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The theme is …
今回のテーマは『担任・専科・ALT の力をどう活か
す？』としました。
これまで、幼児・児童が英語に触れ始める時期はさま
ざまでしたが、次期学習指導要領改訂で、中学年から、
多くの子どもたちが英語に触れる時代がやってきます。
これからは「使える英語」を目指して、子どもたちにど
のような力を付けてあげられるかが問われています。そ
のために、それぞれの立場にいるわたくしたちが、ある
べき指導者像を一緒に考えてまいりたいと思います。
実行委員長：平松貴美子（フィール・ザ・ワールド）

”She sells seashells.”
”One, two, buckle my shoe”
”How much wood would a woodchuck chuck…”

1
2

英語は音・リズム 〜専科への願い〜
プレゼンター：箕浦永生（English House）
箕浦先生のワークショップは、いつも“ワクワク感”に溢れています。今回も、「ハンドアウトを黙読しましょう」という英語
の指示から始まりました。その後、「10 個の質問をするので、答えを書きましょう」という課題が与えられました。参加者が
受身的に話を聞くのではなく、主体的に学ぶ“しかけ”が用意されているのです。
まずは、英語の持つ音楽（リズム・イントネーション）を体感する活動です。英語はアクセントをつけて強調して発音される
強音部と、弱く発音される弱音部が繰り返される“裏拍子”のリズムを身につけることが大切です。”Old McDonald Had a
Farm”の歌詞に合わせ、先生と一緒に手拍子をしながら裏拍子のリズムを体感します。次は、４人一組のグループ練習で
す。リーダーが先生役になり英語のセンテンスを言います。フォロアーは生徒役になり、手拍子で裏拍子のリズム打ちをし
ます。ここで使われたのは、”She sells seashells.”、”One, two, buckle my shoe”、”How much wood would a woodchuck
chuck…”などの早口言葉（tongue twister）です。早口言葉をなめらかに言うためには、英語の裏拍子のリズムを身体に
染みこませることが大切だと痛感しました。大人は、英語の文字を追うことに頼ってしまいがちで、子どものように、リズム
そのものを楽しむのが苦手なのかも知れません。
最後は、”Ten Fat Sausages”のチャンツをジェスチャー付きでグループ練習しました。この時も、手拍子をつけて裏拍子
のリズムを崩さぬようにします。一行（one verse）ごとに、英文を言った人が次の人を指名する“ワクワク感”で、繰り返し、
楽しくリズム練習を行うことができました。
専科の先生は、言語としての英語の特質や、効果的な学習方法を熟知しています。小学校の担任の先生は、専科の先
生からそれらを学び、箕浦先生のような“しかけ”をすれば、子どもたちがワクワクする楽しい外国語活動の授業ができる
のではないかと感じました。（文責：加藤拓由）

学級担任が活躍する小学校英語活動
プレゼンター：久保田香直（安城市立祥南小学校）
中学校から異動し、小学校担任になってから数年。最初は、学級の子どもた
ちと過ごす時間の多さに驚いた。様々な場面で子どもたちと向き合う担任だか
らこそ、英語授業を子どもたちの心を引きつる授業をつくることができると思う。
まず、担任は学級の子ども一人一人の興味や特技を知っている。例えば、虫を見ただけで
すぐに名前が言えるような、いわゆる「虫博士」がいたとする。その子に、モンシロチョウを英語で”cabbage
butterfly”ということを伝えたら、「キャベツのはっぱを食べるからかな」と考えるかもしれない。興味の上に知識が乗ること
で、英語への関心が高まることが期待できる。スポーツが得意な子には、いろいろな動きを英語で教えると、きっと動きと
共に、その動詞を覚えることができるであろう。英語ではキャッチボールとは言わず、”play catch”ということを聞けば、言
語の違いに興味をもつであろう。折り紙が得意な子には、origami teacher になってもらい担任の英語の指示と共にみんな
で折り紙を作って楽しむこともできる。
次に、担任は他教科と英語をつなげることができる。例えば、算数科で足し算や引き算を英語でやってみる。理科で、惑
星や人体の臓器の名前を英語にする。家庭科では、英語のレシピでお菓子作りをする（mix, add, cut 等、動きがあるので
分かりやすい）。遠足に行った後、博物館や水族館等で見たものを英語で言ってみる。これらはほんの一例であるが、子ど
もたちが一緒に学習、体験したことを元にして英語につなげることは、同じ土俵に立って英語を学ぶということである。
もう一つは、教室に英語学習の環境をつくることができる。Classroom English を積極的に使い、日にちや曜日など、掲示
物に英語を取り入れることもできる。担任の工夫と少しの努力で子どもたちは多くの英語にふれることができるのである。
英語の教科化が決まり、小学校担任の中には、前向きな気持ちになれない人もいると聞く。しかし、「担任だからこそ楽し
い英語活動ができる」と自信をもって取り組んでほしいと思う。担任が楽しく取り組めば子どもたちにもそれは伝わる。どん
なことでも教材になる。教材をアレンジし、教師自身が楽しくチャレンジしていけば、子どもたちも担任もハッピーになる英語
活動になると信じている。（文責：久保田香直）
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言葉の意味に自然に気付かせる
反復練習〜型の授業構成〜
プレゼンター：大久保英輝（Grape City 株式会社）
無理なく英語にふれ、英語でのコミュケーション力を育てる英語ソリュー
ション事業を展開する GrapeSEED 事業部の大久保氏が紹介して下さっ
たのは、示唆に富み、すぐに使える発問テクニックである。
まず、仙台市にある明泉幼稚園の英語レッスンが始まる直前の映像が
紹介された。そこには、英語で自然なやり取りを行う子どもたちの姿があっ
た。
こうした成長をもたらした「言葉の意味に自然に気づかせる反復練習型の授業構成」を演題に選んだことに触れ、早速、
以下の４つの授業構成のポイント説明に入った。
①母語を習得するプロセスと同様、たくさんの言葉のシャワーを浴びること、
②アクティビティの中での言葉の働きを意識すること、
③使用頻度の高い表現を重視すること、
④様々な方法で反復を行うこと
具体的には、Input（たくさんの語りかけ）、Model（発音やジェスチャーの例示）、Asking Questions（発問）などを行い、子ど
もたちの様子を観察しながら、必要に応じて、行きつ戻りつするとのこと。しかし「観察」が重要なのは当然のことながら、自ら
の観察手法に自信をもてるか、見取ったことをどう指導に活かすかと問われるとなかなか即答は難しい。
大久保氏はここで非常に便利で導入しやすい発問の手法を紹介してくれた。それは、ズバリ！ 以下の３種類の質問を用
意することである。
１.理解度を確認するための質問（Yes/No で答えられる質問）
もし Yes/No での返答ができていれば、内容を理解していることになり、返答がなければ前段階の Input や Model を
強化する目安になる。
２．絵本の中のフレーズが答えとなるような質問
３．自分に関連づけさせる質問（本文中の表現に自分のアイデアを加えた質問）
この日のワークショップでは、絵本『Family at the Zoo』を使って、3〜4 人のグループで質問作りに挑戦した。子どもたちは
この絵本をかなりの回数読み聞かせてもらっているという前提で質問作りを行った。
これら３種類の質問を意識的に使えば、絵本を利用した活動が飛躍的にヴァー
ジョンアップすると確信
し、会場からも「早速使ってみたい！」との声が聞かれた。 （文責：永倉由里）

これからの小学校英語とモジュール学習
プレゼンター：田縁眞弓（京都教育大学
(非)）
今後の文科省からの指針に入るかもしれない「モジュール学習（短時間学
習）」が実際に公立小学校の現場に降りた場合、現場にさらに大きな負荷
や混乱を招きはしないか心配である。昼休みの時間を削ってまで英語を行
う必要があるのか、という議論があってもおかしくない。これまで、朝読書等、各学
校の特色を活かしながら進められている活動に英語のモジュール学習が食い込んでいくこと
になり、現場の負担感はさらに増していくことは容易に想像できる。今年度の JASTEC 第 35 回秋季研究大会
のシンポジウムでは、東京学芸大学の粕谷先生より「モジュール学習が単なるパターンプラクティスの温床になってしま
うのではないか」と懸念するご意見もあった。また、45 分の授業で学んだ表現等を反復により定着させる活動に適して
いる、と文科省が言及している意味を指導者がどのようにとらえるかによっても大きな誤解を生じかねないという危険性
をはらんでいるようにも感じる。
そのような不安材料のある「モジュール学習（短時間学習）」だが、田縁先生の実践発表からは、その不安な点はまっ
たく感じられず、それよりもこのモジュールが単位時間の授業と授業をつなぐ重要な「鎖」の役割を担うことができるので
はないか、とご提案された。
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これまでの深い実践経験から、次の３つが「公立小のモジュール時間で大切にしたいこと」としてまとめられた。
① サンプルとなるモデルを聞かせる：音韻（音素）の認識
② 良質で多量のインプット：音と意味のすり合わせ
③ 語感を養う：リズム・ピッチ・形式等
担任が良質な音源を活用しながら、活動のファシリテイターとして、子どもたちと一緒に楽しい雰囲気の中で英語の音に慣
れ親しむことは、子どもたちの心の解放にも大きく寄与するだろうし、だれとでも声を出し合える「安心感のある学級」にも
つながることであり、担任の工夫の幅により充実した時間になり得る、とも田縁先生は述べられた。
最後に、田縁先生が関わられた大阪市の英語イノベーション事業英語教育重点校のモジュール学習指導案のダウンロ
ード先を紹介したい。
http://www.ocec.jp/center/index.cfm/29,12365,249,html
このような情報が提供されていることは、今後担任がモジュール学習の時間を具体的にイメージしやすくなると考えられた
め、他に広がり、実態に応じて工夫改良されながら活用されることを期待したい。 （文責：新井謙司）

Comprehensible Input - The ALT/English teachers Role
プレゼンター：Peter Richardson（ (株)アルティアセントラル）
Comprehensible Input とは何か？
まず Stephen D. Krashen のセミナーの映像を見せていただき、意
味を伴った教室でのやり取りを考える機会を得た。言語学者
Krashen 氏がドイツ語を使って、学習者が理解できるメッセージを
送ることの重要性を説き、我々はそのビデオで学んだことをグルー
プで話し合った。
ALT としての Richardson 氏は Comprehensible Input を、

Language that our students can understand, but may not
yet be able to produce. Language that is slightly above
our students’ current ability, “Plus One” と定義された。
”can understand, but not be able to produce” であ
り、” slightly above ”である classroom English を仕組むことの
大切さを再確認した。学習者がすでに理解できることに「プラス１」してい
くこと、そのための手順をユーモアを交えて教えていただいた。
見せて理解を促して、無理なくアウトプットにつなげていく。身体を動かして学ぶことが得意な幼児には TPR
（total physical response） も利用しながら学習者の言語能力をのばし、中学生ならば、自ら考え、話し合い、発表す
る、という active learning の手法で迫る。Richardson 氏の指導は常に student-centered だった。
「英語は英語で教えよう、英語は英語で学ぼう」と始まった小学校英語だが、日本語ネイティブとしては、語彙や文構
造を制御した teacher talk を使いこなすだけでも大変である。「とにかく聞かせる量だ！インプット！インプット！」と唱え
て日々研鑽を積んでいる実践者には、英語ネイティブから「先生が英語を話せばインプットとして成立するわけではな
い。理解可能なインプットが必要不可欠だ。」というメッセージを受け取ること自体とても新鮮だったと思う。
大会終了後、Richardson 氏に尋ねた。 ”I love your teaching style. You’re a funny actor, a warm teacher,

and a great supervisor. What’s your secret? “ He smiled and answered immediately. “ To watch
children. To watch their reaction. We learn from them.”
知識伝授、反復練習のみの英語教育を終わらせ、児童に寄り添い支援する指導を ALT の力も借りて進めることで、
ひとりひとりの学習者が幸せな英語学習のスタートを切ることができると感じた。 （文責：樋田禎美）
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シンポジウム
『
』
久保田 香直 （安城市立祥南小学校）
巽 徹 （岐阜大学）
田縁 眞弓 （京都教育大学（非））
Peter Richardson （㈱

）

それぞれの立場から語られた登壇者の思い、グループ討議後の代表者発表の様子を紹介する。
○担任として（久保田）
ALT と楽しそうに話すよき見本になれる。児童の実態を考慮して活動を仕組むことができるのが強み。積極的
にコミュニケーションを図ろうとする態度は担任だからこそ指導できること。子ども同士の関わりやふれあいを引
き出して温かいクラス作りにも結び付けることができる。英語運用力の苦手意識を克服して、全員で指導の質を
向上させることが今後の課題。
○ALT として（Richardson）
担任とのコミュニケ-ションが鍵。協同授業では T1,T2 の役割は 45 分をリードする T1 とサポートする T2 と考
えずに、場面によって役割を交代してしかるべき。異文化、異言語を教室に持ち込める ALT をどう活躍させられ
るか、是非担任に考えてほしい。指導者同士がコミュニケーションを深めることによって指導内容は格段に向上
するはず。
○専科、日本人指導者として（田縁）
15 年前私立小学校で期待された TT 指導での日本人指導者への期待は、全児童がわかるようにネィティブ教
員の英語を訳すことだった。小学校英語の実践研究が進んだ今、専科の役割は facilitator となることであろう。
担任と日本語で意思相通を図り、児童には成長段階を考慮して meaningful, relevant, purposeful な英語を提供
する。思いを伝えるための言葉を教えられるのが専科の強みである。それぞれが立場を越え遠慮しないで互い
の強みを生かすことが大切。
○研究者、指導者養成者として（巽）
教科化が現実になりそうな今、面白い授業を始めている担任もいて変化を感じる。安心して声が出せるクラス
ができていれば、英語活動のみならず全教科成功するであろう。クラス一丸となって活動を楽しめるのは担任な
らでは。ALT とはもっと打ち合わせが必要。今後は免許制度の改訂も考えられるが、だれが教えるにしても、皆
で同じ方向を向いて、指導しなければならない。教員養成、良質な教材開発は急務。表現をすりこむための英語
と気持ちを伝えるための英語、両方を兼ね備えた人が指導者になるべき。
グループ討議後代表者が発表。実践内容を明確にする必要がある。学級経営が大切で担任力が問われる。
だれがどこで教えても有効な教材の開発が必要。教員養成に音声指導ができるようなプログラムを。TT の効果
を上げるには、積極的な担任の参加が不可欠。担任が堂々と英語を使う様子が児童の学習意欲を上げ、そこに
専門家として助言ができる小学校文化を熟知した ALT や専科が加わることで、コミュニケーションの素地を養う
ことができる。 など 各グループで熱心に話し合われた様子が報告された。
「学習者の中にどのような学習がおこっているのか、そこに焦点を当てれば自ずとだれがどのように教えるべ
きか見えてくるのかもしれない。」という巽先生のまとめの言葉が印象的だった。
（文責：樋田禎美）

