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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.23 （2011 年春号） 

 

 

第 30 回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 

 2010 年 11 月 28 日（日），第 30 回中国四

国支部研究大会が「さまざまな立場から語

る小学校外国語活動のこれから」というテ

ーマのもとに，安田女子大学で開催され，

ワークショップ，講演，実践報告などが行

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。 

 

◇ ◇ ◇ 

 

ワークショップ 

「Singing Songs is Fun」 

鶴田マリ 

（広島 YMCA外語学院名誉学院長） 

 

 鶴田マリ先生の歌のワークショップでは，

参加者は数多くの英語の歌を歌った。鶴田

先生は，広島 YMCA 外語学院では小学生か

ら成人を，そして，広島 YMCA 国際幼児園

の園長として幼児を指導され，長年英語教

育に携わっている。 

 今回のワークショップでは，歌を通して

子どもに生き生きとした英語を親しませる

テクニックが紹介された。子どもに英語を

指導する場合，歌から入ることが一番簡単

であり，自然に英語の音に慣れる，ナチュ

ラルな指導である。英語の音やフレーズに

親しむきっかけとして，歌はとても有効で

あり，指導のメリハリにも役立つ。 

 “I AM A MUSIC MAN” という歌では，

piano の次に，drum，trumpet，castanet，triangle

の音を歌の中で奏でつつ，b，m，t，cl など

の音を楽しみながら発音できる。“PETER 

HAMMERS” という歌では， 

Peter hammers with one hammer,  

Peter hammers with one hammer all day long, 

と歌を歌いながら，hammer として手，足，

頭，back（背中など後部）を動かして楽し

む。参加者は大人であるにもかかわらず，

歌を歌いつつ身振りすることに引き込まれ

ていた。 

 また，歌を歌うことが苦手な子どもにど

のような対応が望ましいかという質問に対

して，強制して歌わせるのではなく，子ど

もが自ら歌うまで待つことがいいと回答さ

れていた。待っているうちに，子どもが自

信をもって自慢げに歌うようになると聞き，

焦らずに待つことも大切な指導であると感

じた。 

 鶴田先生は，2009 年に自伝「実りある人

生」（英語タイトル“A Fruitful Life”）を

出版された。日系三世としてアメリカから

来日し，異文化環境である日本で生活され

た鶴田先生ご自身の体験を綴られたすばら

しい本である。１０代から今に続く異文化

体験が鶴田先生のすばらしい英語指導のバ

ックボーンであることがよくわかる。一読

をお勧めしたい。 

國本和恵（子供英語） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

講演 

「英語で自然に話される内容の大体がわか

る児童を育てる外国語活動―意味のあるや

りとりの連続を通して―」 

上原明子 

（福岡県太宰府市立太宰府西小学校） 
 

 上原（かんばる）先生は，「英語で自然に

話される内容の大体がわかる児童」を育て

るために外国語活動を実践されている。こ
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れまでの中学校の英語教育では，単語→語

句→文といったようにより小さい単位から

徐々に積み上げて，一定の表現を覚え，そ

れを用いて何かを伝えるという傾向が強か

ったと思われる。また，小学校の外国語活

動においても単語や語句，決まり文句を用

いたゲームや活動を取り入れることでとど

まる実践も多い。そうした反省に立って，

コミュニケーションの場面や状況を児童の

発達段階に応じて適切に設定し，豊かな相

互作用を提供することによって，活発に英

語でのコミュニケーションを楽しむ児童の

姿が上原先生の実践には具現化されている。 

 ご講演は，担任として 4 月の新学期，英

語に対して苦手意識を持っている児童に

「英語が全部わかる必要はないよ。全部わ

かるなんて無理」と伝え，英語に対する抵

抗感を取り除き，さらに日本語でのコミュ

ニケーションの時以上に英語は集中してし

っかり聞くことを求めるというエピソード

から始まった。教室の中で相互作用が活発

に行われるための工夫として，上原先生は

以下の 7 点を指摘された。①課題達成型の

単元構成，②伝える相手，目的の明確化，

③新たな気づきがある，④映像や音声を駆

使する，⑤児童の生活から話題を取り上げ

る，⑥英語が通じない経験をさせる，⑦児

童の英語はその場で正す。 

 ご講演では，『英語ノート』を活用した実

践と大きな数を使っての実践（いずれも 5

年生）の授業のビデオも拝見することがで

き，前述した外国語活動を進める上での 7

つの工夫（原則）が授業の実際において，

どこにどの様な形で反映されているかがよ

くわかった。例えば，「児童の生活から話題

を取り上げる」という点に関して言えば，

クラスの子ども達が実際に着ている衣朋を

写真として提示し，クイズ形式で誰かを当

てるという工夫がなされていた。ビデオに

は，英語で自らの思いを伝える児童の姿が

随所に見られたが，何と言っても，授業の

冒頭で上原先生が話される small talk 

(What’s new?) に対して，次々と英語での質

問が飛び出している場面は圧巻であった。

また，大きな数を使ってコミュニケーショ

ンを楽しむという実践では，惑星の大きさ

を提示して児童の興味を喚起し，社会科で

の日本の産業の学習を踏まえて，都道府県

の面積，人口，形等を英語で表現するとい

う場が仕組まれていた。高学年の知的好奇

心を刺激する細かな工夫が随所に見られた。 

 ご講演の最後に，英語という窓からのみ

小学校の外国語活動を捉えることの危険性，

しっかりした学級経営の重要性，さらに学

級担任の負担を軽減するために将来的には

専科教員の配置をという提案もなされた。

学級経営の重要性については，私自身多く

の先生方から同じ声を聞く。外国語活動の

みが成功している教室というのは，あり得

ないということであろう。上原先生の授業

実践でも他教科の授業，さらには学校教育

全体において活発で豊かなコミュニケーシ

ョンが実現していると思われる。 

築道和明（広島大学） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

実践報告およびミニワークショップ 

「コミュニケーションでつなぐ英語教育」 

樫葉みつ子（広島大学） 

 

 一分間チャットやディベートをはじめ，

中学生が積極的に英語でコミュニケーショ

ンがとれるようになる指導で定評のある樫

葉先生による，小中連携を軸にしたワーク

ショップは，まず先生の素敵な歌声と共に

始まった。“Hi, how are you?”等の挨拶を歌

で楽しんだ後，“Where do you want to go?”

“I want to go to ~”という同じ構文を使って，

小学校外国語活動と中学校英語教育の取り

組み方の違いを参加者も体験しながら説明

がなされた。中学校では単語や構文を覚え

させたいという教員の意識から，与えられ

た情報をもとに練習する機会が多い状況を，

樫葉先生は一分間チャットなどで生徒達が

自由に話せる場を作ってこられた。徳島の

中学校での長年にわたる熱心な指導実績は，

文部科学大臣優秀教員として表彰され，ま

た小学校の外国語活動にも従事されて，現

在は広島大学大学院で院生や現職教員の教

育に取り組んでおられる。 

 楽しいワークショップに続いて，小中連

携について分析と具体的な提案がなされた。

中学校教員が小学校外国語活動から学ぶこ

ととしては，まず，交流する・調べる・発

表するなど目的のある体験活動を通した，
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「活用」の為の言語活動の在り方を指摘さ

れた。また，１つ目には，単に言葉を学ぶ

というだけではなく，意味内容が大切にさ

れ，また聞くことや聞く態度が重視されて

いることが，コミュニケーションにおいて

最も必要な要素であると言う点を強調され

た。さらに「教材や指導方法の工夫」を挙

げられた。小学校教員の豊かな発想による

教材教具や，飽きずに繰り返させるアイデ

ィアは，中学校教員に大変参考になるとの

ことであった。 

 中学校入門期の指導における留意点とし

ては，「外国語活動」から「外国語学習」へ

の転換，小学校での経験を活かした文字の

導入，書く活動の早期開始と充実を挙げら

れた。また小中接続の為の具体策として，

相互の授業参観や学習履歴の蓄積と共に，

小中連絡会における外国語活動に関する生

徒情報や学習履歴の申し送り，そして中学

校ではそれらの情報をもとに生徒理解を生

かした指導が必要だと強調された。さらに

中学で指導を始めるにあたり，生徒観察や

アンケート調査を通して子供達の英語への

関心度や知識，経験してきた外国語活動の

内容等を把握することの重要性，そして小

学校での学習履歴を反映した年間指導計画

の作成が挙げられた。 

 小中連携が現実的には難しい面が多い中

で，長年にわたる中学校での熱心な指導と

小学校外国語活動の経験をもとに語られた

樫葉先生のお話は非常に説得力があった。

と同時に，小学校外国語活動・中学校英語

教育に従事する者双方に，子供達の為に互

いを学ぶ重要性と，また子供の成長を見据

えた小中の連携・協力の大切さを改めて感

じさせられた 1 時間であった。 

大谷みどり（島根大学） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

ワークショップ 

「小学校外国語活動教員研修を再現する：

ワークショップを通じて伝えたいこと」 

兼重昇（鳴門教育大学） 

 

 兼重昇先生はご自身が教員研修の場で行

われるワークショップの再現を通して，小

学校の外国語活動に関わる者として知って

おきたいこと，理解しておきたいことを示

してくださった。75分に渡る精力的なワー

クショップにおいては，多くのアイディア

が紹介されたが，特に指導において留意す

べき点として心に残ったものを紹介したい。 

 まずは「教材提示方法の工夫」という観

点である。限られた語彙や表現しか持たな

い児童にとって視覚資料は理解の大きな助

けになる。しかし，それをどのように提示

したらより効果的であるかについては深く

考えられていないようにも感じられる。具

体的なアイディアとしては，画像を加工し

たり，一部のみを見せたりすることで，分

かりにくいヒントから分かりやすいヒント

へと段階づけて提示し，児童の思考を支援

することや，CD音声を全て一度に流すので

はなく，適切な場所で止めることによって，

児童に考えるタイミングを与えることなど

が紹介された。 

 また，「ことばは場面の中にあってこそ意

味を持つ」というご意見も非常に印象的で

あった。場面と切り離して，表面的な「こ

とば」の練習だけに終始するのではなく，

場面の中で学ぶことが重要であり，例え

ば，”Thank you” ということばも「どのよ

うな場面での発話か」を一緒に考えること

でより真実味を持った表現になると考えら

れる。 

 さらに，歌やゲーム，チャンツといった

小学校でしばしば活用される活動について

「それらを行うこと自体が外国語活動の目

的になってはならない」と警鐘をならされ

たことも大変印象深かった。個々の活動は

コミュニケーション能力の素地育成という

「ねらい」を達成するための手段でなくて

はならないということを，我々が認識して

おく必要があると強く感じた。 

 兼重先生のワークショップを通して一貫

して感じたことは，表面的な英語のやり取

りを行うのではなく，いかに児童に「考え」，

「気づく」場面を与えることができるかを

授業者が意識することの重要性であった。

私たち指導に関わる者が，なぜこの場面で

歌を活用するのか，なぜこのゲームなのか，

なぜアイコンタクトが重要だと児童に伝え

るのか，などをよく考えながら日々の実践

を行うことが，児童自身の考えや気づきに

つながるものと考えられる。ともするとル
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ーティン化してしまいそうな外国語活動を

より実りあるものにするために我々は何を

考えるべきか，を提示していただいたワー

クショップであった。 

松宮奈賀子（広島大学） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

中国四国支部 2010 年度 活動報告 

 

 中国四国支部では 2010 年度，２回の支部

研究大会，５回の児童英語指導法研究部会，

２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：2010 年 7 月 4 日（日） 

会場：ひろしま国際センター 

大会テーマ：小学校外国語活動とその評価 

 

本大会では講演，ワークショップ，実践報

告など計３件の発表がなされた。 

 

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） 

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） 

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） 

 

・秋季支部研究大会 

開催日：2010 年 11 月 28 日（日） 

会場：安田女子大学 

大会テーマ：さまざまな立場から語る小学

校外国語活動のこれから 

 

本大会ではワークショップ，講演，実践報

告など計４件の発表がなされた。 

ワークショップ 

「Singing Songs is Fun」 

鶴田マリ 

（広島 YMCA 外語学院名誉学院長） 

講演 

「英語で自然に話される内容の大体がわか

る児童を育てる外国語活動－意味のあるや

りとりの連続を通して－」 

上原明子 

（福岡県太宰府市立太宰府西小学校） 

実践報告およびミニワークショップ 

「コミュニケーションでむすぶ英語教育 

樫葉みつ子（広島大学） 

ワークショップ 

「小学校外国語活動教員研修を再現する：

ワークショップを通して伝えたいこと」 

兼重昇（鳴門教育大学） 

 

2) 児童英語指導法研究部会 

 

第１回 2010年7月11日（日） 

テーマ：「小学校英語および児童英語指導

法について」 

第２回 2010 年 8 月 27 日（金） 

テーマ：「小学校英語および児童英語指導法

について」 

第３回 2010 年 9 月 5 日（日） 

テーマ：「小学校英語および児童英語指

導法について」 

第４回 2010 年 12 月 5 日（日） 

テーマ：「クラスルームイングリッシュにつ

いて」 

第５回 2011年1月16日（日） 

テーマ：「小学校外国語活動について」 

 

※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23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。 

※今年度の５，６月は，5月22日（日），6

月19日（日）を予定しております。開催情

報の詳細については，研究部会担当の國本
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和恵（bisa@urban.ne.jp）にお問い合わせ下

さい。 

 

3) ワークショップ 

 

第１回 

日時：2010年8月18日（水） 

場所：松茂町総合会館 

テーマ：「子どもも先生も楽しめる英語活動」 

講師：小泉清裕 

（昭和女子大学附属昭和小学校・校長） 

 

第２回 

日時：2010年10月24日（日） 

場所：広島市留学生会館 

テーマ：「歌の指導から Show & Tell の発表

へ〜私の好きな色を歌に乗せてお友達に発

信しよう！〜」 

講師： 西尾亜紀子（Bear’s English House） 

テーマ：「英語ノート Lesson 3 When is your 

birthday?〜仲間作りを意識した外国語活動〜」 

講師：山﨑朊子（安芸郡府中町立南小学校 

英語非常勤講師） 

テーマ：「Reading to Children〜体で覚えた英

語を読む力に〜」 

講師：鶴田マリ 

（広島 YMCA 外語学院名誉学院長） 

 

◇ ◇ ◇ 

 

第 31 回支部研究大会のご案内 

 

日程 

平成 23 年 5 月 15 日（日） 

 

会場 

ひろしま国際センター 

（広島市中区中町 8-18 

広島クリスタルプラザ６階） 

 

10:00 受付開始 

 

午前の部  司会 三宅美鈴 

（広島国際大学） 

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） 

10:30－11:10 実践報告 

「国際理解，教科横断的視点からの外国語

活動― 新聞を活用した授業展開 ―」 

フィゴーニ啓子 

（武庫川女子大学（非）， 

宝塚市長尾台小学校外国語活動指導助手） 

11:10－11:50 実践報告 

「外国語活動における『積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度』の評価の

在り方 ― 「評価規準と具体的な子ども

の姿の対応表」作成と活用によって ―」 

税所裕子（呉市立原小学校） 

松宮奈賀子（広島大学） 

 

11:50－12:50 昼休み 

午後の部  司会 築道和明 

（広島大学） 

12:50－13:00 支部総会 

13:00－14:30 ワークショップ 

「目的や発達段階に応じたうたの活用法」 

衣笠知子（園田学園女子大学） 

14:30－14:40 休憩 

14:40－15:20 実践報告 

「小学校教員を対象とした「外国語活動校

内研修の試み―出張講座の設計と課題―」 

清水律子（山陽学園大学） 

15:20－15:30 休憩 

15:30－16:00 全体討議 

16:00－16:10 閉会の挨拶 

  鶴田マリ 

（広島 YMCA 外語学院名誉学院長） 

 

-------------------------------------------------------- 

※ 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 2011 年 11 月 27 日に

ひろしま国際センターで，本年度第 2

回目の研究大会を予定しております。

会員の皆様には 7 月末頃に発表の公募

案内を差し上げます。 
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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:  

 本部 URL: http://www.jastec.info/ 

 支部 URL: http://www.urban.ne.jp/home/ 

bisa/jastec/index.html 

 

◇ ◇ ◇ 

 

第1回 広島地区英語活動研究会のご案内 
 

日時：2011年7月24日（日） 9:40-12:20 

場所：東区民文化センター 中会議室 

研究会参加費：一般500円（JASTEC会員は

無料，賛助会員は３名まで無料） 

ワークショップ：西尾亜紀子先生（Bear’s 

English House） 

実践報告：山﨑朊子先生（安芸郡府中町立

府中南小学校 非常勤講師） 

五十嵐二郎先生（広島大学名誉教授） 

 

開催情報の詳細については，研究会担当の

國本和恵（bisa@urban.ne.jp）にお問い合わ

せ下さい。 

 

------------------------------------------------------- 

編集後記 

 皆さんもご存じのように，先月東日本に

大きな地震が起き，それに伴う津波，そし

て原発の事故など，私たちの想像を絶する

ような出来事が続いています。被災された

方々にはお見舞いを申し上げると同時に，

一刻も早い復興を祈るばかりです。 

 今回の地震については，当然のことなが

ら日本だけではなく，海外のメディアも大

きく取り上げています。日本での大災害を

外の眼から見てみると，いろいろな気づき

があります。原発について日本人が日本語

で記事を書いた新聞を読むと，なんとなく

（情緒的に）分かったような気がするので

すが，英語で書かれた記事を読むと単語の

選択だけでも，“fail” “unsuccessful” といっ

たものが多く使われており，外国語である

が故にかえって現状の深刻さに衝撃を受け

ることがあります。 

 異なる経験をもつ異文化，異言語の人々

からの意見は，しばしば私たちが無意識的

に当然と捉えていたことに対して懐疑的な

見方を提供してくれます。時にはあちら側

の理解不足から生じる問題もあることでし

ょうが，一つの観点からしか物事を捉えら

れないよりはましではないでしょうか。 

 私の研究テーマの一つに「なぜ日本人は

英語を学ぶのか」というものがあります。

1970 年代の平泉・渡部論争でも議論された

ように，「本当に英語ができる一部のエキス

パートと，外国語に関する基礎的知識のあ

る人間」というある種「合理的区分」は一

見，一理あるように思われます。しかし，

今回の報道のように日本国内だけの情報を

頼りに，自らの身の安全を理解するという

のは，国民の生きる権利という観点からも，

不十分な点があるのかもしれません。自分

の住む国，地域の状態を複数の異なる視点

で捉える権利，またそうすることができる

能力が保証されることが，結果としては幸

せな国民が増える条件となるのかもしれま

せん。 

 今年度から全国の小学校で外国語活動が

導入されました。「英語はやらないより，や

った方が良い」というレベルの（正論では

あるものの）思考停止的な状態にとどまる

のは賢明な生き方とは思えません。そうで

はなく，この流れを，「人間として賢明に生

きること」の本質を論じる絶好の機会にし

たいと私は考えています。 

 子ども達には大きな可能性が秘められて

います。私たち大人は，子ども達に何を残

してやれるのでしょうか。子ども達が大人

になり，また次の世代を育てる時に「この

国に暮らしていて本当に良かった」と言っ

てもらえるよう，外国語教育に携わる私た

ちも努力したいと思います。それでは今年

度もどうぞよろしくお願いいたします。 

(H) 

------------------------------------------------------- 

JASTEC 中国四国支部 Newsletter No.23 

2011 年 4 月 11 日発行 (編集 平本哲嗣) 
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（付記） 

JASTEC 中国四国支部役員 

（2011 年 4 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] 

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[理事]     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                 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・広島地区英語活動研究会

担当          西尾亜紀子 

（Bear’s English House） 

研究員                    三宅美鈴 

（広島国際大学） 

 

 

 

 

 

 

 
研究員                    山﨑朊子 

（安芸郡府中町立府中南小学校 

外国語活動支援講師） 

 

計 20 名 


