
 1 

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.29 （2014年春号） 

 

 
第 36回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
	 2013年 11月 17日（土），第 36回中国四
国支部研究大会が四国大学で開催され，実

践報告，研究発表，シンポジウム，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 
地域を挙げて推進する鳴門市の外国語教育

〜これまでとこれから〜 
佐藤美智子（鳴門市教育委員会） 

坂田美佳（林崎小学校） 
 
	 鳴門市は，市教育委員会と市内小・中・

高等学校，そして鳴門教育大学が連携を図

って，地域が一体となって英語教育を推進

しており，県内でも最も先進的に熱心に，

小学校英語教育に取り組んでいる。本実践

報告は，その中心となって計画実践してお

られる市教育委員会の佐藤美智子指導主事

と，文部科学省「研究開発学校」(H25〜H28）
で実践しておられる坂田美佳教諭による貴

重な報告である。 
	 鳴門市は，小学校が 16校あり，ALTが月
１，２回小学校に訪問するほか，週１回外

国語活動支援員がすべての小学校に派遣さ

れている。小学校での外国語（英語）活動

も，5，6年生は年間 35時間実施されるの
はもちろん，1〜3年生も年間 4時間程度，
4年生でも 4〜7時間程度実施されており，
全学年で行われている。 
	 これまで外国語（英語）教育推進を図っ

てきた中で，佐藤先生は次の２つのことを

大切にされてきたそうだ。 
	 まず１つ目は，ネットワークをつくるこ

とである。これまで，学校と教育委員会と

大学が協働してネットワークをつくり，発

展させてきた。このネットワークをいかし

て，研修会を実施したり，実際に教室で使

えるゲームや教室英語集，英語ノート実践

事例集を発行したり，授業の充実を図って

きたりしている。 
	 ２つ目は，学習指導要領の理念に沿った

学級担任主導で「心が動く」授業を目指し

てきたことである。「心が動く」授業のた

めに重視するポイントとして以下の４つを

示された。 
①「場面設定」と「相手意識」「伝える中

身」の重視 
②児童の実態に即した教材開発と活用の工夫 
③豊かなコミュニケーション場面の設定 
④指導と評価の一体化 
どれもコミュニケーションの素地を養うた

めに，私たち実践者が，日々大切にしなく

てはならない重要なことである。 
	 その取組の成果は，平成 21年度から毎年
2月頃実施されている意識調査結果からも
うかがえる。「外国人が話しかけてきたと

きどうするか」との問いに，小学校 6年生
時に「積極的に対応する」と答えた児童が

83％であったが，4年後の中学校 3年生に
なっても 89％と，継続されている。また外
国の文化への興味・関心が高まり，自分の

気持ちを伝えることや聞くことを楽しいと

感じる児童も増え，確実にコミュニケーシ

ョンの素地が育ちつつある。 
	 今後のさらなる推進に向けて，平成 25年
度からは「世界にはばたく鳴門の子ども」

育成プランを策定して実施しており，今後

も鳴門市の取り組みからは，目が離せない。 
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	 坂田先生からは林崎小学校における実践

についてお話をいただいた。林崎小学校は，

児童数 378名，17学級で，平成 25年度よ
り４年間，鳴門市第二中学校と合わせて，

小中一貫の研究開発学校の指定を受けてい

る。 
	 「コミュニケーション能力の素地を養う

外国語活動〜思いを伝え合い，お互いを大

切にできる児童の育成〜」を研究テーマに，

Hi, friends!をベースに，他教科や総合的な学
習の時間との関連をはかった年間計画を立

て，市教育委員会の示すような，思わずコ

ミュニケーションを図りたくなる心が動く

授業を目指している。そこでは，同じ Hi, 
friends! を使用しても林崎小学校らしさを
出す実践を行っている。そのための授業づ

くりの柱として以下の４点を挙げている。 
①活動内容・方法の工夫 
②教材・教具の開発と効果的な活用 
③豊かなコミュニケーション場面の設定 
④指導体制の工夫 
	 私が特に心に残ったのは，②教材・教具

の開発と活用で，ICTの効果的な活用（パ
ソコン）によって作成した世界料理クイズ

の例示であった。外国語活動というと高学

年担任のみが取り組み，学校全体に広がり

にくいというところがあるのだが，林崎小

では，教材開発や作成をする際に，他学年

の先生からも得意分野の協力を求め，それ

が結果的には学校全体の取組に結びついて

いるところがすばらしい。私の学校でも，

是非そのようにしていきたいと思った。 
	 今後も中学校も含めて，９年間の学びの

連続性を踏まえた教育課程・カリキュラム

編成をしていくとのことで，より地域や児

童の特性を生かしたものができるのではな

いかと期待される。 
吉山京子（藍住町藍住西小学校） 

◇	 ◇	 ◇ 
	 

研究発表	 

小学校外国語活動再考：導入のねらいと現

状の課題について考える	 	 

兼重	 昇（広島大学）	 

大牛英則（比治山大学）	 

 
	 外国語活動に対する子ども達の評価はど

のようなものだろうか。まず大牛先生が中

学生を対象とした意識調査（2011年実施）
における結果を報告された。その結果，約

80%が小学校外国語活動を，そしてそのう
ち 66％はゲーム形式の活動が楽しいと感じ
ていた。さらに，約 90％が小学校外国語活
動の内容を簡単，約 65%が，外国や英語へ
の興味，約半数の生徒が，英文やアルファ

ベットを書いたり，もっと英語を話したり

したい，あるいは，もっと早く英語を学び

始めたかったと願っていることがわかった。

回答者の約半数は，小学校時代に塾等の学

校外で英語を学び，約 75%が，小学校の外
国語活動が役に立ったと感じていた。 
	 また，大牛先生は中学校入学後の学習に

ついても調査を行われた。中学校英語授業

に関しては，80％以上が中学校の授業を楽
しいと感じているが，中学校入学前から半

数以上が，英語学習に関して消極的なイメ

ージをもっていた。そして，約 45％が教師
の説明の時間が実際の活動より長い，約

70%が 1年生の 5月末までに，学習意欲が
減退していると感じていた。学校外学習に

関しては，約 20％が一日 2時間程度の家庭
学習をしている。英語学習に関しては，63%
が 30分以下の学習しかしていなかった。 
	 兼重先生と大牛先生のご発表では，これ

らのデータに言及しつつ，わかる，できる

ことへの自信（the confidence of 
accomplishment）が学習意欲を支えることか
ら，学習意欲に基づいた学習の循環（an ideal 
circulation of studying）を構築し，学習の悪
循環（a bad circulation of studying）の打破と
学習の循環への転換の必要性が示唆された。

例えば，小中連携については，学習経験を

経るごとに，学習の楽しさの質（ゲームそ

のもの→知的好奇心）が変化することをふ

まえ，教師の意識変革，すなわち，生徒の

実態に応じて，今学ぶべき内容を選択，生

徒の実態に応じた教え方と教材の選択が重

要であるとの指摘がなされた。 
	 授業改善への提案として，授業スタイル

の改善（教授型→習得型），生徒自身で練習

を重ねる時間の確保（Autonomous Learner）
と生徒自身で，あるいは生徒同士で間違い

をチェックする時間の確保（Self-monitoring,  
Peer-evaluation-assessment），教師や他の生徒
の前で，練習成果を発表する場面の確保

（Performance），記録を通して自己の成長を
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確認する場面の確保（Meta-cognition through 
self-monitoring），教師が，できるようになっ
たことを評価し，次の段階の課題を与える

（Teachers’evaluation and feedback）などが
示唆された。 
	 小学校外国語活動を生かす，中学校で効

果的な指導としては，①音と文字の関係を

指導（小学校で触れた語彙，表現を基に「綴

り」の意識），②学習初期段階から辞書の活

用することであった。小学校外国語活動で

「自分の表現したいこと」を優先してきた

経験を活用することで，「言いたいこと」を

「表現（語彙など）・言語化」，文字から音

声化できるように「音の足し算」を活用し

たことが紹介された。 
	 中学 1年生を対象とした調査によると，
リスニングの細かい部分を正確に聞いて考

えて答えるような問いは正答率が高く，単

語など一部の表現を聞いて，それを基に内

容を推測する傾向はみられた。正答率の差

は，既習語彙数の違いによる可能性が示唆

された。リスニングに関する指導案として，

以下３点が提案された。①音のつながりを

分析的に明示的に知ることでより効果的に

正確なリスニングを可能にする。②音と文

字の関係について，体系的に指導し，生徒

自身がルールを見つけたりできるようにす

る。③一部分から全体を予想するこれまで

のリスニングに加えて，詳細に聞きとる活

動も行う。すなわち，正確に聞くことを活

動に取りこむ。 
	 外国語活動の評価については，評価者に

よって，評価することができる場面である

が，「評価に値する姿」として判断するかど

うかに差がみられるという。多くの活動に

おいて，複数の観点でみることが可能であ

る。特に，(A) コミュニケーションへの関
心・意欲・態度と(B) 外国語への慣れ親し
みについては，高い割合で同じ場面におい

て両者をみることができると感じている。

「気づき」については，多くの活動におい

て，「みとり」が難しいことを示している。 
	 外国語活動における評価について，ベン

チマークなどを活用した事例ベースの研修

を行うことの必要性が示唆された。同じ活

動（事象）でも，複数の評価の観点から「切

る」ことが可能であるという意識をもち，

目標−活動–評価の一貫性に加えて，柔軟性

が必要なのではないか。「みとり」が可能な

ものとそうでないものとの区別をあらかじ

め用意しておき，「気づき」は，振り返りシ

ートなど）の活用も考えられる。テストな

どを実施しないことを鑑み，「評価のための

（授業）活動」にならないようにすること

が大切であり，あくまでも目標を達成する

ための活動–目標が達成できたかをはかる

評価であると述べられた。 
	 小学校外国語活動を体験した中学生の指

導に関する研究発表は，非常に有益であり，

小学校外国語の指導を見直す視点を得るこ

とができた。 
國本和恵（子供英語） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
シンポジウム 
「英語活動と英語教育の差異と接続」 
コーディネーター 

松岡博信 
（安田女子大学） 

シンポジスト 
トム・マーナー 

（同志社国際初等部教頭） 
マーク・フェネリー 

（四国大学） 
 
	 私は，本シンポジウムにコーディネータ

ーとして参加させていただいた。お二人の

先生のご発表は 20分ずつで，その後にフロ
アの方と議論を交わすという形で進行した。

また，お二人は日本在住年数も長く，日本

語は大変流暢であるので，シンポジウムは

日本語で行われた。 
	 最初に意見を述べられたマーナー先生は，

現在の外国語活動には批判的であり，アン

チ Hi, friends! の立場を取られている。先生
の主張は次の２点に集約される。 
① 目標をきちんと設定すること 
	 英語活動の「目標」は，積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度，すなわ

ち willingness to communicateの育成であり，
自信に繋がるような指導が大切である。そ

れなのに現状ではあまりに時間数が少ない。 
② パラダイムシフト（劇的変化）の必要性 
	 小学校英語教育の中の英語活動にパター

ンプラクティス的な『英語ノート』や Hi, 
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friends! が入って来たことによって，小学校
英語教育におけるパラダイムシフトは不可

能となってしまった。中学校英語の前倒し

は論外であり，小学校英語教育は，小学校

での教育理念をふまえた活動であるべきで

ある。また，中学校で週４時間となった英

語の授業時間のうちの１時間は英語活動で

培ったものを拡張する時間であって欲しい。

さらに，Comprehensible Input を小学生に与
えるには，どうすべきか，何か基準である

べきかを考える必要がある。 
	 次にフェネリー先生が発表をされた。先

生は，英語を使って得る体験こそ大切であ

ると主張され，外国語活動は，「英語の学

力」をつけさせるものではないとの意見を

述べられた。むしろ外国語活動は異文化に

対する関心や理解，コミュニケーション能

力を育てるものであり，コミュニケーショ

ン場面をできるだけ体験させることや音声

を中心に指導することの大切さが強調され

た。さらに内容を学校・地域・子供たちの

実態に応じたものにすることも大切である

点も指摘された。また，小中連携について

は中学校の先生こそが動かないといけない

のに，現状ではまだまだである。中学校英

語教育は今まで通りにはいかないことを中

学校の先生はもっと自覚する必要があると

の議論がなされた。 
	 お二人の主張の後，フロアとの意見交換

がなされた。その主なものとしては，以下

のものである。 
	 マーナー先生から午前中発表されたフロ

アの兼重昇先生（広島大学）に対する質問

「Hi, friends! などの共通教材は，必要かそ
れとも必要悪か」に対して，兼重先生の答

えは「Hi, friends! だけに頼らず独自の加工
を実践して欲しい。共通教材を一切使わな

くても良いと思えば，使わなくても良い。」

というものであった。 
	 また，兼重先生の共同発表者の大牛英則

先生（比治山大学）に対する質問「小中連

携のあるべき姿は？」に対して，大牛先生

は「小学校では情意面を育て，中学校では

スキルを伸ばすというように棲み分けるべ

きである」と主張された。 
	 小学校英語教育に長年携わっておられる

お二人の先生方によるシンポジウムだけあ

って，ご自分の主義・出張のバックボーン

が極めて強固であり，お二人の発表を聞い

ていて，改めて小学校外国語活動と中学校

英語科の差異を明確に意識するとともに，

その連携の難しさについて考えさせられた。 
松岡博信（安田女子大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
ワークショップ 
小学校英語活動における絵本の活用法-「読
む」ことへの第一歩として 

畑江美佳（鳴門教育大学） 
 
	 英語絵本を魅力満載の副教材とし，児童

の発達や活動に合わせた，絵本の選択，効

果的な指導法，自然な文字認知につながる

活用法をワークショップ形式で紹介された。 
今回用いたのは，クマ狩りの日と決めて森

へ出かけて行った勇ましい子どもとお父さ

んが冒険する絵本で，擬態語が多く，面白

い言葉に児童がひきつけられるWe're Going 
on a Bear Hunt (Michael Rosen)，卵から繭，
蝶になっていく過程や数，曜日，たくさん

の食べ物，穴あき仕掛けなどで誰でも楽し

めるおなじみの絵本 The Very Hungry 
Caterpillar (Eric Carle)，ママカンガルーがク
ッキー生地を求めていろいろな動物を訪ね

る，繰り返しのある絵本。Who Ate All the 
Cookie Dough? (Karen Beaumont)の３冊であ
る。 
	 参加者を３グループに分け，この絵本を

小学校の低学年，中学年，高学年向けにど

うアレンジするか，課題を出された。それ

ぞれ選んだ絵本を基に，役割分担をしたり，

動作を考えたり参加者は楽しんで課題に取

り組んだ。 
	 低学年の児童は，音をキャッチして正確

に真似る。直観的に全体的にとらえるので

インプットを多用する。中学年では繰り返

し中心の単純な学習に抵抗を感じ，知的好

奇心が旺盛なのでグループで協力して成し

遂げるものを考える。高学年では，音素を

理論的分析的に捉える。聞き取れない部分

を難しいと感じたり，人前で発話すること

に抵抗を感じたりする時期でもあり，グル

ープで協力して課題を解決するものが望ま

しい。それぞれの発達段階に応じた特性を

とらえた指導方法を用いることが効果的で
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ある。その特徴を捉え，どのグループも，

楽しそうに，かつ真剣に話し合い，大きな

動作で体を動かしながら絵本と取り組んで

いた。 
	 先生は絵本を扱うよさとして５点を挙げ

られた 
①繰り返しが多く，飽きないで読むため，

単語や表現が無理なく身に付く。 
②絵とともに音声が聞こえてくるため，英

語の意味を無理なく理解することができる。 
③自然なリズムや抑揚をまねて気持ちのこ

もった英語が身に付く。 
④言語や文化，生活などの相違点や共通点

に気付くことができる。 
⑤既習の単語や表現が身に付く。 
	 また，畑江先生は絵本選びの要素として，

絵や音声で内容が推測しやすいもの，繰り

返しやリズムが自然で取りつきやすいもの，

既習の単語や表現を含むもの，生活や文化

を取り入れたもので，広い世界に目を向け

るきっかけになるものが望ましいと主張さ

れた。 
	 絵本を活用し，文字へつなげる指導法の

段階として４段階を示された。 
①読み聞かせ（聞く） 
音声を聞き，絵を見ることで推測しながら，

内容を理解できるようにする。 
②読み合い（話す） 
書いてあることを理解しながら気もちを込

めて読む。 
③黙読（聞きながら読む） 
音声や意味，文字をなぞり読みすることで，

内容を理解する。 
④一人読み（見ながら話す） 
読みながら理解することができる。一人で

読めるようになる。 
	 継続的な絵本の活用によって，英語を読

むことの素地が培えると考えられ，そのた

めには教師の授業力が問われてくる。今回

のワークショップで参加者を３グループに

分け，３冊の絵本をどう児童に与えるかを

学ぶ事ができたのは大変意義深いものであ

った。私自身絵本が好きで授業の中で毎時

間使っていたが，発達段階・英語経験に応

じた絵本選び，読み方や扱い方など適切で

あったか自問した。児童は絵本が大好きで

ある。「いつ」「何を」「どのように」与える

か，今後，さらに絵本を活用した授業を工

夫したいと思わせてもらったことに感謝，

有意義なワークショップであった。 
西谷恵美子（東広島市立板城西小学校） 

◇	 ◇	 ◇ 
 

中国四国支部 活動報告 
 
	 中国四国支部では 2013年度，２回の支部
研究大会，３回の児童英語指導法研究部会

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：2013年 5月 18日（土） 
会場：広島国際大学	 広島キャンパス 
 
本大会では実践報告，招待講演，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） 

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） 

招待講演 
「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） 

ワークショップ 
「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） 

 
・秋季支部研究大会 
開催日：2013年 11月 17日（日） 
会場：四国大学 
 
本大会では実践報告，研究発表，シンポジ

ウム，ワークショップなど計４件の発表が

なされた。 
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実践報告 
「地域を挙げて推進する鳴門市の外国語教

育〜これまでとこれから〜」 
佐藤美智子 

（鳴門市教育委員会指導主事） 
坂田美佳（林崎小学校） 

研究発表 
「小学校外国語活動再考：導入のねらいと

現状の課題について考える」 
兼重	 昇（広島大学） 

大牛英則（比治山大学） 
シンポジウム 

コーディネーター	 松岡博信 
（安田女子大学） 

「英語活動と英語教育の差異と接続」 
トム・マーナー 

（同志社国際初等部教頭） 
マーク・フェネリー 

（四国大学） 
ワークショップ 
「小学校英語活動における絵本の活用法－

「読む」ことへの第一歩として」 
畑江美佳（鳴門教育大学） 

 
2) 児童英語指導法研究部会 
 
第１回	 2013年 6月 2日（日） 
テーマ：小学校英語と児童英語教育	 小中

連携について 
講師：國本和恵（子供英語） 
第２回	 2013年 7月 7日（日） 
テーマ：小学校英語指導法と児童英語指導

法 
講師：國本和恵（子供英語） 
第３回	 2013年 10月 27日（日） 
テーマ：小学校英語指導法と児童英語指導

法	 小中連携について 
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/file/bukai.html) をご覧ください。 
 
日にち：2014年 5月 10日（土） 

時	 間：10：30-12：00 
テーマ：小学校英語や児童英語教育の指導

法について 
場	 所：広島県安芸郡府中町八幡 
	 	 	 	 英語教室子供英語（國本宅） 
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） 
参加費：無料 
連絡先：國本和恵（研究部会担当）

（bisa@urban.ne.jp） 
参加申込：メールで國本までお申し込みく

ださい。非会員の方の参加を歓迎いたしま

す。 
 
5月 10日（土）以降の研究部会は今のとこ
ろ未定ですが，決まり次第 JASTEC 中国四
国支部 HPでお知らせいたします。 
 
※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 37回支部研究大会のご案内 
 

日程 
平成 26年 5月 18日（日） 

 
会場 

広島国際大学	 広島キャンパス 
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	 平本哲嗣 

（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）  

10:35－11:35	 招待講演（60分） 
「小学校英語から中学校英語へのリンクを

考える」 
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中嶋 洋一（関西外国語大学） 
11:40－12:10	 実践報告（30分） 
「小学校英語科カリキュラム開発の試み」 

篠村 恭子 
（広島文教女子大学 非常勤講師・ 

元広島大学附属小学校 教諭） 
12:10－12:50	 昼休み 
 
午後の部 司会	 兼重	 昇 

（広島大学） 
12:50－13:00	 支部総会 
 
13:05－13:35	 研究発表（30分） 
「小学校教員が目指す英語発音とはなに

か?」 
西尾 由理 (岐阜薬科大学) 

13:45 -14:45	 ワークショップ（60分） 
「生徒も楽しめて教師の労力削減ができる

教材作りを目指して~AR 教材と PC 活用
術の紹介~」 

三宅 美鈴（広島国際大学） 
14:45－14:50	 休憩 
14:50－15:20	 全体討議（30分） 
15:20－15:30	 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，2014 年 11 月に第
２回研究大会を島根県で開催する予定

です（開催地変更の場合はお知らせい

たします）。また，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 
	 昨年の秋以降，英語教育界ではいくつか

気になる動きが出ています。その中の一つ

に昨年 12月 13日に文部科学省から発表さ
れた「グローバル化に対応した英語教育改

革実施計画」があります（詳細については

文科省のサイトでみることができます）。小

学校英語に関しての大きな変化としては，

①開始学年が下がる（小学校３年生より開

始），③外国語活動の一部教科化（３・４年

生は従来的な「外国語活動」，５・６年生は

教科「外国語」（？）へと再編），③授業時

数の増加（３・４年生は週１〜２コマ，５・

６年生は週３コマとし，上級学年ではモジ

ュール授業での展開も可），といったところ

が挙げられます。 
	 この「計画」自体は昨今の議論をみてい

る私のような立場からすると特に驚くべき

ものはないと思います。英語を外国語とす

る中国や特に韓国などを強く意識している

点，また児童英語教育の専門家の意見など

も取り入れているのが分かります。 
	 ではこの制度変更に全く問題がないのか

というとそうでもありません。上で述べた

変更点はあくまでも学校での授業のみにつ

いて述べており，小学校英語教育をとりま

く環境についての議論を行わなくてはなり

ません。もちろん文科省もその点は十分意

識しており，小学校における指導体制の強

化策として，①小学校英語教育推進リーダ

ーの加配措置・養成研修，②専科教員の指

導力向上，③小学校学級担任の英語指導力

向上，④研修用映像教材等の開発・提供，

⑤教員養成課程・採用の改善充実，の５つ

を検討しているといいます。 
	 これら５つのどれをとっても不可欠な対

応で，それ自体は結構なのですが，問題は

これらの実現可能性です。教育活動の成否

は常にどれだけ手厚い財政的措置が講じら

れるかにかかっています。巷間言われてい

るように，GDPにおける教育への公的支出
の割合はOECD加盟国で比較可能な30ヵ国
のうち，3.6%と最下位となっています（こ
のデータ自体は４年連続で最下位のままで
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す。詳細については OECD『図表でみる教
育 2013年版』をご参照ください）。「人が財
産」「コミュニケーション能力が大切」と言

いながら，もしそれを十分実現できないよ

うな現実があるとすれば，それに対しては

我々が声を上げる必要があるでしょう。 
	 また学校という組織における「改革」は

簡単なことではありません。私は今年度で

教員生活 20年目を迎えますが，学校という
ところは一部の方々が期待しているような

「劇的，抜本的な改革」というのがなかな

か難しい場所です。小学校で言えば人間の

成長を（最低）６年間というスパンでとら

えないといけないため，数年単位で指導方

針がコロコロ変わるのは指導にあたる当事

者としては困ることの方が多いものです。 
	 教育現場で何らかの制度変更を行う際に

は，①これまでの文脈を大切にする，②現

存の人的・物的リソースを大切にする，な

おかつ，③教員組織の意識改革，といった

姿勢が欠かせません。①と②は制度的な支

援の必要性，そして③は教員組織，そして

教員一人一人における当事者意識の確立と

職場内での十分な意思疎通が必要と言い換

えることができるでしょうか。「お上に言わ

れたから渋々やる」というのは子どものこ

とを考えれば到底とることのできない態度

です。また「問題があれば，しかるべきと

ころに対して声をあげる」というのも必要

になってくるでしょう（しかし本来ならば，

こういう文句を教員が言わなくてもすむよ

うに行政が手厚い支援をするのが筋でしょ

うが，，，）。 
	 限られたリソースの中「上からの改革」

に押されっぱなしでは，教育現場で奮闘し

ておられる先生方の動機付けがそがれかね

ません。そのためには，関係者が（異なる

立場から）力を出し合って，意見の拮抗状

態を維持しておく必要もあるでしょう。「意

見がまとまらない」という見方もあるでし

ょうが，人間が一番ポテンシャルを発揮す

るのは「自分には言いたいことがある，や

りたいことがある」「自分は当事者である」

という意識をもって仕事に取り組んでいる

時だと思います。「言い出しっぺが仕事をや

らされる」というのうは職場でよく聞くも

の言いですが，「言い出しっぺ」が率先して

仕事をすることで社会がより住みやすいも

のになっているのも事実です（ま、例外も

山ほどあります。言い出さなくてもいいの

に、、、という状況にもよく出くわしますが）。

ややこしい仕事が増える一方ですが，教育

を生業とする者（そうでなくても，教育環

境作りに関与している全ての人々）が当事

者意識をもって子ども達に接するのが大切

だと思います。 
	 英語教育における期待がより高まる中，

私達は「物言う英語教師」でありたいもの

です。(H) 
------------------------------------------------------- 

JASTEC中国四国支部 Newsletter No.29 
2014年 4月 30日発行 （編集	 平本哲嗣） 
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（付記） 

JASTEC中国四国支部役員 
（2014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 


