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第 34回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
	 2012年 11月 17日（土），第 34回中国四
国支部研究大会が広島国際大学広島キャン

パスで開催され，ワークショップ，実践報

告，講演，研究発表，シンポジウムが行わ

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 
「多重知能と他教科内容を利用した高学年

児童に対する英語指導法」 
二五義博（海上保安大学校） 

 
 
	 今回，二五先生には「多重知能」と「外

国語活動」の連携という観点からワークシ

ョップを行っていただきました。「多重知

能って何？」とこれをお読みの皆様は思わ

れるかもしれません。私自身もこの言葉は

初めて聞くため，大会のプログラムを目に

した段階で，ネットで検索してみました。 
	 いくつかのサイトに目をとおしてみると，

その概要がみえてきました。「多重知能」

とは，1983年にハーバード大学の心理学者
ハワード・ガードナーによって提唱された

理論で，人の知能には，紙と鉛筆だけで測

るテスト知能だけではなく，「言語的知能，

論理数学的知能，音楽的知能，身体運動的

知能，空間的知能，対人的知能，内省的知

能，博物的知能」の８つの知能があるとい

うものです。 
	 小学校英語の定番といえば，歌，チャン

ツ，踊り，ゲーム等です。しかし，それら

を使って高学年の児童の知的好奇心をいか

に満たすことができるか，指導者の腕の見

せ所でしょう。二五先生は「多重知能」を

利用し，他教科内容をうまく「外国語活動」

とコラボさせたものを使われました。 
	 ワークショップでは，まず，社会の内容

「世界の国々と時刻―国の分類や時差の計
算にチャレンジ！―」という活動が紹介さ
れました。ここでは，国の名前とその国の

時刻を書いたハンドアウトを使って，まず

国の名前の練習，そして，“What time is it in 
国の名前？” というフレーズを使い，その
国の時刻を尋ね， 後に日本との時差を計

算するという活動を行います。この活動で

は，英語がちょっと苦手でも地理や計算の

得意な児童は活躍することができます。 
また， “I have 〜” “How many 〜 ?”を使っ
て掛け算の問題を作っての活動もあり，こ

れは絵や計算が得意な児童が活躍できます。 
	 他の教科を取り入れるという点で似たよ

うなものと思われる「イマージョン・プロ

グラム」を思いだし，会場で二五先生にそ

の特徴や違いについてお尋ねしてみると，

「多重知能」のアプローチは「外国語活動」

に「他教科」を取り入れる，一方「イマー

ジョン・プログラム」は「他教科」を「第

二言語もしくは目標言語（この場合は英語）」

で学ぶのだとの説明をいただきました。 
	 英語「を」学ぶための活動ではなくて，

知能の多重性を意識しつつ，英語「で」学

ぶことができる活動を多く取り入れていく

ことが「使える英語」習得への 適な方法

ではないだろうかと感じた有意義なワーク

ショップでした。二五先生，本当にありが

とうございました。 
鉄森令子（Rainbow English Circle） 

 
◇	 ◇	 ◇ 
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実践報告 
「『心通うかかわりをめざした外国語活動』〜創造

的な活動をとおして，かかわる力を育む」 
岩本浩司（海田町立海田西小学校） 

 
	 海田西小学校では，創造的な活動を通し

て互いの気持ちを伝えあったり，よいとこ

ろを認め合ったりしながら「かかわる力」

をはぐくむことを目標に，外国語活動の研

究を進めている。本実践報告では，Hi, 
friends! 2, Lesson 7「オリジナルの物語を作
ろう〜We are good friends.〜」「桃太郎」か
ら，オリジナルの登場人物を設定したり，

独自のテーマ性を与えたりして，小学６年

生がオリジナル劇をつくる授業が紹介され

た。 
	 単元 後に 1 年生にオリジナル劇を見せ
ることを６年生に知らせ，相手意識と目的

意識を６年生が明確にできるよう指導され

ていた。リハーサルでは，６年生が互いに

オリジナル劇を見せ合い，良い点や改善点

を出し合いながらよりより発表を創り上げ

ていた。英語を表現するだけでなく，気持

ちを込めたりジェスチャーをつけたりして

発表することがねらいであることから，担

任である岩本先生は，発表の場ではしっか

り褒めることを大切にし，互いに認め合っ

たりほめ合ったりする雰囲気を高めていた。 
	 ６年生が意欲的にオリジナル劇を作った

ことが校内で評判となり， 終的に１年生

だけでなく全校生徒にオリジナル劇を見せ

ることになった。「友達と創り上げるので，

一生懸命やろうという気持ちが高まる。」と

いう感想を６年生は持ったが，ビデオで見

せて頂いたオリジナル劇からそれが伝わっ

てきた。 
	 海田西小学校では，先生たちの模擬授業

による授業研究が盛んである。模擬授業で，

先生たちが課題を実際に行うことにより，

子どもの気持ちを理解し，活動の有効性，

子どものつまずきなどを検証している。こ

のように，先生たちみんなで作る授業が可

能となり，先生同士の話し合いが充実する

いい循環ができている。 
	 アンケート調査によると，海田西小学校

の卒業生は，中１の時，75％以上が，「中学
校の英語が楽しい」と回答し，「小学校外国

語活動が役に立っている」と感じたことが

報告された。「かかわる力」という明確な目

標を提示することが，子どもの意欲を高め

たと考えられる。 
國本和恵（子供英語） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
講演 
「一貫した英語教育のために小学校英語活

動が果たすべき役割」 
小泉清裕 

（昭和女子大学附属昭和小学校校長） 
 
	 小学校英語活動が本格始動して 2 年目，
より良い授業作りのために試行錯誤が重ね

られてきた。各小学校の実態に合わせた外

国語活動を実践する，という緩やかな指針

による取り組みであり，その指導者の視点

と手法は現場によって様々と思われる。 
	 中学校の英語の前倒しではなく，コミュ

ニケーション能力の素地を養い，英語に慣

れ親しむことを目的として始まったはずの

外国語活動。しかし，すでに中学校英語教

育との「連携」が話題となっている。「連携」

とは何か？今，私たちは何を「連携」させ

るべきなのか？現場ではとまどいの声も聞

かれるようである。 
	 小泉先生は 20 年にわたるご自身の豊富
な実践経験をもとに，「日本人の英語学習」

という俯瞰的視点から，小学校英語の役割

と意義，そして小学校英語をより充実させ

るための英語活動の方法について話された。 
	 初の議論は日本の英語学習の原点につ

いてであった。小泉先生は 1 万円札を取り
出して，その肖像画について質問を投げか

けられた。かの有名な福沢諭吉は 1860年に
アメリカに渡るが，アメリカでは自分のオ

ランダ語が全く通じないことに衝撃を受け，

英語が次の世代に必要な言語であることを

痛感した。その後 1867 年には 5000 両もの
大金を紀州藩等から資金として集め，

Webster の辞書やその他英語の原書を船に
大量に積み込んで帰国している。帰国後，

彼は英語で書かれた多くの書物を精力的に

日本語に翻訳した。 
	 すなわち彼の英語学習の目的は欧米の思

想を知ることであった。（目的）そのために，

彼が必要とした英語力は，早く，正確に英
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文を日本語に翻訳する技術力であった。（手

法）彼の執念と努力の結果，日本人は西洋

の概念を初めて取り入れることができた。

libertyを 「自由」societyを「社会」と訳し，
日本語としてその新しい概念を日本社会に

定着させた功績は言うまでもない。（成果） 
	 ２点目の議論は目的と目標についてであ

る。小泉先生が毎朝かかさず続けられてい

るジョギング。ジョギングひとつとっても

必ずその目的があるものだ。現在の目標と

は，具体的目的があって定まるのであり，

目的に向かって目標は当然変化する。明確

な目標が明確な評価につながって行く。 
	 日本では，諭吉の翻訳英語の時代から 1
世紀経つ今も，日本では英文和訳中心の学

習が行われている。英文和訳の力は重要な

要素であることは間違いないが，これを英

語教育の 初の段階で求めようとすると，

かなりの無理が出てくるのは必至である。

今なお続く翻訳中心の学習により，常に英

語を日本語に訳す習慣が学習者に根付いて

しまっている。これこそが日本の英語教育

が乗り越えなければならない「大きな壁」

なのである。 
	 ３点目の議論は小学校英語の目的につい

てである。小学校教育を「肉じゃが」に例

えるとしたら，英語活動は「肉じゃが」の

材料の中の何にあたるでしょうか？参加者

が頭をひねる中で先生の答え，それは，「ミ

リン」です。「ミリン」が 後の一味で肉じ

ゃがの味にまとまりと深みを加えるように

小学校英語は，必ず小学校教育を良くする

ものでなくてはならない。 
	 私たちは今，小学校英語を新しい教育活

動としてとらえ，日本の英語教育そのもの

のイノベーションを行う必要がある。100
年以上続いた古い英語教育からいったん離

れ，頭を切り替えて，まず小学校英語とい

う土台作りから始めなければならないので

ある。 
	 ４点目の議論は「連携」という名の「圧

制」にならないためにする努力である。今

日，私たちは小学校英語という「土台」に

合わせた，日本の学校英語教育という「家

造り」をする時代にいる。ここで小中連携

を言うのであれば，それに関わる者は皆，

小学校英語活動が英語教育の土台であるこ

とをしっかりと認識した上で，日本の新し

い英語教育を共につくりあげて行くパート

ナーであることが求められる。 
	 ５点目の議論は小学校英語活動で重視す

べきことについてである。まず取りかかる

べきは，指導（学習）のシラバスの根底を

考えることであろう。「肉じゃが」と「土台」

の両方に対応する英語活動の新しいシラバ

スを作り，すべての教科学習とどのように

つながるかを考える事から第一歩を踏み出

したい。 
	 ６点目の議論は，これまでの 20年にわた
る実践から見えてきたものについてである。

週１，２回の英語活動で培われる力は受信

技能である。小学校では子どもたちがめざ

す目的は，受信型コミュニケーション力を

向上させること，すなわち「聞く力」を高

めることなのである。そして，次はこの「土

台」に合わせた中学校の「家造り」を考え

る必要がある。 
	 後に小泉先生は，小学校英語活動は新

しい小学校教育と新しい英語教育の構築の

第一歩であるとの議論をされた。小学校英

語をより充実させるために，以下の３つの

提案がなされた。①子どもたちは「聞く力」

を高め，受信型コミュニケーション力を向

上させる。②小学校の先生は発信型コミュ

ニケーション力を向上させる。難しく考え

ず，書いたものを大きな声で読む，伝わる

ような読み方で子どもたちに話してあげる

ことで十分効果がある。③中学校の英語の

先生及び英語活動補助者は，新しい言語教

育の方法に目を向け，小学校英語活動を通

して中学校の英語教育の原点を再確認して

ほしい。 
	 冒頭で，福沢諭吉が初めて渡米した時，

オランダ語の発音で but をブートと発音し
たために全く通じなかった，というエピソ

ードを先生は紹介された。そこから一発奮

起して諭吉の英語学習の壮大な夢が始まる。

この話を聞いて，私個人も同じような経験

があることを思い出した。英語指導者の多

くは，日本の学校で習った古い英語と，実

際に海外の現地で使われている英語のギャ

ップに衝撃を受けた経験がおありだと思う。

諭吉の奮闘から 1 世紀，図らずも諭吉が開
拓した英語教育の延長線上に立つことにな

った私たちは，今の世界状況をしっかりと
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見据え，決してもう過去の踏襲をしてはな

らないとしみじみ思う。日本人特有の難し

く考えすぎる気質も，先人に遠慮しがちな

ナイーブな思慮深さも，この際一切を脱ぎ

捨てて，あたらしい人になりたい。今を生

きる子供たちのために，本醸造の「ミリン」

を生み出す指導者でありたいものだ。 
	 小泉先生の熱い講演を聞きながら，時代

をこえて諭吉からのメッセージを受け取っ

た気がした。残念，少しでもこの講演の臨

場感を感じたかったという方は，先生監修

の「プレキソ英語」を手にとっていただき

たい。きっと新しい時代の英語の息吹きを

感じられると思う。 
山﨑朋子 

（府中町立府中南小学校非常勤講師） 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
研究発表 
「小学生の自律学習と英語習得：生徒・保

護者アンケートより」 
山本玲子（大阪国際大学） 

 
	 小・中学校で教鞭を執られていた山本先

生は，2009年度より小中一貫英語教育の研
究開発指定校としてカリキュラム開発に携

わられ，2011年度にその成果と課題を検証
された。この度のご発表は，それを踏まえ

て英語習得における「自律学習」に焦点を

あてられたものである。 
	 この小学校では英語は 1年生から開始さ
れ，高学年になると中学生と同じ校舎で中

学校の教員による英語の授業を実施，さら

には定期試験も行われた。こうした小中一

貫英語教育の成果としては，中学校入学時

よりコミュニケーションへの姿勢が積極的

であること，発音がよくリスニング力も高

いこと，小学校で文字導入が行われ，アル

ファベット学習に問題がないなど，いわゆ

る中 1ショックは解消されたこと等があげ
られる。中学 1年生へのアンケート調査で
も，附属小学校出身者が「小学校英語と中

学校英語は変わらない」と思う一方，他校

出身者は「文字などをもっと習っておきた

かった」と思っていることが分かった。 
	 しかし小中一貫の英語教育に弊害がない

とは言い切れない。「小学校で英語は得意だ

ったため，中学でも家庭学習は必要ない」

と思う生徒もおり，宿題の提出率は過去

悪という状態であった。自律的な学習態度

をどのようにして育成するかという課題に

対し，中 1 ショックを与える指導および解
消する指導を行った。ショック解消指導と

しては，小中一貫カリキュラムにより文字

指導を含む中学校英語の内容を小学校で導

入することにより，指導内容の継続を図っ

た。中 1 ショックを与える指導としては，
中学校では家庭学習によって学習内容の定

着を図ることが重要であり，自律心をもっ

た勉学態度の育成を図った。その結果，

GTEC の結果でみると２年生になると

Listening, Reading, Writing 総合の項目で全
国平均を上回るスコアとなり，指導成果が

表れた。 
	 小学生の保護者アンケートでは，①小学

1 年からの英語導入に賛成，②子どもは英
語の授業に関心を持っている，③子どもは

ALT の英語を理解している，④授業を通し
て英語への興味関心が育っている，⑤小学

校英語は興味関心だけでなく英語力をつけ

るべきだ，⑥小学校英語は中学校英語につ

ながっていると思う，という結果であった。

自由記述としては，「 初は楽しそうだった

が今は難しそう，本格的な英語は中学校か

らで十分」という意見がある一方，「もっと

文法や単語を教えてほしい，高学年になっ

たら中学校の内容を教えてほしい」という

意見もあった。 
	 一般的に「小学校英語は，中学校英語の

前倒しになってはいけない。前倒しは英語

嫌いを作る」と言われ，楽しい英語活動の

実践が研究されてきた。しかし小学校で英

語学習への意欲・関心を育成することがで

きたとしても，一方でその楽しさに慣れる

と，中学校段階で必要となる「自律学習」

の態度を育成することができない。 
	 山本先生のご発表は，この点において中

学校英語は小学校とは異なるということを

子どもたちに示し，子どもたちが自ら学ぼ

うとする意欲，自律的な学習能力をいかに

して教師が育成するか，という教育の根幹

的課題とその研究成果を示してくださった。 
川口康子（鳥取短期大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 
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シンポジウム 
「中国地方３都市における小・中連携英語

教育の課題と具体的対策」 
森川敦子 

（広島市教育委員会	 学校指導部指導第 1
課	 指導主事） 

三谷晶子 
（東広島教育委員会	 学校教育部指導課	 

指導主事） 
竹林千恵 

（竹原市教育委員会	 学校教育課	 主査兼

指導主事） 
 
	 2012 年 11 月 17 日（土），朝からの大雨
も少し収まり，午後 2時 50分より森川敦子
指導主事（広島市教育委員会学校指導部指

導第 1課），三谷晶子指導主事（東広島市教
育委員会学校教育部指導課），そして竹林千

恵主査兼指導主事（竹原市教育委員会学校

教育課）の３名によるシンポジウムが開催

された。テーマは「中国地方３都市におけ

る小・中連携英語教育の課題と具体的対策」

であった。 
	 まず，広島市教育委員会から広島市の教

育の現状と課題について説明があった。広

島市は平成 18 年度より特区の認定を受け
広島型カリキュラムを作成し，段階的に事

業を実施。平成 22年度からは市内の全小中
学校で広島型カリキュラムを実施している。 
	 広島型カリキュラムでは，1) 小学校と中
学校の連携・接続の改善，2) 言語・数理運
用科の創設，3) 英語科の創設の３項目を柱
とし，思考力・判断力・表現力の向上を目

的としている。小学校と中学校との連携・

接続の改善においては，９年間を見通した

教育課程の工夫改善を行い，大きく前期４

年間の基礎作りと後期５年間に分けている。

そして，中学校では言語・数理運用科を，

小学校では小学校英語科を設け，その目的

を果たしている。小学校英語科の創設に当

たっては，中学校での生徒の負担軽減と段

階的，且つなめらかな中学校英語への移行

をメリットに挙げている。小学校英語科で

の特徴的なことは，小学校で触れる語彙数

を 500 と想定し，英単語を中心とした学習
を行っていることであろう。15分の帯時間
授業と 45分の授業をうまく活用し， 終的

には言語運用能力の基礎を培おうとしてい

る。また，広島市の取り組みのすばらしさ

は，15 分の帯時間授業も 45 分の授業も，
すべてシステマティックに内容が決められ

ているため，小学校による格差が少ないこ

とであろう。これは中学校での英語授業に

おいて生徒の負担を軽減し，またスムーズ

に授業が行えるという大きなメリットに繋

がっている。 
	 次に，東広島市教育委員会から，小中英

語教育の現状とその取組が紹介された。東

広島市では平成 10 年度に御園宇小学校に
おいて「総合的な学習の時間」を利用して

の英語活動が初めて導入された。現在では，

市内の全小学校１年生から６年生において

英語活動を実施している。１年生から６年

生は裁量時間で英語活動を行い，低学年で

は 10 時間，高学年では 20 時間を英語活動
に充てている。小学校では JET プログラム
から６名，そして 20名の留学生およびその
家族などから構成されている指導協力者を

含め，総勢 26名の支援を受け英語活動を実
施している。指導上の特徴として，1) 教職
員のコミュニケーション能力の改善を目的

として ALT（外国語指導助手）と教育委員
会が英語による情報交換会を実施，2) 小中
一貫接続教育をめざしたプログラム作成で

あり，その具体的内容を現在精査している

という。また 3) Ｅスクエア（異文化コミュ
ニケーション空間交流）というまさに異文

化コミュニケーションの場を 2012 年 10 月
より提供し，英語運用の場の拡充を挙げて

いる。課題は，小中連携にあり，特に中学

校英語教員の小学校英語への理解をいかに

高めるかであった。 
	 何と言っても東広島市には広島大学，広

島国際大学，近畿大学(工学部)，エリザベト
音楽大学(西条キャンパス)の４大学が存在
し，人材的に大きな支援を得られている。

特に小学校英語教育においては協力者の確

保や異文化理解に繋がる活動においてはそ

の支援の恩恵が伺える。また，西条での酒

造りミュージカルに見られるように１校１

伝統文化を進めている教育委員会の方針も，

直接的な英語教育ではないが，表現力や地

元地域理解の観点からもすばらしいものを

感じた。 
	 後に竹原市教育委員会から報告があっ

た。竹原市では，現在小学校が 10校，中学
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校が４校ある。英語教育の特徴として２点

が挙げられる。１点目は，ALT の雇用形態
である。竹原市では市独自が ALTを雇用し
ており，小中学校において自由に授業や課

外授業に活用している。例えば小学校の運

動会への参加や，給食を一緒に取ったり，

また休み時間には一緒に校庭でボール遊び

をしたりなど，授業に留まらず児童生徒は

ALT と日常生活を通して交流を持っている。
もうひとつの特徴は，小学校英語教育にお

いては，重点校を定め授業の研究開発推進

と小中連携を実施していることである。重

点校での教員研修においては，小中学校の

英語担当教員との情報交換も行われ，小学

校間の英語教育格差の是正や中学校英語へ

のスムーズな移行を可能なものにしている。 
	 竹原市は，広島市や東広島市と異なり人

口も少なく小規模小学校が多いが，逆にこ

の点をうまく活用し，教育的観点から有利

に展開しているようであった。例えば，一

クラス平均 17.1名と語学教育には 適なク

ラスサイズであり，統一的な教育方針が行

き届き，中学校とも連携が取れているよう

に感じた。 
	 このように，広島市，東広島市，竹原市

の小中学校における英語教育の取り組みの

現状と課題を挙げていただいたが，それぞ

れの土地特融の利点や特徴を生かしつつ，

着実に小学校英語が根付き発展を遂げてい

ることが確認できた。また共通の課題とし

ては，中学校との連携であり，その解決に

向けて中学校英語教員とコミュニケーショ

ンを取ることが不可欠であり，小学校英語

の理解を深める重要性が再認識された。 
	 ３市の取り組みを語っていただくには，

短すぎる時間ではあったが，内容の濃いシ

ンポジウムとなり，会場の全員が大きな拍

手で感謝の気持ちを伝えた。各教育委員会

からお忙しいにも関わらず，当学会でのシ

ンポジウムに参加くださいましたことをこ

の紙面をお借りし，心より感謝申し上げま

す。 
三宅美鈴（広島国際大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
 
 

中国四国支部 活動報告 
 
	 中国四国支部では 2012年度，２回の支部
研究大会，６回の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：2012年 5月 20日（日） 
会場：広島国際大学	 広島キャンパス 
 
本大会では研究発表，実践報告，ワークシ

ョップなど計４件の発表がなされた。 
 
研究発表 
「小学校外国語活動における評価に関する

一考察：アンケート調査に基づいた教師に

よる外国語活動の観点の認識」 
兼重	 昇（広島大学） 

実践報告 
「子どもが自主的に話す態度の育成－児童

英語教室における問題点と解決策－」 
國本和恵（子供英語） 

ワークショップ 
「言葉が生きる外国語活動」 

粕谷恭子（東京学芸大学） 
実践報告 
「中学生の英語学習に対する意識調査と調

査結果を基にした授業実践－外国語活動を

経験してきた中学１年生に対するアンケー

ト調査にもとづいて－」 
大牛英則（鳴門教育大学附属中学校） 

 
・秋季支部研究大会 
開催日：2012年 11月 17日（土） 
会場：広島国際大学	 広島キャンパス 
 
本大会では研究発表，ワークショップ，実

践報告，講演，研究発表，シンポジウムな

ど計５件の発表がなされた。 
 
ワークショップ 
「多重知能と他教科内容を利用した高学年

児童に対する英語指導法」 
二五義博（海上保安大学校） 
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実践報告 
「『心通うかかわりをめざした外国語活動』

〜創造的な活動をとおして，かかわる力を

育む」 
岩本浩司（海田町立海田西小学校） 

講演 
「一貫した英語教育のために小学校英語活

動が果たすべき役割」 
小泉清裕 

（昭和女子大学附属昭和小学校校長） 
研究発表 
「中 1ギャップはあっていい：小中連携の
功罪を考える」 

山本玲子（大阪国際大学） 
シンポジウム 
「中国地方３都市における小・中連携英語

教育の課題と具体的対策」 
森川敦子 

（広島市教育委員会	 学校指導部指導第 1
課	 指導主事） 

三谷晶子 
（東広島教育委員会	 学校教育部指導課	 

指導主事） 
竹林千恵 

（竹原市教育委員会	 学校教育課	 主査兼

指導主事） 
 
2) 児童英語指導法研究部会 
 
第１回：2012年4月22日（日） 
第２回：2012年6月24日（日） 
第３回：2012年9月30日（日） 
第４回：2012年10月21日（日） 
第５回：2012年11月25日（日） 
第６回：2013年3月10日（日） 
 
※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25年度も継続して１，２ヶ月に１回
開催される予定。非会員の方の参加歓迎で

す。 

※今年度初回の研究部会は，６月２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和恵

（bisa@urban.ne.jp）にお問い合わせ下さい。 
 
3) 広島地区英語活動研究会 
 
開催日：2012年 7月 29日(日) 
会場：東区民文化センター 中会議室 
 
実践報告 
「自主性を引き出す高学年のチャンツ指導法」 

山﨑朋子 
（府中町立府中南小学校非常勤講師） 

ワークショップ 
「小学生の自主的な発話を育む数の指導法」

西尾亜紀子 (Bear’s English House) 
パネルディスカッション&質疑応答 
「外国語活動に自発的な学びを」 

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） 
平本哲嗣（安田女子大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
第 35回支部研究大会のご案内 

 
日程 

平成 25年 5月 18日（土） 
 

会場 
広島国際大学	 広島キャンパス 

３階	 300教室 A（広島市中区幟町 1-5） 
 
10:00	 受付開始 
午前の部 司会	 松岡博信 

（安田女子大学） 
10:20－10:30	 開会の挨拶 

JASTEC中国四国支部長	 國本和恵 
（子供英語）  

10:35－11:15	 実践報告１ 
「現職教員を対象とした「外国語活動」研

修の試み〜	 英語運用力の向上を目指す

「教室英語」講座	 〜」 
清水律子（山陽学園大学） 
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11:20－12:00	 実践報告２ 
「小学校教員が感じる外国語活動における

課題」 
大谷みどり（島根大学） 

 
12:00－13:00	 昼休み 
 
午後の部 司会	 築道和明 

（広島大学） 
13:00－13:10	 支部総会 
13:15－14:45	 招待講演（90分）  
「小学校外国語活動・中学校英語教育で私

が思うこと」 
太田	 洋（駒沢女子大学） 

14:45－15:00	 休憩 
15:00－16:00	 ワークショップ（60分） 
「外国語活動で「育てたい児童像」を実現

するためのチャレンジ」 
多田玲子（大阪教育大学	 他） 

16:10－16:40	 全体討議（30分） 
16:40－16:50	 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，2013 年 11 月に第

２回研究大会を徳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 
739-2695	 東広島市黒瀬学園台 555-36 
広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 
三宅美鈴研究室内 
	 TEL: 0823-70-4563（直通） 
	 FAX: 0823-70-4542（直通） 
	 E-mail: m-miyake@it.hirokoku-u.ac.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 
	 あの地震，津波，原発事故から２年が経

ちました。様々なメディアで特集が組まれ

ていましたが，私の見聞きする限り，被災

地の風景が劇的に変わったという印象はま

だありません。政府も復興のスピードアッ

プを図ると宣言し努力を重ねていますが，

道のりは長いようです。 
	 先日，被災地の市長さんのインタビュー

をネットで拝見する機会があったのですが，

被災者としての発言には圧倒されるものが

ありました。目の前の人を助けることがで

きない無力さ。人道的なことを口にするだ

けであれば誰でもできますが，現実はそん

なことを許さないほど厳しいものでした。

この文章を書いている私自身は地震によっ

て直接的な被害を受けたわけではありませ

んが，被災地の方々は毎日の暮らしで現実

を突きつけられているわけで，その胸中は

察するに余りあります。私たちには物的・

金銭的，そして精神的な支援の他に何がで

きるのでしょうか？いつも同じ事を書いて

いるような気もするのですが，私たちにで

きることの一つに「忘れないこと」がある

のではないでしょうか。このような悲劇を

目の当たりにして，次の世代が再び苦しむ

ことのないように，「しつこく，しつこく伝

えていくこと」，そして「おかしいと思った

ことは声をあげること」が大切なのだと思

います。社会は我々を受け入れてくれる器

であると同時に，その器を形作るのは私た

ち自身です。某元国会議員さんの発言では

ないですが，「小さな事からコツコツと」と

いう気構えは忘れないようにしたいもので

す。 
	 話は変わりますが，先日ある研究会で東

京に行ってきました。主たるテーマは

CAN-DOリストの開発・活用，およびポー
トフォリオの運用に関するものでした。

CAN-DOリストの議論では CEFR (Common 
European Framework of Reference for 
Languages: Learning, teaching, assessment) へ
の言及がなされ，日本の文脈に即して同様

のものを作り，活用する必要性が多くの

方々から主張されました（実際に，この種

の試みは多くの研究者によってなされてい

ます）。当然のことながら，この流れで行く
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と小中高大の一貫した外国語教育の枠組み

を作ろうということになり，小学校でも

「（行動レベルでの）何ができるか」という

概念が求められることになります。 
	 昨今の CAN-DOリストを見てみると「〜
することができる」という記述が一般的で，

こうすることで観察，評価が可能となるの

ですが，この流れにはやや気をつけなけれ

ばならない点があると思います。すなわち，

「子ども達の外国語学習（もしくは外国語

体験）は，どこまで行動レベルで記述可能

か」という問いです。 
	 もし言語学習を「スキルとして見る」姿

勢が一貫していれば，それも可能だと思い

ますが，幼い子ども達を相手にする場合，

上記のような行動ベースのみでの教育観を

もっていると大切なものを取りこぼす可能

性があります。かと言って，内面的（情意

的）なところも文言にしてリスト化すれば

良いのかというと，どうもそういうのもし

っくりこない。これは私見ですが，言葉に

ならないところは言語学習におけるサンク

チュアリとして大切にしてやりつつ，形式

化できる（もしくは行動レベルで記述でき

る）もののみを限定的に参照枠に入れるべ

きではないかと思います。 
	 実際に CEFRをみると，いわゆる「関心・
意欲・態度」といった観点の記述はなく，

（おそらくこれは自覚的にやっていること

でしょうが）言語のスキルに限定した記述

がなされていることに気付きます。 
	 では，情意的な側面はどう手当をしてや

ればよいのでしょうか？これにはポートフ

ォリオや振り返りシートをはじめとする

「肯定的な自己イメージ」（＝外国語を習得

することについて，楽しい，できるといっ

た有能観）を育てるツールを活用すること

になるかと思います。「自分はこんなことが

できた！」「こんな気づきがあった！」など，

「行動」の枠組みでは記述しにくいことを

そこで大切にしていく。そして外国語を使

うことが自らの人生を豊かにしてくれるの

だと思ってもらえるような環境作りに大人

達が汗をかく。私たち大人はおそらく子ど

も達もよりも先にこの世を去ることでしょ

う。であれば，せめて素敵な置き土産を彼

ら，彼女らに残してやろうではありません

か。言葉にならない想いもあります。その

分は善意から生まれる行動，そして私たち

の限られた生の中でわき上がる愛情で補っ

ていきましょう。 
	 それでは今年度も JASTECをよろしくお
願いいたします。(H) 
------------------------------------------------------- 

JASTEC中国四国支部 Newsletter No.27 
2013年 4月 20日発行 （編集	 平本哲嗣） 
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（付記） 
JASTEC中国四国支部役員 
（2013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]        三宅美鈴 
（広島国際大学） 

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]  	 	 	 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 

（藍住町藍住西小学校） 
幹事[運営委員]          	  	 松宮奈賀子 

（広島大学） 
幹事[運営委員] 	 	 	 	           兼重昇 

（広島大学） 
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                    山﨑朋子 

（安芸郡府中町立府中南小学校 
非常勤講師） 

 
計 20名 


