芸郡府中町） 

※平成22年度も継続して１，２ヶ月に１回
開催される予定。非会員の方も参加歓迎で

す。 
※開催情報は，研究部会担当の國本和恵

（bias@urban.ne.jp）にお問い合わせ下さい。 
 
3) ワークショップ 
 
日時：2009年4月18日（土） 10:00‐12:10 
場所：広島市西区民文化センター 
テーマ：「ストーリーテリング」 
講師：鶴田マリ 

（広島YMCA外語学院名誉学院長） 
テーマ：「楽しく学ぶフォニックス」 
講師：名合智子（中国短期大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
第 29回支部研究大会のご案内 

 
大会テーマ 

「小学校外国語活動とその評価」 
 
10:00 受付開始 
 
午前の部 司会 松宮奈賀子 

（広島大学） 
10:20‐10:30 開会の挨拶 

 國本和恵 
（JASTEC中国四国支部長 子供英語） 

10:30‐12:00 講演 
「望ましい評価と活動例 ―新学習指導要
領に基づいて―」 

高橋美由紀（愛知教育大学） 
12:00‐13:00 昼休み 
 
午後の部   司会 大谷みどり 

（島根大学） 
13:00‐13:10 支部総会 
13:10‐14:10 ワークショップ 
「評価に使える楽しいワークシート簡単作

成法」 
 福智佳代子 
（神戸海星女子学院大学） 

14:10‐14:20 休憩 
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14:20‐15:40 実践報告 
「『ひろしま型カリキュラム』小学校英語科

について」 
高田玲子（広島市教育委員会） 

15:40‐15:50 休憩 
15:50‐16:20 全体討議 
16:20‐16:30 閉会の挨拶 

五十嵐二郎（広島大学名誉教授） 
-------------------------------------------------------- 
※ 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 11 月に広島
市で開催を予定しております次年度第

２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 
739-8524 東広島市鏡山 1-1-1 
広島大学大学院教育学研究科 松宮奈賀子

研究室内 
 TEL & FAX: 082-424-4536 (直通) 
 E-mail: nagako@ab.auone-net.jp 
 Home Page: http://ace2.yasuda-u.ac.jp/ 

~jastec/ 
------------------------------------------------------- 
 
編集後記 
 先日，広島在住の外国人の方による日本

語スピーチコンテストの審査員をつとめる

機会がありました。さまざまな国から来ら

れた方々が，時にはシリアスに，また時に

はユーモラスにご自身の経験を語り，会場

が一体となって各々のスピーチに聞き入っ

ていました。この種の行事には何度か参加

したことがあるのですが，スピーカーの年

齢，文化的・社会的バックグラウンド，そ

して日本語のスキルの違いをさしおいても，

スピーカーの「伝えたい」という気持ち，

オーディエンスの「聞きたい」という熱意

が常に会場全体に溢れるものです。 

 この姿は小学校外国語活動にも通ずると

ころがあるのではないかと私は思います。

すなわち，表面的な日本語のスキルもさる

ことながら，その背後に見える「ひとの姿」

にみんなが興味を持っているのです。「こと

ば」が単なる記号の羅列ではなく，人と人

をつなげるものとして機能している。これ

が「ことばの教育」の本来目指すべきもの

ではないでしょうか。 

 さて、この大会の審査会議では，審査員

間で白熱した議論がなされました。日本語

のスキルを優先して評価するのか，それと

も内容的に共感できるものを評価するのか。

審査段階で数値化されたスコアは記入して

いたのですが，合計点を集計してみるとど

のスピーカーも甲乙つけがたく，点数的に

伯仲している状態でした。こうなると，ス

コアよりも「どう聴衆を巻き込んだスピー

チをしたか」という価値が重視される可能

性もあります。審査員の間でもこの点はか

なり議論をしました。それでも結論はなか

なか出ません。「ことばの力」の評価，そし

て「他者の言葉に耳を傾け，共感する」と

いう営みはかように手のかかる作業なわけ

です。 

 さて，７月に開催される支部研究大会で

すが，テーマが「小学校外国語活動とその

評価」となっています。「コミュニケーシ

ョン能力の素地」づくりに不可欠な評価と

は何でしょうか。７月の大会ではこの問い

について，みんなで一緒に考えたいと思い

ます。 
 

(H) 
------------------------------------------------------- 

JASTEC中国四国支部 Newsletter No.21 
2010年 6月 1日発行 (編集 平本哲嗣) 
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（付記） 
JASTEC中国四国支部役員 
（2010年 6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 

 （東広島市立板城西小学校） 
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 
（広島県立高陽高校非常勤講師） 

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 


