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２０１１（平成 23）年 5月 19日

ＪＡＳＴＥＣ中部支部　ニューズレター

静岡大会（平成 23年 2月 13日（日）東海大学短期大学部）の報告

＜プログラム＞

10:05~10:50　ワークショップ 　　

①「歌とチャンツを使った高学年指導：~つぶやきじゃないよ~聞いて！　歌っているよ」 　　　　　　　　　　

プレゼンター　野中美恵　（Mie English School）

10:55~11:25　授業実践・研究発表

②「コミュニケーション能力を高める外国語活動」

　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンター　中島　潤（浜松市立西小学校）

11:25~11:40　質疑応答

11:45~12:15　授業実践・研究発表  　　

③「楽しくコミュニケーションを図る英語授業づくり

－ 学級担任と英語活動コーディネーターの協同を通して－ 」

　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンター　石榑　千恵（岐阜市立長森南小学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巽　徹（岐阜大学教育学部） 　　　　　

13:40~14:25　ワークショップ 　　　　

④「英語落語指導の実際 Practice in Rakugo and Rakugo Method 」 　

　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンター　池亀葉子（こども英語落語協会）

14:30~15:00　授業実践・研究発表 　　

⑤「中学校につなげたい、自己表現活動の段階的指導の工夫」 　　　　　　　　　　　　　　　

プレゼンター　加藤拓由（春日井市立神屋小学校）

15:00~15:15　質疑応答

15:20~16:20　講演 　　　　　　　

　　　　 ⑥ 「英語活動必修化に期待したいことー子どもの自然な学びを探るー」

　矢次　和代（JASTEC 会長　元聖セシリア小学校）

＜参会記＞

①　「歌とチャンツを使った高学年指導：~つぶやきじゃないよ~聞いて！歌っているよ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野中美恵（MIE English School）

　昨年 5 月の名古屋大会で好評だった低学年音声指導の続編として今回は小学校高学年向けの歌やチャンツ
を使った音声指導を教えていただいた。野中先生は「高学年は歌わない、高学年は踊らない、高学年はのり

が悪い！というのは都市伝説のようなもの。まず指導者が歌ったり身体を動かすことを楽しみ、その効果を

信じよう。」と我々に”Do you love music?”と問いかけた。
　「The Days of The Week」は初頭音を交代でジェスチャーで表したり、グループ活動にしたりすることで、
高学年でも使えることがわかった。曜日に具体的なイメージを持たせるために、月曜には○○を食べ、火曜

には○○を食べ⋯ という Show and Tell へつなげ、自己表現活動に直結させる方法を学んだ。また自分が観
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るテレビ番組紹介も楽しそうだった。「Monkey, Monkey, Moo」は高学年が自分たちでリーダーを決める際
に使える曲でリズムのよい簡単な歌だが、she と he の区別を自然に身につけさせることができる優れもの
だった。「The Three Little Pigs」からは有名な 3 匹のこぶたとオオカミのやりとりをミュージカル仕立てで
練習した後、名前を入れ替えたり状況設定を考えさせるというアイデアを教えていただいた。野中先生の生

徒さん兄弟はお風呂に入るときに毎晩これを歌って楽しんでいるそうだ。「Vegetable Goop」で文字に親ま
せた後では曲に合わせてハンカチ落としや ABC チャットに発展させる活動を体験した。ABC チャットは会
話をすべてアルファベットの連続で発話し、イントネーションや表情、ジェスチャーなどで見ている人に内

容を推測させることができるが、何より演者も観客も楽しい。会場ではグループごとに状況設定をして演じ

てみせたが、有名人に出会ってサインをもらうファンや遅刻した生徒が担任の先生に謝る場面など皆さんの

演技力に感心した。早速指導者研修で使わせてもらったが大変面白かった。あらかじめ伝える英文を全員に

知らせて行うと演者の表情が豊かになるのも発見だった。これなら高学年の知的好奇心を刺激できる。歌の

意味、活動の目的が明確になれば高学年も自分たちが楽しむツールとして歌をとらえることができるはずだ。

野中先生は実に楽しそうに歌い身体を動かす。そんな指導者に子どもたちはつい乗せられて歌いたくなるの

であろう。まずは「高学年は歌わない」という思いこみを捨てるところから始めてみようと思った。 　　　　

（樋田禎美）

②「コミュニケーション能力を高める外国語活動」 　　　

　　　　　　　　中島　潤（ナカジマ　ヒロシ）　　浜松市立西小学校

浜松市立西小学校は、浜松市の中心に近く位置し、『やらまいか精神』の漲る地域の中に育くまれた、伝統

のある学校で、児童数は 300人ほどであることをまず紹介された。西小は『小学校における英語活動等国際
理解活動推進事業』の拠点校でもあり、『英語を聞いたり話したりする活動を通して、英語に親しみ、人間

関係能力と他者と進んでかかわろうとする気持ちを育てる』ことを目標に掲げ、それに沿ったカリキュラム

を、さまざまに工夫して、実践し、成果をあげつつあると見受けられた。

あくまでも学級担任主導の体制をとり、週 2回（水・金）朝 8：00~8：15の「英語タイム」を全校に設
けている。決してむずかしく考えないで、先生同志助け合い、ごく自然な　 ‘All English’の授業にも挑戦
しているとは、素晴らしいことである。そのような地道な積み重ねによって、児童が英語を学ぶ環境が整え

られ、父母たちにもよく理解されていると思われる。

授業の実践にあたっては、次の 6つのチェックポイントが定められている。

①　Big 大きな声で　　②　Listen よく聴こう 　

③　Eye to Eye 目と目を合わせて　④　Enjoy 楽しもう 　

⑤　Big Smile 笑おう　　⑥　Big Action 大きな身振りで

授業中も、活動中も、発表の際にも、いつもこの 6つのポイントを互いに意識しあって、明るく、はきはき
とした取り組みができるように指導しているとのことである。知的好奇心をくすぐるような題材を選び、ロ

ーマ字学習を生かして、英語の文字を、目でみて日常生活の中にある物や、言葉と結びつけて連想する経験

も、大切にしているとのことである。グループ活動の中で個人の思いを反映させる工夫の一つとして、

＊     「夢の時間割をつろう」→自分の都合のよい時間割をつくり、それを持ち寄って皆が納得する大きな時
間割を作成してみる

＊「1日のスケジュールを作ろう」→暮らしぶりを英語で発表してみる（スピーチ）
＊「ＣＭ　を作ろう」→生活の中の身近な商品を取り上げ、味覚や食感について表現を探し、練習し、ＣＭ

を完成させて、皆の前で発表する。このような自由で多彩で、じっくりと時間をかけた英語活動によっ

て、英語を身近なものとして体験し、必ず発信する。個人と他者との見事なバランスを示す授業風景が、

動画で紹介された。
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このような授業をうけた児童の 96％までが『英語が楽しい』と言っているとのことである。中島先生ご自
身も『英語にどっぷりと浸かっています』と、爽やかな、自信に満ちた笑顔で結ばれた。 　　　　　　　　　　　　　　

（松村美佐子）

③　「楽しくコミュニケーションを図ることのできる英語の学習をめざして」

石榑千恵（岐阜市立長森南小学校）

石榑氏は、特別支援学級での学級担任と英語活動コーディーネータの共同授業の実践をビデオを使いなが

ら紹介してくださった。

氏はまず、長森小学校での英語の単元・授業の構成についてふれ、児童の実態に応じた題材中心のカリキ

ュラム編成、「つかむ」「慣れる」「楽しむ」の３つのステップで進める単元構成、学び方の定着を図る単位時

間の構成などの特徴を紹介された。この構成に従い、「楽しくコミュニケーションを図ることのできる英語学

習ができる」ことを目標にして、日々、英語活動に取り組んでいるということであった。

特別支援学級で英語活動をすることは大変なエネルギーと工夫が必要であることは容易に察することがで

きる。氏の担当する学級は、知的障がい、高機能自閉症などの障がいのある児童で構成されている。どのよ

うに授業を展開するかは普通学級の授業しか関わったことのない筆者などには、まさに未知の世界であった。

だが、ビデオを観る限り、氏の授業は児童が自然に英語に慣れ親しみ楽しくコミュニケーションを取る場面

の連続であった。

その工夫の一つは greeting, activity, story time と単元時間を３つに分けて、集中して児童が言語活動に取
り組めるようにしているという点であろう。また、それぞれの児童の障がいの特徴や児童の得意分野をよく

知り、それを活かしたきめ細かい授業運営をすることや、学級担任と English Friend（英語活動コーディネ
ーター）がきめ細かい事前打ち合わせを行い、授業についての共通理解を図るなどが成功の秘訣であるよう

だ。どのような対象に、どのような目標で、何を教えるかなどは普通学級や特別支援学級では異なるかもし

れないが、よい共同授業の基本は同じであるということを再認識させられた。

特別支援学級いぶき学級は全 10時間を使い、果物の名前や尋ね方に慣れ親しみながら、
ゲームやインタビュー活動を通して、仲間と楽しくコミュニケーションを

図ろうとする態度をしっかりと育てている。最近は、聾唖者への英語教育の研究

も進んでいる。だが、障がいのある児童への授業実践や研究は私の知る限り多く

ない。このような実践を紹介してくださった石槫先生に深く感謝したい。また、

ぜひ、この続きを発表していただきたいと思う。

塩澤正（中部大学）

④ ワークショップ「英語落語指導の実際　Practice in Rakugo and Rakugo Method」
　　池亀葉子（こども英語落語協会）

　今日は２月１４日バレンタイデー。もらったチョコを食べながらコンピューターで調べている。落語の道

具は扇子と手ぬぐいだけ。なみなみならぬ表現力が要求される。この手ぬぐいだが「どうして縫ってないん

だろう？」　を。昨日池亀先生の発表で先生が答を教

えてくれなかった課題だ。昨日の参加者の人たちは調べているだろうか？と思いながら私は調べている。先

生の言われたことばはこうだ。「教えてもらったことはすぐ忘れる。自分で調べたことは忘れない。だから

私もこの答を言いません。調べて下さい。」 調べた。答が分かった。でも答は書かない。調べて下さ~い・・・。
これって快感！

池亀先生が大手児童英語スクールでずっと講師をされてきて、たどりついたのが落語。英語教育のツールと

してたどり着く。先生が考案された「落語メソッド」を紹介していただいた。先生の「思い」が関西弁に乗
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ってぐんぐん私の心の中にしみ込んで来る。夜中の３時まで一生懸命子どもたちのために教材作りをして、

それでも子どもたちは「変わらなかった！」　 変えたのは「落語」の力。高座の上に座る_注目を浴びる_自
立心が育まれる。人を笑わせたい_アウトプットの欲求が生まれる_落ちで笑いたい聴衆とのコミュニカティ
フな空間体験_こどもたちの達成感・幸福度・学ぶ動機が倍増する。落語を演じるには想像力・イマジネー
ションが要る_人生を切り開く要素_人間教育にも貢献。落語は「日本」_他国と自国のアイデンティティー
を子どもは考える。笑いは人生に幸福感をもたらす_マイナスをプラスに転じる発想力が高まる。この「落
語メソッド」を実演とともに４５分楽しんだ珠玉の時間だった。

（箕浦永生）

⑤　「中学校につなげたい 自己表現活動の段階的指導の工夫」

加藤　拓由（春日井市立神屋小学校） 　

　加藤先生は、愛知県の春日井市立神屋小学校にて、担任をお勤めになりながら外国語活動の実践を積み、

さらに、大学院にて理論面からも外国語活動について分析をされています。今回のご発表内容は、春日井市

英語研究会にて外国語活動に関わるアンケート調査を実施された結果から、中学校につなげていく自己表現

活動を段階的に指導していくための一手間・一工夫の重要性についてご提案がありました。

　春日井市英語研究会が行ったアンケート調査は、小学校担任(５・６年生)、小学校児童(５・６年生)、中

学１年の教科担任、そして、追跡調査として中学１年生の生徒にも実施されていて、とても貴重なデータが

含まれるものでした。アンケート調査には、調査側の意図により、結果にバイアスがかかる場合もあるため、

慎重に質問内容を吟味したり、十分なデータ量が必要です。そういった意味からも、今回の調査は、今後さ

らに改良され、より多くのデータを収集され、様々な角度からそのデータを分析して、私たちに新たな示唆

を与えて抱けるものと期待しています

　さて、今回の調査結果の中で、私が特に気になった結果の１つは、中学１年生の答えの中に、「小学校の時、

英語があまりすきではなかった」という生徒が３割程度いたことである。加藤先生のまとめから読み取れる

ことは、そのように子どもたちが感じる要因として、「わからないまま進んで行ってしまうことへの不安感」、

「無理矢理、発話が要求される場面での失敗」、「ゲームでの勝ち負けなどに終始し、学びの実感をもてない」、

そして、「仲間との関わり合いの中で言葉を使って通じ合う喜びを感じていない」といったことが挙げられる

と思います。そこで、加藤先生は、自己表現指導のポイントとして、「歌やゲーム的な活動を通して、仲間と

のふれあいを大切にすること」「無理なく自己表現活動を行うためのスモールステップを大切にすること」を

ご提案されました。

① 繰り返しの活動をスパイラルに行う

② 「英語ノート」の活動を基本にしてアレンジする

③ 仲間との「ふれあい」を意識した活動を設定する

④ 児童の「気付き」を発起する授業途中の「評価」の位置づけをする

⑤ 仲間の情報を共有化し、お互いのことを良く知る（会話カードの利用）

⑥ スモールステップで、少しずつ、無理なく進める

⑦ これまでの活動の情報を使って、発展的な自己表現活動を位置づける

このように丁寧に、小学生のものの感じ方、思考の流れを大切にしながらスモールステップを設定される加

藤先生の心中は、やはり担任としての「目の前にいるすべての児童に、英語という言葉を通して、仲間を知

り、関わりながら、自分に自信をもって自己表現してほしい」という熱く、温かいお気持ちがあるのだと伝

わってきました。そのかわいい子どもたちが、中学校の英語学習においても、自分の言葉で生き生きと表現

していくことを願って今回のご発表のテーマをお考えになられたものと解釈しました。

（新井謙司（岐阜県高山市立松倉中学校））
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⑥　「英語活動必修化に期待したいことー子どもの自然な学びを探るー」

　　　　　　　　　　　　　　　矢次和代（JASTEC 会長・元聖セシリア小学校）

　矢次先生は、神奈川県にある聖セシリア小学校・幼稚園で２７年間教壇に立ち、児童英語・小学校英語教

育を先駆者のお一人として長年推進なさってきた。現在は JASTEC の会長として、公立小学校での必修化本
格実施を目前に控え、さまざまな課題が論議されている小学校英語教育の在り方の指南役も務められている。

現場で長年、子どもたちを見つめてきたカリスマ教師である矢次先生だからこそ指摘できる指導上の留意点

を提示された。

　講演では、１９９２年に研究指定校第１号が指定されて以来の公立小学校での必修化への軌跡を辿りなが

ら、小学校学習指導要領における外国語活動の目標を確認した。そして、教育現場での長年の経験を通して

見られた児童の学びの姿に基づきながら、言語習得理論の原点に立ち、「子どもの自然な学び」を大切にした

指導の在り方を提言された。

　また、児童の発達段階に沿って、低学年、中学年、高学年の特徴を分析し、英語劇指導の例を挙げ、教室

での児童の学びの様子、反応を検討し、英語学習能力、異文化コミュニケーション能力をいかに継続的に育

んでいくかというプロセスを紹介され、スパイラルに一つずつできることを積み上げていくなど、指導上の

到達目標を確認された。 　　

　アウトプットだけを求めて指導することは、子どもたちが英語活動を繰り返し行いながら、英語という異

言語、異文化のなかにある英語独特のルールや特徴などを「自ら挑戦しながら発見していく力」を削ぐこと

になりかねないという指摘は矢次先生の長年の実践に裏付けられた指導の在り方として、印象深かった。

　また、公立小学校での学級担任、JTE、ALT 各々の役割を挙げながら、教員の持ち味を活かした指導体制
を確立していくことの大切さを確認され、教員自身が教室内で「状況にあった、自然で意味のあることば」

を使って、コミュニケーション活動を展開できるよう、ことばに関する感性を磨き、指導力を獲得していく

ことの大切さを、さまざまな教室風景を紹介しながら、フロアーの先生方に問いかけられた。教室内での不

自然な挨拶などにも

警鐘をならされた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（幸田明子（常葉学園大学））

④のワークショップ「英語落語指導の実際」をご発表いただいた池亀氏からは、「こども英語落語」に関する

次のような文章をお寄せいただきました。

こども英語落語協会代表　池亀葉子

「英語を学習するこどもたちには、勇気もセットで身につけて欲しい。」

英語を言うとなると、もじもじしてしまうこどもたち。人前でしっかり立って英語で発表できた、という経験を

積んでもらうことも大切な事だと思い、毎年発表会を行ってきました。

　歌、チャンツ、絵本暗唱、スキット、寸劇、ドラマ、スピーチ。色々な素材使ってあらゆる方法を試しました。

ただ覚えて言うだけでも、それは価値のある事だけど、心が言葉にのっかっていないと、本当の言葉とは言えま

せん。「もっとおおきな声で。」「もっと感情を込めて。」「もっと表情を出して。」「もっとはっきりした発

音で言わないと聞こえないよ。」と指導を続けていました。それでも、こどもたちは、なかなか私の期待通りに

は変化しません。

　１０年以上前になりますが、本屋さんで題材を探していた時、桂枝雀さんの「英語落語」の台本を見つけまし

た。「あ、これだ！！」落語なら、１人で二役することで、人物の演じ分けが必要になる。自然に感情がこもり

表現力も上がるのではないか。実際に試してみると生徒の様子はみるみる変わっていきました。英語落語には、

長いものもあれば、短い小咄もあります。幼児にでも出来る２~３分の長さのものもあります。英語落語を体験

した幼児から中学生までの全員が変化しました。自然に気持ちを込めて英語で語る勇気を身に付けたのです。な

ぜそうなったのでしょうか。その理由を次に具体例と共にまとめてみたいと思います。
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１　落語の表現スタイルが、こどもの想像力を引き出す。

落語では、背景、大道具、照明、衣装などのstage effectは使われません。ただ１人、座布団の上に座って複数の
人物を演じ分け、ストーリーを伝えなければなりません。この非常に規制が多いスタイルの中で駆使されるのは

「想像力」です。見えない相手に話しかけるためには、まず、a.見えない人の顔を浮かべる、b.その人がどんな
人でなぜそこにいるのかを想像する　c.自分はどんな気持ちでその人に何を伝えたいのか、考えます。

２　落語で、言葉に心を込める、ということを経験する。

ストーリーの場面設定、その移り変わりと心情の変化を確認、登場人物のキャラクター設定、それを自分想像し

たやり方でやっていい。こどもたちは、その独自のアイデア、表現を丁寧に作り上げ、丁寧に言葉にします。言

葉に気持ちを乗せる、というより心に言葉がくっついた、という経験。本当の言葉を英語で発する、ということ

を体得します。

例）お父さんとお母さんは救急車で病院に運ばれて行った。自分だけおいていかれてしまったペットのおさる。

病院の方を見つめる。お猿のおかれた状況。お猿の性格。お猿の気持ち。恐怖、不安、怒り、悲しみ、お父さん

とお母さんに対する気持ち。これらを独自に設定し、心に深く感じることができるまで導く。その気持ちを全部、

身体を表情に込める、そして台詞を言う。" Kya,kya!" たった一言のこの台詞を作るのに、時間をかけます。こど
もは、「ああ、これが言葉なんだ」と自分でわかります。そして、「音」ではなく「言葉」を自分の力で発する

ことができた、また、「言葉」は、聞いている人に伝わるんだ、ということを覚えます。

３　落語で、人に聞いて欲しい、という気持ちがどんどん引き出される。

こどもたちは、自分の言葉で人の心を動かす、という経験をします。心を込めれば込めるほど、観客の人たちに

伝わるのがわかる。自分の話を聞いて人が反応してくれる、ということはとても嬉しい事です。特に、落語の「落

ち」での観衆の「笑い」は、話し手にとっては「愛情」で、それは、自己肯定感と自信を育てます。

こどもたちの「伝えたい気持ち」は、その声と態度に変化をもたらします。

自ら、伝えたいという強い動機があるので、言われてではなく、声は大きくなり、発音もクリアにしようと自発

的に意識をし始めます。

落語を使って、多くのこどもたちの「言葉」が人の心を動かしていくことを願っています。


