
 

JASTEC 中部支部 夏季研究大会（岐阜大会） 
平成２８年７月３日（日） 岐阜大学サテライト・キャンパス 

Newsletter 
「考えながら聴く・話す英語授業の創造 〜『暗記』を超えて〜」 

子どもの言葉の学びに 
  欠かせないプロセスとは… 
岐阜大会のテーマ 
 「考えながら聴く・話す」が 
  その答えの１つを提案します。 

 学校現場の先生は、様々なアイデアを出し合い
ながら、日々教材研究、教材づくり、授業改善に
努めています。それは、目の前にいる子どもたち
が授業を通して「分かった」「そうなんだ」「言っ
てみたい」と言わんばかりに目をキラキラと輝か
せながら学びを深めていく姿を願ってのことで
しょう。 

 しかしそう願うが故に、英語を「話す」活動の
際に子どもたちが困らないようにと、そのための
準備段階に語彙や表現を、不自然な場面の中で
「教え込む」という手順がとられがちになってい
る場面をよく見ます。そうすると、子どもは『暗
記』することでその場を乗り切る術を身につけ
『暗記』の枠組みから抜け出そうとしません。子
どもたちには、言葉の自由な発想と広がりが実感

として感じられる体験を小学
校段階の英語学習で積み上げ
てほしいと願っています。 

〈 プログラム 〉 
１ ワークショップⅠ 

田縁眞弓先生（京都教育大学） 

２ 研究発表 
加藤純子先生（おやこえいごくらぶ） 

３ 実践発表Ⅰ 
山本智子先生（高山市立北稜中学校） 

４ ワークショップⅡ 
相田眞喜子先生（田園調布雙葉小学校） 

５ 実践発表Ⅱ 
武部八重子先生（岐阜市立長良東小学校） 

６ 講 演 
山田誠志先生（岐阜県教育委員会） 

７ 小グループ・ディスカッション 

（小グループ・ディスカッションより） 



  田縁先生には、前回の名古屋大会の時から引
き続いてご発表いただきました。田縁先生の軽快
なトークに、会場にみえた参加者も一体となって
活動を楽しみました。 
 田縁先生のこれまでの実践から、今後の文科省
からの指針に入るであろう「モジュール（短時間
学習）」が実際に小学校現場で実践された場合を
想定し、短時間学習が単位時間の授業と授業をつ
なぐ重要な単元の「鎖」の役割を担うことができ
ると考えてみえます。そのキーポイントになる指
導イメージは、教師からの本当の情報を子どもた
ちに聴かせながら、聴いてみたいという気持ちを
想起させていきながら、表現や語彙を導入してい
きます。そして、短時間学習の中で、これまでの
ゲーム的な活動を楽しみながら、導入した語彙や
表現を定着させ、１時間の授業を通して仲間に言
いたいことが言えた、伝わった、という体験を積
ませていくことが大切であると考えてみえます。 

１ ワークショップⅠ 
「短時間学習 考えながら聴く・話す Ⅰ」 
 

田縁眞弓先生〈京都教育大学（非）〉 

 子どもは本を読んでもらうのが大好きです。子
どもたちは、わくわくしながらお話を聞きます。
加藤先生はその絵本の読み聞かせを英語教育に取
り入れ、英語学習入門期における教材としての有
効性を説いています。また、絵本そのものの教材
としての価値だけではなく、読み手の技量にも言
及し、子どもの心を動かす導入や気づき、理解を
深める英語絵本の使い方を実際の指導映像と共に
語ってくださいました。 
 具体的には、語彙指導や幼児児童の既知事項を
想起させる pre-storytelling、内容についての質
問、色塗り、工作、お絵かきなどの post-
storytelling activities の両方を適時レッスンに取
り入れ、それぞれの発達段階に応じた取り組み方
を紹介されました。巧みな問いかけで学習者の反
応を引き出し、年齢にふさわしい活動を準備して
物語に惹きこませることで、「考えながら」聞く態
度を育てていました。素材は本誌のみではなく、
自作のパネルシアターや紙芝居なども利用して、
活発なインタラクションを引き出すことに成功し
ています。授業者が作品のもつ力を研究し、子ど
もの興味関心を想定し、「読み」のスキルを上げる
ことが、考えながら絵本を聞く学習者を育てる鍵
になると感じました。（文責：樋田禎美） 
 

ここで再度、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ます。 
 
   http://www.ocec.jp/center/index.cfm/29,12365,249,html 
 
このような情報の提供は、担任が今後の短時間学習を具体的にイメージするために、大変有効で
す。各々が実態に応じて工夫改良しながら、子どもたちにとって有意義な短時間学習の実践が進
むことを期待しています。（文責：新井謙司） 

２ 研究発表 
 
「英語絵本をす活用する「考えながら聞く」 
英語活動を目指して 
 

加藤純子先生〈おやこえいごくらぶ〉 



  岐阜県は、平成２６年度より県内各地区に英
語拠点校を設定し、英語教育イノベーション事
業をスタートしました。岐阜県飛騨地区では、
第１期として、平成２６年・２７年度の２年
間、高山市立本郷小学校（協力校：栃尾小学
校）と高山市立北稜中学校に、第２期として、
平成２８年・２９年度の２年間、高山市立久々
野小学校と高山市立久々野中学校が英語教育拠
点校として設定されています。 
 今回、ご発表いただいた山本智子先生は、本
郷小学校にて２年間、英語活動を中心的に推進
し、そこで学んだ子どもたちと一緒に、同じ地
区にある北稜中学校へ異動され、現在は小・中
学校のつながりをもたせた英語教育の実践に
日々ご尽力されています。 
 自分の思いやふるさとについて思いを語れる
子どもの育成を目指して実践を積まれました。
自分の思いを語るための土台づくりとして、相
手の話した内容を確認する Echoing とどの会話
活動においてもWhy? Because…の表現を取り
入れ、子どもたちの自由な思いを表現できるよ
う工夫されました。 
 さらに、Small Talk の帯活動を授業の始めに
位置づけ、繰り返し子どもたちが既習表現を活
用する場面が設定されています。また、ALT タ
イム、モジュール活動でのミニレッスン、えい
ごリアンの視聴、英語クラブの設定等、授業外
での英語に慣れ親しむ場面設定にも取り組んで
こられました。 
  その成果として、子どもたちの姿の中に、暗記したことだけでなく、その場面にあった表現を駆使

して伝えようとする姿が見られるようになってきました。繰り返し、英語を聞いたり、話したりする
ことに慣れ親しむ活動を丁寧に設定されてきたことによって、即興的な場面でもたじろがず対応しよ
うとする子どもたちの姿がうまれてきていると感じました。（文責：新井謙司） 
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 相田眞喜子先生のワークショップは、表題にある
「考えながら」とは「何を考えながら」なのかを問
いかけることから始まりました。その答えは紹介し
て下さった学年を問わず使える以下の３つの活動の
中にあります。 
 
①Seven Steps → Ten Steps → Twelve Steps 
 まずは、ウォーミングアップに重宝すること請け
合いの活動。おなじみの歌 Seven Steps を以下
の要領で同じメロディの中に「10まで」「12ま
で」を押し込み、テンポよく言いきることで、 
 口の周りの筋肉をほぐす活動です。これだけで少し緊
張が高まり、教師の後に続いて言い切るのには集中力
を要します。うまく言い切れると「ヤッター！」とい
う気分も味わえる。 

３ 実践発表Ⅰ 

「ふるさとを足場にして、即興で考え、伝え
ようとする子どもを目指して」 
 

山本智子先生〈高山市立北稜中学校〉 

４ 実践発表Ⅰ 

「短時間学習 考えながら聴く・話すⅡ」 
相田眞喜子先生〈田園調布雙葉小学校〉 



 

 
 
  

５ 実践発表Ⅱ 
「既習表現を活用して、お互いの考えや気持
ちを伝え合う高学年の英語科学習」 
 

武部八重子先生〈岐阜市立長良東小学校〉 
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  ▲    ▲    ▲       ▲ 
 
② 乗り物カードを使った Do you have a truck? 
  3 枚の乗り物カードを用いながら、絵を見せ発音練習をしたら、カードを伏せた状態で、児童に
好きなカードを一枚ずつ取ってもらいます。児童が bus, truck, helicopter の内どのカードを持っ
ているかを教師が「推測」しながら問い掛けをしていきます。 
 
 T: Well … Do you have a truck?    S1: No. 
 T: Oh … Then … Do you have a bus?    S1: Yes.  
  （教師は推測が当たったことを喜ぶ。） 
 T: Next …  Do you have a helicopter?   S2: Yes! 
  （教師は推測が当たったことを喜ぶ。） 
 
 この活動のポイントの一つは、扱う語彙が日本語（カタカナ）とほぼ同じなので全員がその意味
を理解でき、児童には Yes, [I do.] または No,[I don’t.]での即答を求めるだけなので誰もが安心し
て活動に参加できます。英語で質問を繰り返す教師の姿を見せることで、児童は「あ～、あんな風
に質問すればいいんだなあ。」と気づいていきます。一見単調に見えるこの活動も児童にとっては
「飽きてしまう」心配はなく、むしろ順番が回って来て「英語で答えてみたい」という気持ちを満
たしてあげることになります。 
 
③ 動物カードを使った Do you have a bear? 
  6 枚の動物カードを用います。絵を見せながら発音練習をしたら、カードを伏せた状態で、児童
に好きなカードを一枚ずつ取らせます。児童 lion, frog, snake, tiger, bear, penguin の内どの
カードを持っているかを教師が「推測」しながら問い掛けをしていきます。 
 ②の活動と同様、何度も Do you have a ~? を繰り返します。教師が問いかけるだけでなく、
児童にどのカードなのかを推測させるところがポイントです。どのカードがすでに出てきたかを
「思い起こし」、残っているカードの中から「推測」して英語で問いかけます。 
 このように、日本語（カタカナ）とは異なる初めて出会った英語を言ってみたくなる仕掛けを作
り、思考と英語使用を促していきます。 
 もし、児童が Tiger? などと単語だけで訊いたら、教師がDo you have a tiger? と言い直し
(Recast)、復唱すればよし。同様の手順で、食べてみたい料理について、Do you want ~? と調
理に必要な食材を訊いていくなど応用範囲は広いと感じました。 
 最後に、子どもが既に蓄えている外来語等の語彙を積極的に活用するよう強調されました。こう
したいわゆるカタカナ語は 3000 とも 4000 とも言われ、日本語を介せずとも様々なトピックで
の活動が成り立っていきます。 
 安心して活動に参加できる雰囲気作りの必要性、そしてそこから生まれる子供たちの積極性・好
奇心の大切さを感じさせてくれる、人間味あふれるワークショップでした。（文責 永倉由里） 



 

 

 最初に、子どもたちが英語で聞き、話す時に「考えながら話したり聞いたりする力」が大事であ
るので、コミュニケーション能力の素地ではなく、その基礎が大切であると武部先生は冒頭にお話に
なられました。そのためには、「自分が伝えたい内容」とそのための「言語材料」を、その場で同時
に「思考」・「判断」しながら表現する力をつけることであり、そのために、子どもが「伝えたい内容
をもつための活動」を重視していると話されました。つまり、「教えられた表現」を「暗記」して
「再生(発表)」することで到達目標が達成され、その活動が終わる、ということがないようにするた
めに、話題別学習到達目標を 1 年から 6 年まで設定し、その到達目標を軸にしながら、様々な場面
で、伝えたい内容をもたせ、それらを既習表現の繰り返しの活用により、表現の定着と広がりを図っ
ています。 

例えば 5 年生では、高山市立北稜中学校の山本先生の発表にもあったように、繰り返し言語材料
を使いながら、ただ聴き取るだけでなく、Why do you like volleyball? などの質問をしながら会話
を広げていくようにしています。これにより、より詳しく伝えよういう気持ちの芽生えが期待でき、
自ら意味をもったやり取りをするようになると考えています。 
さらに 6 年生では、ペアになって「長良の好きなもの」（伝えたい内容）を表現するときは、 

I like….（言語材料）を使い、What do you like about Nagara Town?  I like Nagara Park.  
Oh, you like Nagara Park.（Repeating：話し手の話を理解していることを伝える） That’s nice.  
Why do you like Nagara Park?  このように会話が自然な形で成り立つように、自分の思いを相手
に伝え、聞き手はその言葉をしっかり受け止められるように指導されています。子どもたちの会話の
様子を動画で見て、生き生きと受け答えをする子どもたちの姿が印象に残りました。 
 特に高学年では、帯活動・Small Talk を実施し、1 対 1 のやり取りを通して、自分に関すること
を毎時間似たような言語材料を使い、話題を変えて繰り返し行うことで定着を図っていると話されま
した。 
中学校の英語も視野に入れて、文字に対する壁と文構成に課題があるという視点をもって指導され

ている点に期待したいと思いました。 
冒頭に記したように、一般的には「コミュニケーション能力の素地の育成」がねらいです。そこか

らさらに、その基礎の育成にまで踏み込んだ方向性を視野に入れることを大事にすることが中学への
英語とつながる大きなヒントがあるのではないかと感じました。中学校の英語との関連性が今後ます
ます問われてくる課題であるだけに。（文責：駒澤利継） 

 

６ 講 演 

「考えながら聴く・話す 
      小学校英語授業の創造」 
 

山田誠志先生〈岐阜県教育委員会〉 

 文部科学省にもお勤めの経歴をもち、日本の英
語教育の動向をいち早くつかみ、岐阜県の英語教
育の方向性を常に発信し続けている山田先生に講
演をしていただきました。岐阜県の先生のみなら
ず、大学関係者も含め、これからどのようなスタ
ンスで小学校英語教育に関わり、授業改善を進め
行くと良いのか悩み、不安に感じている先生に
とって大変有意義な機会となりました。 
 まず、山田先生は「考えながら」聴いたり話し
たりするためには、「伝える内容」と「既習表現を
想起するチャンス」が必要であるとお話されまし
た。具体的な子どもの姿で言えば、『どうすれば相
手を理解し伝えることができるのか思考し、もっ
ている知識や技能を場面に合わせて活用する姿』
のある授業ということです。そのためには、暗
記・発表型の授業スタイルを「深い学び」がうま
れる活動のある授業スタイルへと変革していく必
要があると考えてみえます。 
 そのために、言語材料を具体的な学習到達目標
と照らし合わせながら、どこでどのように継続的
に活用できるかを検討していくことも重要です。
例えば話題別の場面設定、導入や中間評価の改善
といった授業内容だけでなく、単元・学期・学年 
 



 

  

７ 小グループ・ディスカッション 岐阜大会のテーマ 
  「考えながら聴く・話す英語授業の創造 
            ～『暗記』を超えて～」 
 

 一日の学びを振り返り、参加者全員が積極的な学び手と
なれるよう、アクティブラーニングの手法を取り入れて、
「ホワイトボード・ミーティング」を行いました。各グ
ループからは、次のような意見が聞かれました。 
 
! 教師が「何のためにその活動を行うのか？」という目

的意識を持って指導に臨むことで、「暗記」を超えた
授業ができる。 

! 短時間学習などで、ある程度指導の頻度や回数を確保
することも大切。その際、指導内容は、動物やふるさ
となど、身近なもので、児童が自分のこととして考え
たくなるような題材を扱うとよい。 

! 小学生の場合、Output する必要性の感じられる場面
設定が重要で有り、そのためには、他教科や他領域な
ど、児童の日常の生活体験とリンクさせた活動を仕組
むことが有効である。 

! 指導者である学級担任が、英語の授業で「間違いを恐
れず英語を使う」言語学習者のモデルとなることで、
児童が安心して英語を話せることにつながる。 

! 考えながら聴く・話すためには、児童の「ことばの引
き出し」を豊かにする必要がある。型にはまったリ
ピート練習にならないよう配慮しながら、短時間学習
などで繰り返すことも大切である。 

! 授業における児童の発話や言動を、事前に予測してお
くことで、インタラクティブな授業展開が可能にな
る。そのために、子どもの発想から授業を考える「教
師のセンス」を磨く必要もある。 
 

 学会の終了後も、ディスカッションの余韻を味わうかの
ように、グループメンバーと、いつまでも談笑する参加者
の姿を見て、私たち指導者自身が、よい学び手となること
が、「考えながら聴く・話す英語授業の創造」の近道である
ように感じました。（文責：加藤拓由） 
            （文責：加藤拓由） 

 

この Newsletter をごらんになった読者の皆様より、ご意見やご感想、そして、JASTEC 中部支部へのご要望な
どがございましたから、下記までご連絡をお寄せください。 
また、下記の中部支部 HP のアドレスには、これまでの Newsletter も掲載しておりますのでご覧ください。    
 
 ◎ JASTEC 中部支部 HP アドレス http://jastec.filsa.net/ 
 ◎ 意見・要望など kenjiarai10260205@icloud.com     JASTEC 中部支部 事務局 新井謙司 

というスパンで何をできるようにさせるのか、という視点をもって継続的に Small Talk や言語活動を
仕組むことが必要であると言及されました。 
 最後に、岐阜県の小学校英語の授業スタイルにも触れながら、これまである程度決まった流れの中で
授業を展開することにより、担任の先生や子どもたちも安心して英語に慣れ親しむことができました。
しかしこれからは、その形から脱却し、より子どもが場面に合わせて自発的に思考しながら、意味のあ
るやり取りから学びを深めていくことが求められているのではないかとお話がありました。 

（文責：新井謙司） 


