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中国四国支部 Newsletter 
No.24 （2011 年秋号） 

 

 
第 31 回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
 2011 年 5 月 15 日（日），第 31 回中国四

国支部研究大会がひろしま国際センターで

開催され，実践報告，ワークショップが行

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 
「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指導助手 

 
 フィゴーニ先生の実践報告は，一つ目は

国語科の視点から，二つ目は社会科や国際

理解の観点から，教科横断的な試みとして

新聞記事を教材に展開した授業を，子供達

の反応も紹介しながらご発表下さった。 
 まず，『英語ノート１』Lesson 6 の「外

来語を知ろう」に関連しては，以下のよう

に授業が進められる。①新聞記事を読ませ

る，②内容が理解できたかを確認する，③

外来語に○をつけさせる，④子供がみつけ

た外来語を発表させ板書する，⑤それぞれ

の意味を確認する，⑥カタカナと英語の発

音の違いを練習する，⑦日本語にない音素

の発音と意味の違いに気付かせる。 
 子供達は，実は日頃からかなり多くの英

語に触れて知っていることを発見する。さ

らに，子供達からは「外来語の発音を変え

るだけで英語になるとは驚きだ」「ｂとｖ

が違うだけで英語の意味が変わるとは知ら

なかった」など能動的な喜びの反応があっ

たという。 
 次に，『英語ノート２』Lesson 7「自分の

１日を紹介しよう」では，以下の展開で指

導がなされた。①世界の国と都市，時差に

ついて学習した後，エジプトを選び，True or 
False ゲームでエジプトの地理的な内容に

ついて理解を深める，②エジプト人と日本

人を親に持つ女性のエジプトに関するイン

タビューの新聞記事（朝日新聞，「リレー

オピニオン」）を読ませることにより，エ

ジプトの文化，宗教，生活などについて理

解を深める。実際に記事を目にすると，本

当に読めるのだろうかという心配は無用で，

振り返りシートでは５，６年生とも８割強

が内容を理解できた。さらに６割以上がエ

ジプトに興味を持ち，５年生の９割弱，６

年生の７割強が楽しかったと答えていたの

が興味深い。「エジプト」について「もっ

と調べたい」「これからも色んな国のこと

を知りたい」など，かなり前向きでこれか

らの発展学習に繋がる反応が返っていた。 
 先生がおっしゃるように新聞を購読しな

い家庭が増えている昨今，果たして小学生

が記事を読めるかという心配をよそに，実

際，子供達の反応は前向きで充実感に溢れ

ていた。「新聞の活字の塊を読み，大体理

解できる」こと自体，国語科や社会科とし

ても意義がある上，さらに外国語活動の視

点に繋げている点が素晴らしい。子供達は

知的好奇心を擽られ満足感を得たに違いな

い。なんと言っても，大人が読む新聞が読

めるのだ。まずは記事選びから，選択と入

念な準備に目的や狙いの明確化，筋の通っ

た授業の流れがあってからこそ導ける授業

内容であろう。記事の選び方の留意点を先

生はこうおっしゃった。①５，６年生が理

解できる内容，すなわち身近で新しい情報，
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②目的が易しく達成できる文章量と活動時

間約 20 分でできる量，③授業の狙いに合う

記事。なるほど，この活動を成功に導くた

めに，記事選びが鍵であることに納得した。 
 子供達にとって，記事の内容は印象深く

記憶に残るに違いない。これこそが長期記

憶に残り，これから本格的に習う中学校英

語や他教科で再び巡り合ったときに繋がる

であろう。そのときの子供達の喜びや得意

感が目に浮かぶようだ。英語ノートを使っ

て，如何様にも切り込んで発展させた授業

が可能だということをフィゴーニ先生から

教えて頂いた。 
中根千春（Fun Can 英語教室） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
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） 
 

 呉市立原小学校の税所裕子先生が「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―」というタイト

ルで実践報告をされた。 
 小学校に「英語」が導入され，「コミュニ

ケーション能力」の評価は何を基準にする

のか。 
 中学校や高校において「科目」としての

「英語」であれば筆記試験によってある程

度評価されている（厳密にはこの評価方法

も正しいとは思えないが）。 
 税所先生は英語教育を専門とされない小

学校の先生方のために「評価規準と具体的

な子どもの姿の対応表」を作成し，実践を

行われた。 
 「聞くこと」，「話すこと」の場面におい

ては，「言語」，「非言語」という様式に分類

され，A〜H までの８つの評価規準を設け，

それぞれ具体的な子どもの姿を提示されて

いる。 
 それぞれの規準に具体的な子どもの姿が

記されており，大変わかりやすく現場の先

生方は「評価」を行う際の大きな手掛かり

となり心強いことだろう。 
 児童英語，中学英語，公立高校での OC
の授業を経験している私にとって税所先生

の活動報告はとても興味深く，「コミュニケ

ーション能力の評価」とは何か？そんな思

いで拝聴した。 
 児童すべてにこれらの「客観的」な「評

価」だけを行うのではなくて，音として表

に現れてこない児童の内面の「音のない言

葉」や「心の動き」をキャッチし，それを

引き出すことも重要ではなかろうかと思う。

そういった点では，教科だけ担当している

中学や高校教師よりも，一日の大半を共に

過ごす小学校の担任は児童の心の動きや彼

らの特質を知ることができる。 
 そして，「主観的」な「評価」も加え，指

導できるのではなかろうか。税所先生の作

成された評価規準をもとに児童たちの真の

「コミュニケーション能力」が育成される

ことを願っている。 
鉄森令子（Rainbow English Circle） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
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） 
 
 衣笠先生は児童対象の英語指導経験二十

年以上に渡り，また教員養成や教員研修に

関わってこられた。著書も多く，子どもを

対象とする英語指導の中で，特に，英語圏

の「伝承うた遊び」や「絵本」を使った活

動に意義をみられている。今回のワークシ

ョップでは，参加者は数多くの歌を歌い目

的応じた歌またうたの活用法を体験した。 
衣笠先生は英語活動における歌の意義を以

下のように掲げられている。①「楽しい活

動」につながりやすい。②言語習得に役立

つ。英語の音声的特徴に慣れ親しみ文法構

造に触れる。（ex: “Color song”, “What do you 
want to be?” など）③ことばの音と意味の結

びつきを体得出来る（ex: “Open shut them”
など）④異文化に触れる事が出来る。（ex: 
“Hello to the world” など）“Color song” では，

基本的な「色」の導入及びカタカナ読みと
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は違う認識が出来る。“What’s your favorite 
color?” “I like red.”と会話につなげ，歌うこ

とで言語材料の習得へ導いていく。“Ten 
little fingers” では英語の数の数え方だけで

はなく，日本と外国の指の数え方の違いで

異文化理解を促された。同じく数字の歌で

代表的なものとして “7 Steps” がある。こ

のおなじみの歌を活用する方法を紹介され

た。まずは普通に歌い，歌に慣れた所で参

加者は一列になり前の人の肩へ手を置く。

歌い始めると，数字で “Back!” や “Forward!”
という指示がとぶ。参加者は大人であるに

も関わらず思わず，いきなりの指示に焦り，

また，自然と笑顔が溢れていた。 
 全身を使って遊ぶ集団遊びの例として

“Jelly in a bowl” や “A hunting we will go” 
などを紹介された。“A hunting we will go”は
歌詞の最後の “him” を “her”, “them” に変

更して歌う方法を紹介し，遊びの中で自然

と文法構造にこどもが触れることができる

ことを指摘された。 
 「歌わない子にはどうすれば？」という

参加者の質問に対し，「聞くことに価値があ

るので歌わない子には強要しない。」また

「ターゲットセンテンスを教えるだけでは

なく，まとまりのある英語を聞く機会を子

どもにあたえることが大事である」とおっ

しゃった。 
 毎回の授業でこどもが達成感や満足感を

与えられるよう，こどもが面白いと思うよ

うに工夫をしなければならない。今回のワ

ークショップを通して，工夫一つで色々な

「歌の活動」の楽しみ方があると知った。

民間でこどもに英語を教えるものとして今

一度「うた」との関わり方・活用法を考え

たいと感じた。 
西尾亜紀子（Bear’s English House） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
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） 

 
小学校への出張訪問型校内研修を大学が

ゼロから立ち上げ，計画し，実行に至るま

での過程とその成果が発表された。 
本年度（2011 年度）からの外国語活動全

面実施を控えた 2009 年度および 2010 年度

の 2 年間で，各小学校は中核教員を中心に，

30 時間程度の校内研修を行うこととされた。

その校内研修への協力として立案された本

実践であるが，計画の詳細を決める前に，

まず事前調査が実施され，次のことが明ら

かになった。 
 

現状：校内研修に使える予算はない 
外部講師を呼びたくても依頼する

ルートがない 
HRTは英語力に不安を感じている 

 
研修内容への希望：発音練習 

 
研修を計画する上での課題： 
・英語力への不安とは具体的にどのよう

なものか明確でない 
・HRT 自信も，何が不安なのか言語化で

きない状態にある 
 
そこで，さらに具体的に研修内容を検討

するために，中核教員と中学校の教員免許

を持つ指導的立場にある教員とに再度聞き

取り調査を行い，どのような研修が求めら

れるかが調査された。その結果，両者が特

に必要だと回答した「教員の英語力（発音）」

と「英語によるコミュニケーション力」に

焦点を絞った研修が設計されることとなっ

た。 
以上のような事前準備段階を経て，「コミ

ュニケーション能力の育成」と「英語力向

上（発音）」の 2 分野で合計 5 つの講座が開

設された。発音講座については，音声学の

視点からの研修ではなく，現場で実際に使

う先生方の視点から計画し，先生方が自ら

発音する楽しさを体験でき，かつ授業場面

を活用した研修内容となるよう計画された。 
申込み講座を集計すると，コミュニケー

ション能力の育成より，英語力（発音）の

向上を目的とする講座への希望の方が多い

という結果であった。また，実施後の事後

アンケートからは，多くの受講者から発音

の仕組みが分かり，「楽しかった」という感

想が得られた。不安や難しさを感じていた

受講者からも意欲向上の声が聞かれた。 
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 岡山市全 93 小学校のうち，22 小学校か

ら申込みがあり，すぐに募集枠が埋まった

という本実践であるが，このように関心を

集めた背景には学校側のニーズを丁寧に事

前調査で探り，また金銭面や講師の確保な

ど，学校側の悩みを解消する形で提供され

たことが大きな理由としてあったと考える。

小学校や小学校教員の立場に立って，いか

にきめ細かく研修が立案され，検討が重ね

られ，また実践されたかが紹介され，本研

究大会に参加した小学校教員にとっても，

また研修への支援を考える大学教員にとっ

ても，非常に学びの多い発表であった。 
松宮奈賀子（広島大学） 

 
◇ ◇ ◇ 

 
中国四国支部 活動報告 

 
 5 月 15 日（日）に開催された第 31 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。 
 
○議題 
1. 2010 年度活動報告 
2. 2010 年度会計報告 
3. 2011 年度事業計画 
4. 2011 年度予算案 
 
○諸連絡 
1. 学会案内 
2. その他 
 
 2010 年度の活動報告がなされた後,支部

事務局長より 2010 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，および広島地区

英語活動研究会を開催している。 
 
1) 児童英語指導法研究部会 
 
 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。 
 
第１回 2011年4月3日（日） 

テーマ：小学校英語 
講師：國本和恵（子供英語） 
第２回 2011年5月22日（日） 
テーマ：小学校英語 
講師：國本和恵（子供英語） 
第３回 2011年9月25日（日） 
テーマ：小学校英語 
講師：國本和恵（子供英語） 
 
次回の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。詳細については本支部ウ

ェブサイト 
(http://www.urban.ne.jp/home/bisa/jastec/index
.html) をご覧ください。 
 
第４回 2011年11月20日（日） 
テーマ：未定  
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 
参加申込：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。 
 
2) 広島地区英語活動研究会 
 
第１回 2011 年 7 月 24 日(日) 
会場：東区民文化センター 中会議室 
 
提言 
「英語教育学と子どもへの指導」 
講師：五十嵐二郎 （広島大学名誉教授） 
実践報告 
「コミュニケーションゲームを体験しよう―ウォ

ームアップのアクティビティー」 
山﨑朋子 (安芸郡府中町立府中南小学校非

常勤講師) 
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ワークショップ 
「小学生が楽しむ Show & Tell ―英語ノート 
2 Lesson4 を使って―」 
講師：西尾亜紀子 (Bear’s English House) 
総評及び質疑応答 
「―ワークショップと実践報告への助言―」 
五十嵐二郎 (広島大学名誉教授) 
鶴田マリ (広島YMCA外語学院名誉学院長) 
 

◇ ◇ ◇ 
 

第 32 回支部研究大会のご案内 
 

日程 
平成 23 年 11 月 27 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 中根千春 
（Fun Can 英語教室） 

 
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 
「豊かな小学校外国語活動のために―HRT
の願いと JTE の思いをいかし，一緒に創り

あげる授業を目指して―」 
加納清美 

（米子市外国語活動支援員） 
 
11:10－11:50 研究発表 
「ターゲットランゲージを使用した指導方

法―Teacher Talk の範疇を超えて―」 
山下千里 

（玉川大学） 
11:50－13:00 昼休み 
 
午後の部  司会 平本哲嗣 

（安田女子大学） 
 
 

 
13:00－14:30 ワークショップ 
「英語の音遊び」 

名合智子 
（中国短期大学） 

14:30－14:40 休憩 
14:40－15:20 研究発表 
「グレアム・チャンツに対する学習者の反

応―ワークショップ参加者を対象とした 
質問紙調査と音声分析の結果から―」 

有馬千香子 
（島根県大田市立朝波小学校） 

15:20－15:30 休憩 
15:30－16:00 全体討議 
16:00－16:10 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，2012 年 5 月に第１

回研究大会を広島市で開催する予定で

す。会員の皆様には公募について後日

お知らせいたします。 
 
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 
 

◇ ◇ ◇ 
 
------------------------------------------------------- 
編集後記 
 すがすがしい季節となりました。皆様い

かがお過ごしでしょうか。3 月 11 日から半

年以上経ったとはいえ，東北地方は未だ大

変な状態です。秋は学会シーズンですが，

私の所属している学会でも研究会等の場を



 6

借りて，募金をお願いすることが増えてい

ます。また私の勤務する大学においても，

ボランティアのために東北に向かった学生

がおりました。一人一人の力は小さいです

が，それでも動かずにおられない，そうい

った気持ちがこれからも長く続いて欲しい

と願っています。 
 さて，話は変わりますが，先日ある DVD
を観ました。平成３年に上映された『福沢

諭吉』（澤井信一郎監督）という作品です。

最初ゼミで観ようと思って入手したのです

が，フィクション的な演出があるとはいえ，

蘭学に染まっていた諭吉が横浜で英語に初

めて出会うシーンでは，彼の世界観が大き

く揺らぐのがよく伝わってきました。当時

の諭吉は 20 代半ば，現代の我々からみても

すでに立派な大人です。その後，彼は英語

に目覚めるわけですが，私はこの作品を観

ながら日本人と英語の関係についてあれこ

れ考えました。 
 諭吉は英語と出会った時すでに大人でし

たから，自分が英語を学ぶ理由を当然のこ

とながら自覚していました。西欧の文明を

取り入れ，日本を外国からの脅威をはねの

けることができるたくましい国にすること，

彼の頭の中にはその夢が描かれていたはず

です。 
 では現代の子ども達に目を向けてみまし

ょう。彼らは英語に触れる理由を自覚しな

がら日々の活動に参加しているといえるで

しょうか。おそらく諭吉のような意味での

目的意識は持っていないことと思います。

子ども達は日本の行く末を憂えて外国語活

動に参加するのでもありませんし，また彼

ら全員が英語のエキスパートになるわけで

もありません。 
 ではなぜ子ども達は小学校等で英語に触

れるのでしょうか？一番てっとりばやいの

は『小学校学習指導要領解説 外国語活動

編』あたりに目を通すことでしょうが，私

自身は，子どもが英語に触れる理由は「自

分たちが普段あまり意識しない『ことば』

の不思議さ，楽しさに気づき，『ことば』の

持つ力を自覚する」ことだと考えています。

子ども達はことばの力を分析的に理解して

いるわけではありませんが，自分の所属す

る様々なコミュニティ（もしくは人間関係）

がすべて「ことば」でつながっていること

は体験的に分かっています。ほめられると

嬉しい，怒られると悲しい，無視される（＝

ことばの不在）とつらい，等々，言葉は感

情と密接につながっています。ことばがあ

ることで，自分のありようが規定されてい

く。ことばがあることで，世界のありよう

が分かってくる。自分にとって未知の言語

に触れることで，「ことば」を獲得しはじめ

た赤ん坊の状態をあらためて体験し，そこ

でことばのありがたみを学ぶのではないか

と思います。 
 諭吉と子ども達。年齢も生育環境も語学

力も違います。しかしながら，ことばを通

じて「自らを賭ける」という点においては

共通する点があるのかもしれません。もし

諭吉が生きていたら，今の児童英語教育を

どう評価しているでしょうか？日本の将来

を案じた諭吉をがっかりさせないような努

力を，これからもつづけなくてはいけませ

ん。そう強く思う今日この頃です。(H) 
------------------------------------------------------- 

JASTEC 中国四国支部 Newsletter No.24 
2011 年 10 月 23 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 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] 

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 
（Rainbow English Circle） 

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                    山﨑朋子 

（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 


